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再開宣告（10時 00分） 

○議長（山本吉昭） おはようございます。 

 これより、伊方町議会第 56回定例会を再開いたします。只今の出席議員は、全員であります。 

よって、本会議は成立いたしました。 

 

 

議事日程報告 

○議長（山本吉昭） 「議事日程報告」を行います。本日の議事日程は、お手許に配布してあると

おりであります。それに従いまして、議事を進めてまいります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

 

会議録署名議員の指名 

○議長（山本吉昭） 日程第 1「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、8日の本会議と同様、7番 菊池隼人議員、8番 小泉和也議員を指名いたしま

す。 

 

 

議案第１７号～議案第２７号 

○議長（山本吉昭） 日程第 2「委員会付託案件審議結果報告」を行います。「平成 31 年度伊方町

一般会計予算」議案第 17 号から「平成 31 年度伊方町水道事業会計予算」議案第 27 号までの予算

関係 11議案は、8日の本会議において、総務文教、生活福祉、産業建設の各常任委員会付託となり、

12日に開催されました各常任委員会において審議が終了しておりますので、この際、各委員長の報

告を求めます。 

まず、総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。 

○総務文教委員長（竹内一則） 議長 

○議長（山本吉昭） 竹内委員長 

○総務文教委員長（竹内一則） 皆さん、おはようございます。総務文教常任委員会の審議結果を

報告いたします。 

去る、3月 8 日に開催された第 56 回定例会において「平成 31 年度伊方町一般会計予算」議案第

17号中、当常任委員会に付託された部分及び当常任委員会所管により付託となった議案第 19号「平

成 31 年度伊方町学校給食特別会計予算」の審議をするため、3 月 12 日に総務文教常任委員会を開

催いたしました。 

以下、その経過の概要と結果について報告いたしますが、これらの予算審議は、当常任委員会だ

けではなく、生活福祉常任委員会、産業建設常任委員会も参加されてのいわゆる合同による審議で
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あることをはじめに申し添えます。従いまして、審議の具体的な内容につきましては、この際申し

述べることを省略させていただきます。 

当日は、午前 10時から平成 31年度伊方町一般会計予算の歳出において付託を受けた部分の審査

に入り、款・項・目を追って目ごとに 1款議会費から総務文教常任委員会に属する内容について審

議に入りました。審議の終結後に諮った結果、当常任委員会に付託された、一般会計予算の歳出部

分は、いずれも原案のとおり採択すべきものと決定しました。 

その後、生活福祉常任委員会、産業建設常任委員会所管の一般会計予算歳出の審議終了後、一般

会計予算歳入の審議に移り、これの審議は、款を追って行いました。審議の終結後に諮った結果、

当常任委員会に付託された 1 款町税から 21 款町債までの全ての歳入部分は、いずれも原案のとお

り採択すべきものと決定しました。 

次いで、債務負担行為、地方債、一時借入金及び歳出の流用等について、順次審議を行いました。

審議の終結後には諮った結果「平成 31年度伊方町一般会計予算」議案第 17号は、原案のとおり採

択すべきものと決定しました。 

次いで、午後 3時 40分から「平成 31年度伊方町学校給食特別会計予算」の審議に入り、担当課

長の概要説明の後、一括にて審議を行いました。審議の終結後に諮った結果「平成 31 年度伊方町

学校給食特別会計」議案第 19号は、原案のとおり採択すべきものと決定しました。 

以上、総務文教常任委員会の報告といたします。 

○議長（山本吉昭） 続いて、生活福祉常任委員会委員長の報告を求めます。 

○生活福祉委員長（中村明和） 議長 

○議長（山本吉昭） 中村委員長 

○生活福祉委員長（中村明和） 皆さん、おはようございます。生活福祉常任委員会の審議結果を

報告いたします。 

去る、3月 8 日に開催された第 56 回定例会において、「平成 31 年度伊方町一般会計予算」、議案

第 17 号中、当常任委員会に付託された部分及び当常任委員会所管により付託となった、議案第 18

号「平成 31年度伊方町国民健康保険特別会計予算」、議案第 21号「平成 31年度伊方町後期高齢者

医療保険特別会計予算」、議案第 22 号「平成 31 年度伊方町介護保険特別会計予算」、議案第 23 号

「平成 31年度伊方町公共下水道事業特別会計予算」、議案第 24号「平成 31年度伊方町小規模下水

道事業特別会計予算」、議案第 25号「平成 31年度伊方町特定地域生活排水処理事業特別会計予算」

及び議案第 27号「平成 31年度伊方町水道事業会計予算」の審議をするため、3月 12日に生活福祉

常任委員会を開催いたしました。 

 以下、その経過の概要と結果について報告いたしますが、これらの予算審議は、当常任委員会だ

けでなく、総務文教常任委員会、産業建設常任委員会も参加されてのいわゆる合同による審議であ

ることを、はじめに申し添えます。従いまして、審議の具体的な内容につきましては、この際申し

述べることを省略させていただきます。 

 当日は、午前 11 時 30 分から、平成 31 年度伊方町一般会計予算の歳出において、付託を受けた
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部分の審議に入り、款・項・目を追って、2款「総務費」のうち 3項「戸籍住民基本台帳費」、1目

「戸籍住民基本台帳費」から、生活福祉常任委員会に属する内容について審議に入りました。審議

の終結後に諮った結果、当常任委員会に付託された、一般会計予算の歳出部分は、いずれも原案の

とおり採択すべきものと決定いたしました。 

 その後、総務文教常任委員会所管の特別会計予算の審議終了後、午後 3時 47分から「平成 31年

度伊方町国民健康保険特別会計予算」の審議に入り、担当課長の概要説明の後、一括にて審議を行

いました。審議の終結後に諮った結果、「平成 31年度伊方町国民健康保険特別会計予算」議案第 18

号は、原案のとおり採択すべきものと決定いたしました。 

次いで、午後 3 時 57 分から、「平成 31 年度伊方町後期高齢者医療保険特別会計予算」の審議に

入り、担当課長の概要説明の後、一括にて審議を行いました。審議の終結後に諮った結果、「平成

31 年度伊方町後期高齢者医療保険特別会計予算」議案第 21 号は、原案のとおり採択すべきものと

決定いたしました。 

次いで、午後 4 時 1 分から「平成 31 年度伊方町介護保険特別会計予算」の審議に入り、担当課

長の概要説明の後、一括にて審議を行いました。審議の終結後に諮った結果、「平成 31年度伊方町

介護保険特別会計予算」議案第 22号は、原案のとおり採択すべきものと決定いたしました。 

次いで、午後 4 時 9 分から、「平成 31 年度伊方町公共下水道事業特別会計予算」の審議に入り、

担当課長の概要説明の後、一括にて審議を行いました。審議の終結後に諮った結果、「平成 31年度

伊方町公共下水道事業特別会計予算」議案第 23 号は、原案のとおり採択すべきものと決定いたし

ました。 

次いで、午後 4 時 13 分から、「平成 31 年度伊方町小規模下水道事業特別会計予算」の審議に入

り、担当課長の概要説明の後、一括にて審議を行いました。審議の終結後に諮った結果、「平成 31

年度伊方町小規模下水道事業特別会計予算」議案第 24 号は、原案のとおり採択すべきものと決定

いたしました。 

次いで、午後 4時 17分から「平成 31年度伊方町特定地域生活排水処理事業特別会計予算」の審

議に入り、担当課長の概要説明の後、一括にて審議を行いました。審議の終結後に諮った結果、「平

成 31年度伊方町特定地域生活排水処理事業特別会計予算」議案第 25号は、原案のとおり採択すべ

きものと決定いたしました。 

次いで、午後 4時 20分から「平成 31年度伊方町水道事業会計予算」の審議に入り、担当課長の

概要説明の後、一括にて審議を行いました。審議の終結後に諮った結果、「平成 31年度伊方町水道

事業会計予算」議案第 27号は、原案のとおり採択すべきものと決定いたしました。 

以上、生活福祉常任委員会の報告といたします。 

○議長（山本吉昭） 続いて、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

○産業建設常任委員長（木嶋英幸） 議長 

○議長（山本吉昭） 木嶋委員長 

○産業建設常任委員長（木嶋英幸） おはようございます。これより産業建設常任委員会の報告を
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させていただきます。 

去る、3月 8日に開催された第 56回定例会において、「平成 31年度伊方町一般会計予算」議案第

17 号中、当常任委員会に付託された部分及び当常任委員会所管により付託となった、議案第 20 号

「平成 31年度伊方町港湾整備事業特別会計予算」、議案第 26号「平成 31年度伊方町風力発電事業

特別会計予算」の審議をするため、3月 12日に産業建設常任委員会を開催いたしました。 

以下、その経過の概要と結果について報告いたしますが、これらの予算審議は、当常任委員会だ

けでなく、総務文教常任委員会、生活福祉常任委員会も参加されてのいわゆる合同による審議であ

ることを、はじめに申し添えます。従いまして、審議の具体的な内容につきましては、この際申し

述べることを省略させていただきます。 

当日は、午後 1時 18分から、平成 31年度伊方町一般会計予算の歳出において付託を受けた部分

の審議に入り、款・項・目を追って 2 款「総務費」のうち、1 項「総務管理費」、14 目「地域振興

センター費」から、産業建設常任委員会に属する内容について審議に入りました。審議の終結後に

諮った結果、当常任委員会に付託された一般会計予算の歳出部分は、いずれも原案のとおり採択す

べきものと決定しました。 

その後、生活福祉常任委員会所管の特別会計予算の審議終了後、午後 4 時 29 分から、「平成 31

年度伊方町港湾整備事業特別会計予算」の審議に入り、担当課長の概要説明の後、一括にて審議を

行いました。審議の終結後に諮った結果、「平成 31年度伊方町港湾整備事業特別会計予算」議案第

20号は、原案のとおり採択すべきものと決定いたしました。 

次いで、午後 4時 33分から「平成 31年度伊方町風力発電事業特別会計予算」の審議に入り、担

当課長の概要説明の後、一括にて審議を行いました。審議の終結後に諮った結果、「平成 31年度伊

方町風力発電事業特別会計予算」議案第 26 号は、原案のとおり採択すべきものと決定いたしまし

た。 

以上、産業建設常任委員会の報告といたします。ありがとうございました。 

○議長（山本吉昭） お諮りいたします。平成 31年度の予算関係 11議案につきましては、只今の

各委員長報告のとおり、合同常任委員会において、既に審議を終了しておりますので、この際討論

を省略して、採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議

なしと認め、採決いたします。 

お諮りいたします。「平成 31年度伊方町一般会計予算」議案第 17号から「平成 31年度伊方町水

道事業会計予算」議案第 27号までの予算関係 11議案は、只今の委員長報告に基づき、いずれも原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、議案第 17 号から議案第 27 号までの予算関係 11 議案は、いずれも原案のとおり可決さ

れました。 
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議案第２８号 

○議長（山本吉昭） 日程第 3「伊方町集会所の指定管理者の指定について」議案第 28号を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○建設課長（寺谷哲也） 議長 

○議長（山本吉昭） 建設課長 

○建設課長（寺谷哲也） 議案第 28号 伊方町集会所の指定管理者の指定について、提案理由をご

説明いたします。 

 平成 31 年 4 月 1 日より新たに伊方町集会所として位置付られる「湊浦ふれあいセンター」につ

いて、施設の効率的、効果的な管理運営を図るため、指定管理者を指定する必要があり、伊方町公

の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第 8条の規定により議会の議決を求めるもので

あります。 

「湊浦ふれあいセンター」の指定管理につきましては、公募とせず、湊浦 1地区へ依頼を行いま

したところ、指定管理者指定申請書の提出があり、平成 31年 2月 19日に開催されました伊方町指

定管理者選定委員会において、指定管理候補者として承認されましたので、湊浦 1地区区長を指定

管理者とするものでございます。 

 管理を行わせる施設の名称及び所在地は、湊浦ふれあいセンター、伊方町湊浦 1077 番地で、指

定管理者は、湊浦 1地区区長であります。 

  指定期間につきましては、平成 31年 4月 1日から平成 33年 3月 31日の 2年間といたします。

なお、指定管理料は無料です。 

以上、ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（山本吉昭） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

○議員（小泉和也） 議長 

○議長（山本吉昭） 小泉議員 

○議員（小泉和也） すいません、ちょっと教えてください。指定管理の区長さんの名前が入って

て、期間が 31年 4月 1日から 33年になってるんですが、4月から区長さん変わると思うんですけ

ど、そうなった場合にはどうされるんですか。 

○建設課長（寺谷哲也） 議長 

○議長（山本吉昭） 建設課長 

○建設課長（寺谷哲也） 区長さんは、任期が 1年ということで、通常そういうかたちなんですけ

ども、指定管理者としては、区長という立場の方において、代表者として管理をしていただくとい

うことでございまして、今回ご提出した議案の時点においては、区長さんの名前を載せさせていた

だいておるんですが、以降につきましても、長という立場の人が管理者というかたちで、ずっと継

続はさせていただくというふうな取り扱いとなってございます。よろしくお願いします。 

○議長（山本吉昭） 小泉議員 
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○議員（小泉和也） 区長さん変わった場合には、名前の変更ということになるわけですか。 

○議長（山本吉昭） 建設課長 

○建設課長（寺谷哲也） すいません、申し訳ありません。一応、これといった手続き上はですね、

名前の変更というものはとらない。あくまでも地区の区長というふうなことで、継続させていただ

くということでご理解いただけたらと思います。 

○議長（山本吉昭） 他ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

これより議案第 28 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、議案第 28 号「伊方町集会所の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決され

ました。 

 

 

議案第２９号 

○議長（山本吉昭） 日程第 4「伊方町与侈防災センター新築工事（建設工事）請負契約の締結に

ついて」議案第 29号を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○総務課長（鵜久森伸吾） 議長 

○議長（山本吉昭） 総務課長 

○総務課長（鵜久森伸吾） 議案第 29号 伊方町与侈防災センター新築工事建築工事請負契約の締

結について、提案理由をご説明をいたします。 

 原子力災害時における町の避難計画では、放射性物質が放出される前に車両により広域避難場所

である松前町へ避難することを基本とし、複合災害等により伊方発電所以西の避難路が損壊した場

合は、海路により大分県や松前町へ避難することとしていますが、三崎港以西の避難路が損壊した

場合は陸路・海路ともに寸断されることとなり、集落が孤立するおそれが想定されることから、放

射性物質が通過するまでの間、安全に屋内退避ができる施設を整備することを目的として、与侈小

学校跡地に防護対策施設整備工事を行うものであります。 

工事概要といたしましては、鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ床面積 514.50 ㎡で新築するも

ので、建築主体工事、外構工事、撤去工事を行います。収容者数は 109人でございます。 

 次ページ以降に図面を添付しておりますので、後程ご確認をお願いいたします。 

去る、2月 28日に制限付一般競争入札を実施し、堀田建設株式会社伊方支店が 1億 6,686万円で

落札したものであります。 

財源については、原子力災害対策事業費補助金を 100％充当いたします。 

 なお、履行期限は平成 31年 3月 31日としております。 

以上、ご審議のうえ、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 
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○議長（山本吉昭） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。中村議員。 

○議員（中村敏彦） これはそしたら、繰越をするんですか。31年の 3月ということは、当然でき

ないことは分かってるんで、それは今度また議会に諮る。 

○総務課長（鵜久森伸吾） 議長 

○議長（山本吉昭） 総務課長 

○総務課長（鵜久森伸吾） 失礼します。この案件につきましては、昨年度の予算でまず繰越をし

ております。工事につきましては、3月 31日までに一応工期はとっております。実際、標準工期的

には、200日必要でございますので、3月末にですね、繰越をしたうえで 10月中旬の工期にする予

定でございます。以上です。 

○議長（山本吉昭） 中村議員 

○議員（中村敏彦） それは議会にかけない、議会にかけんでいい。 

○議長（山本吉昭） 総務課長 

○総務課長（鵜久森伸吾） 失礼いたします。繰越につきましては、既に承認をいただいておりま

すけども、この結果的には、事故繰越ということになりまして、これは後日、次の議会の時にご報

告するという流れになろうかと思います。 

○議長（山本吉昭） 他ありませんか。質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

これより議案第 29 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、議案第 29号「伊方町与侈防災センター新築工事（建設工事）請負契約の締結について」

は、原案のとおり可決されました。 

 

 

議案第３０号 

○議長（山本吉昭） 日程第 5「伊方町与侈防災センター新築工事（設備工事）請負契約の締結に

ついて」議案第 30号を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○総務課長（鵜久森伸吾） 議長 

○議長（山本吉昭） 総務課長 

○総務課長（鵜久森伸吾） 議案第 30号 伊方町与侈防災センター新築工事設備工事請負契約の締

結について、提案理由をご説明をいたします。 

 原子力災害時における町の避難計画では、放射性物質が放出される前に車両により広域避難場所

である松前町へ避難することを基本とし、複合災害等により伊方発電所以西の避難路が損壊した場

合は、海路により大分県や松前町へ避難することとしていますが、三崎港以西の避難路が損壊した

場合は陸路・海路ともに寸断されることとなり、集落が孤立するおそれが想定されることから、放
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射性物質が通過するまでの間、安全に屋内退避ができる施設を整備することを目的として、与侈小

学校跡地に防護対策施設整備工事を行うものであります。 

工事概要といたしましては、電気設備工事、機械設備工事、換気設備工事を行います。 

 次ページ以降に図面を添付しておりますので、後程、ご確認をお願いいたします。 

去る、2月 28日に制限付一般競争入札を実施し、伊方電気工事株式会社が 1億 2,312万円で落札

したものです。 

財源については、原子力災害対策事業費補助金を 100％充当いたします。 

なお、履行期限は平成 31年 3月 31日としております。 

以上、ご審議のうえ、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（山本吉昭） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

これより議案第 30 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、議案第 30号「伊方町与侈防災センター新築工事（設備工事）請負契約の締結について」

は、原案のとおり可決されました。 

 

 

発議第１号 

○議長（山本吉昭） 日程第 6「原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金の見直しを求

める意見書の提出について」発議第 1号を議題といたします。 

 本案につきましては、3 月 4 日開催の議員全員協議会でお示しし、議員各位にご理解をいただい

ているものと存じます。従いまして、提出者の説明は、会議規則第 39 条第 3 項に規定により、こ

れを省略したいと思います。これにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認め、

提出者の説明はこれを省略いたします。 

 これより質疑・討論を省略して採決いたします。お諮りいたします。原案のとおり、決定するこ

とにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、発議第 1号「原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金の見直しを求める意見

書の提出について」は、原案のとおり可決されました。 

 

 

議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（山本吉昭） 日程第 7「議会運営委員会の閉会中の継続調査について」を議題といたしま

す。議会運営委員長から、伊方町議会会議規則第 75条の規定により、次期定例会までの閉会中の

間、所管事務のうち議会の運営に関する事項等について、継続調査の申し出がありました。 
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お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をす

ることにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をすることに決

定いたしました。 

 

 

原子力発電対策特別委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（山本吉昭） 日程第 8「原子力発電対策特別委員会の閉会中の継続調査について」を議題

といたします。原子力発電対策特別委員長から、伊方町議会会議規則第 75条の規定により、次期

定例会までの閉会中の間、原子力発電事業に関する事項等について、継続調査の申し出がありまし

た。 

お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をす

ることにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をすることに決

定しました。 

 

 

閉会宣告 

○議長（山本吉昭） これで、本日の日程はすべて終了しました。会議を閉じます。閉会にあたり

町長から挨拶があります。 

○町長（高門清彦） 議長 

○議長（山本吉昭） 町長 

○町長（高門清彦） 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

議員の皆様方には、会期中に慎重審議をいただきまして、全ての案件について、ご議決をいただ

き誠にありがとうございました。 

皆様から、会期中に賜りましたご意見・ご提言等につきましては、今後の町政運営の参考にさせ

ていただきたいと存じます。 

さて、平成 30 年度は、私たち、南予の市町におきまして「豪雨災害」という、かつて経験の無

い大災害が発生をいたしました。 

これを教訓として、「安心安全のまちづくり」を再認識して、町民が主体となった防災・減災対

策に取り組んでまいります。 

本定例会が、平成最後の定例会となったわけでございますが、来る、平成 31 年度は、新たな時

代の幕開けとして、更に活気のあるまちとなるように、取り組んでまいりたい所存でございますの

で、今後ともなにとぞよろしくお願いいたします。 

結びに、3月も半ばとなりましたがまだまだ肌寒い日が続きます。 
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議員各位におかれましては、健康にご留意をされ、町政発展のためなお一層のご尽力を賜ります

ようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。 

誠にありがとうございました。 

○議長（山本吉昭） これをもちまして、伊方町議会第 56回定例会を閉会いたします。 

 お疲れ様でした。 

                                  （閉会 10時 38分） 
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