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 開  会  

 議  長  本日の出席議員は、１６人につき定足数に達しております。 

 ただ今から、平成２６年第１回筑前町議会臨時会を開会します。 

（９：３０） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を、行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定によって、 

 ３番 桒野光雄議員及び４番 田中政浩議員を、指名します。 

 日程第２  

 議  長  日程第２「会期の決定について」を、議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日２月６日の１日間としたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日の１日間と決定いたしました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３「町長のあいさつ及び提案理由の説明」を、求めます。 

田頭町長 

 町  長  おはようございます。 

 本日は、平成２６年第１回臨時会を招集しましたところ、全員ご出席いただきまし

てありがとうございます。 

 早いもので１月を過ぎ、２月も６日となりました。三寒四温を繰り返しながら月日

は進んでまいります。筑前町もこの時期は、平成２５年度事業の締め括りと新年度予

算編成事務を併せて推進しているところでございます。 

 それでは、本日提案します議案等４件の提案理由の説明を申し上げます。 

 承認第１号 専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、多目的運動公

園用地内に露見した古窯跡群
こようせきぐん

の保存協議及び公園施設の変更設計に不測の日数を要

したことにより、造成工事の一部について年度内完了が困難となったため、工事費の

一部を翌年度に繰り越す必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がなかっ

たため、専決処分を行ったものです。 

 議案第１号 工事請負契約の締結につきましては、多目的運動公園造成工事の請負

契約を締結するにあたり、地方自治法及び筑前町議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 議案第２号 工事請負変更契約の締結につきましては、南北線道路改良工事の請負

変更契約を締結するにあたり、地方自治法及び筑前町議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 議案第３号 筑前町行政組織条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、

行政及び地方公営企業組織の見直しに伴い、関係条例の一部を改正する必要が生じた

ことにより、議会の議決を求めるものです。 

 以上が、本日提案します議案の提案理由です。慎重にご審議をいただき、ご賛同賜

りますようお願い申し上げまして、あいさつ並びに提案理由の説明といたします。よ

ろしくお願いいたします。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４  
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 議  長  承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

財政課長 

 財政課長  おはようございます。 

 議案書の２ページをお願いいたします。 

 承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 本日提出、町長名でございます。 

 提案の理由でございますが、多目的運動公園用地内に露見した古窯跡群の保存協議

及び公園施設の変更設計に不測の日数を要したことにより、造成工事の一部について

年度内完了が困難となったため、予算を次年度に繰り越す必要が生じましたけれど

も、町議会を招集する時間的余裕がなかったために、専決処分をしたものでございま

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 平成２６年専決第１号、専決処分書。 

 平成２５年度筑前町一般会計補正予算（第４号）について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別冊のとおり専決処分する。 

 平成２６年１月１６日、町長名でございます。 

 別冊の予算書をお願いいたします。 

 １ページでございます。 

 平成２５年度筑前町一般会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。 

 繰越明許費、第１条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、「第１表 繰越明許費」による。 

 平成２６年１月１６日専決、町長名でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、繰越明許費。 

 ７款土木費、４項都市計画費でございます。 

 事業名が、筑前町多目的運動公園整備事業でございます。 

 この事業の本年度予算が３６５，３２６千円でございました。先ほど提案理由で申

し上げましたような理由によりまして、これの年度末の執行見込みがですね、約４

０％程度にとどまるというふうなことから、今回１９０，０００千円を翌年度に繰越

処分したものでございます。以上でございます。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。  

河内議員 

 河内議員  議会を招集する暇がないので専決処分したということですが。 

臨時議会、今日あっていますが、今日ではだめだったんでしょうか。お尋ねします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 多目的運動公園の総事業費につきましては、１月の１５日、２０日、その両日に説

明をさせていただき、約１８億円の総事業費について、議会のほうからもご承認を賜

ったところでございますけれども。 

 その中で、１５日の日に申し上げましたけれども、年度内にですね、造成工事等の

契約を結ぶ必要があるということで、その分について、工期が平成２６年度にまたが

るということになりましたので、その分の予算措置が、議会のほうに説明が終わって、
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その後に専決をするという手続きを取りたいと考えておりましたので、この分につい

てはですね、１５日の説明のときに申し上げましたように、繰越しの手続きをさせて

いただくということの説明を申し上げました。その翌日の１６日付で専決をさせてい

ただいたという次第でございます。 

 議  長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。  

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。  

 これから、承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」を、採決

します。 

 本件は、承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。  

 したがって、承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」は、承

認することに決定しました。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 議案第１号「工事請負契約の締結について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

財政課長 

 財政課長  議案書の４ページをお願いいたします。 

 議案第１号「工事請負契約の締結について」 

 多目的運動公園造成工事について、別紙のとおり工事請負契約を締結するものとす

る。 

 本日提出、町長名でございます。 

 提案理由、多目的運動公園造成工事の請負契約を締結するにあたり、地方自治法第

９６条第１項第５号及び筑前町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 工事請負契約の内容 

 １．工事名   多目的運動公園造成工事 

 ２．契約の方法 随意契約 

 結果は別表のとおりでございまして、６ページをご覧いただきたいと思います。 

 今回の契約につきましては、工事額が５千万以上ということもございまして、Ａラ

ンク、そして選定業者につきましては、要綱によりまして７千万以上につきましては、

１０社ということになっておりますので、そういったことでＡランク、それから１０

社ということで選定をいたしました。 

 しかしながら町内の業者、Ａランクが１社しかございません。そういったこともご

ざいまして、下位のＢランク等から選びまして、１０社を選定をいたしております。 

 その結果でございますが、株式会社平田組筑前支店、ここが後の見積もりで１４５，

０００千円で落札をしております。 

 落札率が９９．７５という率になっております。 

 ５ページに戻っていただきまして、 

 ３．請負金額 １５６，６００千円 内消費税額が１１，６００千円でございます。 

 ４．工事請負人 福岡県朝倉郡筑前町山隈９３４番地１ 

         株式会社 平田組筑前支店 取締役支店長 平田昭義 
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 それから工事の内容でございますけれども、もう一度別表をお願いいたしたいと思

います。 

 工事の箇所、筑前町下高場地内。 

 工事の概要でございますが、造成工事一式。 

 調整池の築造 １池、擁壁築造７カ所、雨水幹線整備 延長が１７７ｍ、側溝整備

が延長４６８．９ｍ、他でございます。 

 工期としましては、契約の効力発生の日から平成２６年８月２０日まででございま

す。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。  

一木議員 

 一木議員  ２点ほどお尋ねしますけれども。 

 契約の方法が随意契約ということでございますけれども、随意契約そのものは分か

りますけれども、この適用の範囲と申しますか、について、どのようなものなのかに

ついて、少し説明を求めたいと思います。 

 それからもう１点は、請負契約額でございますけれども、消費税額が１１，６００

千円ということでございますけれども、これは、消費税が現税率が５％が８％という

ことで、８％の税率になっているようでございますけれども、事業の契約の効力発生

という日からということでございますけれども。 

 ４月からが税率が上がりますけれども、改定でございますけれども、この辺りにつ

いての、事業の効力発生ということが、２５年度、２６年度にまたがるということで、

４月を超えるということで、こういった税率になっているものか、その点についてお

尋ね申し上げたいと思います。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  ２点のお尋ねでございますが、まず１点目の随意契約の関係でございますが。 

 入札につきましてはただ今申し上げましたように、指名競争入札で実施を行いまし

た。しかしながら、これにつきましては２回まで入札をしておりますけれども、残念

ながら２回目の入札で予定価格に達しなかったということもございまして、その場に

つきまして、そういった場合につきましては、入札参加者の了解を得て、２回目の最

低入札額の業者さんとの見積り入札に入らせていただくということでですね、了解を

取って見積りに入っていくということでやっております。 

 それから、消費税の５％、８％の問題でございますが、これは、消費税法が成立を

したおりに、これの課税の方法につきましての通知が来ております。これは法律に基

づいておるものでございますけれども、平成２５年１０月１日以降の契約で、その契

約物の引き渡しが平成２６年度、平成２６年４月１日以降になるものにつきまして

は、８％で課税をしなさいという形になっております。 

 そういったことで、契約日が去年の１０月１日以降であって、今年の４月１日以降

にしか引き渡しが受けられないものについては、８％でしていかなければならないと

いうことになっておりますので、以上でございます。 

 議  長  川上議員 

 川上議員  １月１５日の全員協議会の中で、今度の多目的運動公園の工事概算をお聞きしたん

ですが、当初計画より１．８倍ということで非常にびっくりしたんですが。 

 そのことについては、もう私も理解しておるつもりですが、なるべく費用がかから

ないようにということでお願いをしたところ、やはりもう何も出てこんというような

ところまでお話をお聞きしました。 
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 そうしますと、やはりこの入札の方法をどうするかということが、１つの課題だと

私は考えるわけでございまして、落札率を見ますと９９．７５％ということで、もち

ろん地場産業の育成ということは当然私も理解しております。 

 しかしながら、やはり全員協議会の中でも私言ったんですが、やはりなるべく節減

していこうという気持は、お願いしたいということで言っております。 

 そうすれば、やはり指名競争入札も大事なんですが、一般競争入札も必要じゃない

かということも考えるわけです。 

 そういうことで、本当に地元の方を育てることは大事なことですが、そういう費用

のかかる工事でございますので、今後の入札の方法をどのように考えておられるの

か、町長にお尋ねいたします。 

 議  長  中野副町長 

 副 町 長  私のほうからお答えいたします。 

 今回の随意契約になったわけですが、これにつきましてはですね、設計額があるわ

けですけど、予定価格というのをですね、本来ならば１００％でするのが妥当なんで

すが、その点ちょっと歩切りと申しますか、そういうのを設けてやったというので、

９９．なんぼというふうなことでですね、そういう数値になったわけでございます。 

その辺はご了解願いたい。 

 請負率から言うとですね、コンマ９ぐらいにはなっておるというふうには思ってお

ります。 

 今後もですね、地場企業の育成というのがございます。それは、当初この事業がで

きるときにもですね、議員の皆様方からの要望はたくさんありましたんでですね、そ

のような方向性を取ってですね、そういう予定価格の設定にですね、一般競争入札も

本当はしたいわけですが、地場企業育成というふうな形でですね、その辺の予定価格

の設定等の調整によってですね、行いたいというふうには考えておるところでござい

ます。以上です。 

 議  長  他にないですね。 

 これで、質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。  

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。  

 これから、議案第１号「工事請負契約の締結について」を、採決します。 

 議案第１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１号「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。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 議案第２号「工事請負変更契約の締結について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

建設課長 

 建設課長  おはようございます。 

 議案書の７ページをお願いします。 

 議案第２号「工事請負変更契約の締結について」 

 南北線道路改良工事について、別紙のとおり工事請負変更契約を締結するものとす

る。 

 本日付提出、町長名でございます。 
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 提案理由でございます。 

 南北線道路改良工事の工事請負変更契約を締結するにあたり、地方自治法第９６条

第１項第５号及び筑前町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 工事請負変更契約の内容。 

 １．工事名   南北線道路改良工事 

 ２．契約の方法 変更前 指名競争入札 

         変更後 随意契約 

 ３．変更契約額 変更前 ４６，５１５千円 

         変更後 ５５，３１０，８５０円 

８，７９５，８５０円の増でございます。 

 ４．工事請負人 朝倉郡筑前町山隈９３４番地１ 

         株式会社 平田組筑前支店 代表取締役支店長 平田昭義 

 参考としまして、 

 １．工事箇所 筑前町下高場地内 

 ２．工事概要は、別表のとおりでございます。 

 ３．工  期 平成２５年８月１日から平成２６年３月２０日まででございます。 

 変更の主な内容は、別表のとおりでございます。 

 この工事は、国土交通省の社会資本整備総合交付金を活用した事業でございます

が、当初は交付決定額の関係で、一部を除きます下部工の下層路盤までの工事として

おりました。 

 昨年１２月１１日付で追加交付決定を受けましたので、表層工までの仕上げと交通

安全施設を設置するために変更契約を行うものでございます。 

 なお、今年度で車道部は全路線の全体が完成し、来年度に歩道設置及び付帯工事を

行い、この事業は完了する予定でございます。以上でございます。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

一木議員 

 一木議員  ８ページの工事の内容等の変更について、でございます。 

 交通安全施設工ということで、一式ということでございますけれども、主だった新

しくですね、安全施設が行われる内容について説明を求めたいと思います。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 交通安全施設としましては、ガードレールと区画線の設置でございます。以上でご

ざいます。 

 議  長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。  

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。  

 これから、議案第２号「工事請負変更契約の締結について」を、採決します。 

 議案第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２号「工事請負変更契約の締結について」は、原案のとおり可
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決されました。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 議案第３号「筑前町行政組織条例等の一部を改正する条例の制定につい

て」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

総務課長 

 総務課長  おはようございます。 

 ９ページをご覧ください。 

 議案第３号「筑前町行政組織条例等の一部を改正する条例の制定について」 

 表記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由です。 

 行政及び地方公営企業組織の見直しにより、筑前町行政組織条例及び筑前町水道事

業の設置等に関する条例並びに筑前町水道課職員の給与に関する条例の一部を改正

する必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 

 １０ページをご覧ください。 

 第１条 筑前町行政組織条例の一部を次のように改正する。これは、納税推進室を

廃止し、その事務を税務課に移管することと上下水道課を新設し、下水道課の事務を

移管するための改正でございます。 

 対照表をご覧ください。 

 第１条は、課の設置に関する改正でありまして、「納税推進室」を削除し、「下水道

課」を「上下水道課」に変更するものでございます。 

 第２条は、事務分掌に関する改正でございまして、「納税推進室」を削除し、１号、

２号の所掌事務を税務課に加える改正と、「下水道課」を「上下水道課」へ名称を変

更するための改正でございます。 

 １１ページです。 

 第２条 筑前町水道事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。これ

は、水道課と下水道課の統合に伴う改正で、第４条は、組織に関して「水道課」を「上

下水道課」に改正し、第７条は、議会の議決を要する負担付き寄附の受領等に関する

ものですけれども、「水道課」を「町」に改める改正でございます。 

 次に第３条、筑前町水道課職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

これも水道課と下水道課の統合に伴う改正でありまして、現在は公営企業職員＝水道

課職員ということですけれども、両課の統合後につきましては、公営企業職員＝上下

水道課職員ということではなくなるためにですね、条例の名称の中と、それから第１

条中の「水道課職員」を「水道企業職員」に、第２条の中の「水道事業に従事する企

業職員」というふうに改正するものでございます。 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 以上、提案いたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。  

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。  

 これから、議案第３号「筑前町行政組織条例等の一部を改正する条例の制定につい




