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平成２９年第１回越前町議会臨時会 

 

会 期  平成２９年８月３日～平成２９年８月３日  １日間 

開 会  平成２９年８月３日 午前１０時００分 

閉 会  平成２９年８月３日 午前１１時２６分 

 

出席議員及び欠席議員氏名 

議席番号 氏名 出席 欠席 摘要 

１ 髙田 浩樹 ○   

２ 南 ゆかり ○   

３ 村上  哲  ○  

４ 藤野 菊信 ○   

５ 米沢 康彦 ○   

６ 田中 太左ヱ門 ○   

７ 佐々木 一郎 ○   

８ 齋藤  稔 〇   

９ 伊部 良美 ○   

１０ 青柳 良彦 ○   

１１ 笠原 秀樹 ○   

１２ 木村  繁 ○   

１３ 北島 忠幸 ○   

１４ 吉村 春男 ○   
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会議録署名議員の氏名 

５番議員 米沢 康彦 ６番議員 田中 太左ヱ門 

 

 

職務のために議場に出席した者の職氏名 

事務局長 佐々木大輔 事務局次長 河合 純子 

事務局書記 河合  智   

 

 
地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

町  長 内藤 俊三 副町長 野  賢一 

教育長 久保理惠子 総務理事 梅野 秀一 

民生理事 武藤 幹雄 産業理事 畑  雅樹 

建設理事 加藤 昭宏 教育委員会事務局長 三田村和久 

会計管理者 出口 俊一   
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平成２９年第１回越前町議会臨時会議事日程〔第１号〕 

 

平成２９年８月３日（木） 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 

日程第 ２ 会期の決定 

 

日程第 ３ 承認第１３号 専決処分の承認を求めることについて（平 

             成２９年度越前町一般会計補正予算（第４ 

             号）） 

 

日程第 ４ 議案第３８号 平成２９年度糸生・四ヶ浦・城崎小学校パ 

             ソコン等機器購入事業物品売買契約につい 

             て 

 

日程第 ５ 議案第３９号 越前町統合学校給食センター（仮称）建築 

             工事請負契約について 

 

日程第 ６ 議案第４０号 越前町統合学校給食センター（仮称）機械 

             設備工事請負契約について 

 

追加日程第 １ 田中太左ヱ門議員が県議の政務活動費で雇用された件 

        に対する処分について 
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開会  午前１０時００分 

 

○議長（北島忠幸君） 蒸し暑い日が続いておりますが、議員各位にはご健勝にて、本日

開会の平成２９年第１回越前町議会臨時会にご参集を賜り、厚くお礼申し上げま

す。 

    ただいまの出席議員数は１３人です。定足数に達しておりますので、これから平

成２９年第１回越前町議会臨時会を開会いたします。 

    これより本日の会議を開きます。 

    議事日程については、お手元に配付のとおりです。 

    ここで町長の挨拶を許します。 

    町長。 

町長（内藤俊三君）登壇 

○町長（内藤俊三君） 平成２９年第１回越前町議会臨時会の開催にあたり、一言ごあい

さつ申し上げます。議員各位には第１回越前町議会臨時会のご案内を申し上げた

ところ、何かとご多用中のところご出席を賜りまして、誠にありがとうございま

す。また、平素より町政発展のためにご支援ご協力を賜り、心より深く感謝申し

上げます。 

さて、７月２日には福岡県朝倉市付近で、積乱雲が重なり線状降水帯が発生し、

同じ場所に猛烈な雨が降り、九州北部では記録的な雨が降りました。この豪雨に

よる土砂災害や河川の氾濫により、死者行方不明者４２人という未曾有の大災害

となりました。亡くなられた方やそのご遺族に対しまして心からご冥福とお見舞

いを申し上げますとともに、１日でも早い復旧を願うものであります。 

一方、本町におきましては、先月、越前夏まつりとあさひまつりが予定通り開催

され、夏の観光シーズンのスタートをきりました。両まつりとも好天に恵まれ、

１３，０００発の音と光の競演や、勇壮なあんどん山車に参加された町民の皆様

や、お越しいただいたお客様も大いに満足されたのではないでしょうか。また来

る８月１９日にはおたまつり＆Ｏ・ＴＡ・Ｉ・ＫＯ響２０１７が開催されます。

現在、準備を着々と進めているところでございます。 

    町では、イベントの開催を通じて、町の交流人口増と町の活性化に取り組んでお

り、１人でも多くの町民の皆さんに参加いただけるよう、町民と力を合わせて頑

張っておりますので、議員各位におかれましても開会に花を添えていただければ

ありがたいと存じます。 

    さて、本臨時議会におきましては、承認案件が１件と物品売買契約に関する議決

案件が１件、工事請負契約に関する議決案件が２件、合わせて４件につきまして

ご審議をお願い申し上げるものでございます。なにとぞ慎重なご審議を賜り、妥

当なご承認、ご議決をお願い申し上げまして、平成２９年第１回越前町議会臨時

会の開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（北島忠幸君） 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、

会議規則第１２６条の規定により、私のほうから指名いたします。 

    ５番 米沢康彦君、６番 田中太左ヱ門君、以上２名の方を、本臨時会会期中の

署名議員に指名いたします。 
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日程第２ 会期の決定 

 

○議長（北島忠幸君） 日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

    お諮りします。 

    本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。 

    これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北島忠幸君） 異議なしと認めます。 

    よって、会期は本日１日間に決定いたしました。 

 

日程の追加 

 

○議長（北島忠幸君） お諮りします。 

    田中太左ヱ門議員が県議の政務活動費で雇用された件に対する処分についてを日

程に追加し、追加日程第１として日程の順序を変更し、直ちに議題としたいと思

います。 

    これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北島忠幸君） 異議なしと認めます。 

    したがって、田中太左ヱ門議員が県議の政務活動費で雇用された件に対する処分

についてを日程に追加し、追加日程第１として日程の順序を変更し、直ちに議題

とすることに決定しました。 

 

追加日程第１ 田中太左ヱ門議員が県議の政務活動費で雇用さ 

       れた件に対する処分について 

 

○議長（北島忠幸君） 追加日程第１ 田中太左ヱ門議員が県議の政務活動費で雇用され

た件に対する処分についてを議題といたします。 

    去る４月１９日付で提出されました田中太左ヱ門議員の調査請求書について、町

政治倫理審査会に調査を依頼した結果、「町議会として田中太左ヱ門議員に対し

処分を科し、反省を促すとともに、町民に対して謝罪と説明責任を果たすよう求

めるなど、厳格な態度で臨むこと」との勧告がありました。 

    この件について、７月１４日に全員協議会で協議した結果、政治倫理審査会の勧

告内容を尊重し、議場において、田中議員に対し戒告処分を行うことになりまし

た。 

    ただいまより田中太左ヱ門議員に対する戒告を行います。 

    これより戒告文を朗読します。 

    田中太左ヱ門議員に起立を命じます。 

（田中太左ヱ門議員 起立） 

 

○議長（北島忠幸君） 戒告文 田中太左ヱ門議員が平成２６年から平成２７年度の在職

中、県議会議員の活動を補助する業務を行うことで、県議の政務活動費で雇用さ

れた件について、越前町政治倫理審査会より税金で二重の報酬を得ていたとして、

政治倫理条例の内容を真に理解せず、議員として自覚に欠ける思慮の浅い行動で

あったと断ぜられたことは、議員の職分に鑑み誠に遺憾であります。越前町議会
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は田中議員に対し、今後の議員活動において、町民に対し誤解を与え不正の疑惑

を持たれるような行為を厳に慎み、議員の立場と職責の重さを深く自覚して、法

令条例を遵守し自利自他の精神で高い倫理感と見識を持って行動するよう強く求

め戒告します。平成２９年８月３日越前町議会議長北島忠幸。 

○議長（北島忠幸君） 田中議員の着席を許します。 

（田中太左ヱ門議員 着席） 

○議長（北島忠幸君） ただいまの件について、田中太左ヱ門君から発言の申し出があり

ます。 

    田中太左ヱ門君の発言を許します。 

    田中太左ヱ門君。 

○６番（田中太左ヱ門君） 議会と町民の方に対して、大変ご迷惑をかけて、大変申しわ

けありませんでした。 

    今後は初心に返り、越前町の発展と町民の生活向上のために頑張っていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたし、大変、本当に申しわけございません。 

○議長（北島忠幸君） 以上で、田中太左ヱ門議員が県議の政務活動費で雇用された件に

対する処分についてを終わります。 

 

日程第３ 承認第１３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度越前町 

            一般会計補正予算（第４号）） 

 

○議長（北島忠幸君） 日程第３ 承認第１３号 専決処分の承認を求めることについて

（平成２９年度越前町一般会計補正予算（第４号））を議題といたします。 

    職員に議案を朗読させます。 

    事務局長。 

（職員朗読） 

○議長（北島忠幸君） 本案についての提案理由の説明を求めます。 

    町長。 

町長（内藤俊三君）登壇 

○町長（内藤俊三君） 承認第１３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９

年度越前町一般会計補正予算（第４号））の提案理由を申し上げます。 

    本案につきましては、町内に事業所を置く企業の平成２８年度確定申告により、

法人町民税の還付が生じたことから、補正予算を編成し、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、平成２９年７月２７日に専決処分させていただきましたの

で、同条第３項の規定により、承認を求めるものでございます。 

    専決処分いたしました一般会計補正予算（第４号）は、歳入歳出それぞれ４，９

３２万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１３２億１，８１７万８，

０００円と定めたものでございます。 

    歳出につきましては、総務費の賦課徴収費において償還金及び還付加算金を計上

し、歳入につきましては、前年度繰越金を増額し、補正予算を調整いたしました。 

    以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

日程第４ 議案第３８号 平成２９年度糸生・四ヶ浦・城崎小学校パソコン等機器購入 

            事業物品売買契約について 

 

○議長（北島忠幸君） 日程第４ 議案第３８号 平成２９年度糸生・四ヶ浦・城崎小学
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校パソコン等機器購入事業物品売買契約についてを議題といたします。 

    職員に議案を朗読させます。 

    事務局長。 

（職員朗読） 

○議長（北島忠幸君） 本案について、提案理由の説明を求めます。 

    町長。 

町長（内藤俊三君）登壇 

○町長（内藤俊三君） 議案第３８号 平成２９年度糸生・四ヶ浦・城崎小学校パソコン

等機器購入事業物品売買契約についての提案理由を申し上げます。 

    本案につきましては、メーカー保守期限の到来に伴う糸生小学校、四ヶ浦小学校、

城崎小学校のパソコン等の機器を更新するもので、去る７月１９日に指名競争入

札を執行いたしました結果、５，２０５万６，０００円で、坂井市丸岡町熊堂第

３号２番地２２の５、福井システムズ株式会社、代表取締役社長、川崎敏明と物

品売買契約を締結するため、越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３条の規定により提案するものでございます。 

    以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

日程第５ 議案第３９号 越前町統合学校給食センター（仮称）建築工事請負契約につ 

            いて 

 

○議長（北島忠幸君） 日程第５ 議案第３９号 越前町統合学校給食センター（仮称）

建築工事請負契約についてを議題といたします。 

    職員に議案を朗読させます。 

    事務局長。 

（職員朗読） 

○議長（北島忠幸君） 本案について、提案理由の説明を求めます。 

    町長。 

町長（内藤俊三君）登壇 

○町長（内藤俊三君） 議案第３９号 越前町統合学校給食センター（仮称）建築工事請

負契約についての提案理由を申し上げます。 

    本案につきましては、学校給食センターの効率的な運営及び学校給食衛生管理の

さらなる向上を図るため、４地区統合の学校給食センターを建設するもので、そ

のうち建物の建築、電気設備工事に係るものを、去る７月２６日に指名競争入札

を執行いたしました結果、７億２，４６８万円で、株式会社大生・岬建設株式会

社・橋本建設株式会社越前町統合学校給食センター（仮称）建築工事特定建設工

事共同企業体、代表者、丹生郡越前町西田中２丁目２１２番地、株式会社大生、

代表取締役、清水畑政則と工事請負契約を締結するため、越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、提案する

ものでございます。 

    以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

日程第６ 議案第４０号 越前町統合学校給食センター（仮称）機械設備工事請負契約

            について 

 

○議長（北島忠幸君） 日程第６ 議案第４０号 越前町統合学校給食センター（仮称）
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機械設備工事請負契約についてを議題といたします。 

    職員に議案を朗読させます。 

    事務局長。 

（職員朗読） 

○議長（北島忠幸君） 本案について、提案理由の説明を求めます。 

    町長。 

町長（内藤俊三君）登壇 

○町長（内藤俊三君） 議案第４０号 越前町統合学校給食センター（仮称）機械設備工

事請負契約についての提案理由を申し上げます。 

    本案につきましては、学校給食センターの効率的な運営及び学校給食衛生管理の

さらなる向上を図るため、４地区統合の学校給食センターを建設するもので、そ

のうち建物の機械設備、厨房設備工事に係るものを、去る７月２６日に指名競争

入札を執行いたしました結果、５億２，３３６万８，０００円で、オタ建設株式

会社・株式会社丸安建設・國成建設株式会社越前町統合学校給食センター（仮

称）機械設備工事特定建設工事共同企業体、代表者、丹生郡越前町織田第１６１

号２２番地、オタ建設株式会社、代表取締役、小辻壽之と工事請負契約を締結す

るため、越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条の規定により提案するものでございます。 

    以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（北島忠幸君） ここで暫時休憩をします。 

    なお、直ちに全員協議会を開催いたしますので、全員協議会室へお集まりくださ

い。 

 

休憩  午前１０時２４分 

 

 

 

再開  午前１１時２０分 

 

○議長（北島忠幸君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

    これから承認第１３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度越

前町一般会計補正予算（第４号））を議題といたします。 

    これから承認第１３号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北島忠幸君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから承認第１３号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北島忠幸君） 討論なしと認めます。 

    これから承認第１３号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○議長（北島忠幸君） 挙手全員です。 
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    よって、承認第１３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度越

前町一般会計補正予算（第４号））は原案のとおり承認されました。 

    これから議案第３８号 平成２９年度糸生・四ヶ浦・城崎小学校パソコン等機器

購入事業物品売買契約についてを議題といたします。 

    これから議案第３８号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北島忠幸君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第３８号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北島忠幸君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第３８号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○議長（北島忠幸君） 挙手全員です。 

    よって、議案第３８号 平成２９年度糸生・四ヶ浦・城崎小学校パソコン等機器

購入事業物品売買契約については原案のとおり可決されました。 

    これから議案第３９号 越前町統合学校給食センター（仮称）建築工事請負契約

についてを議題といたします。 

    これから議案第３９号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北島忠幸君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第３９号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北島忠幸君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第３９号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○議長（北島忠幸君） 挙手全員です。 

    よって、議案第３９号 越前町統合学校給食センター（仮称）建築工事請負契約

については原案のとおり可決されました。 

    これから議案第４０号 越前町統合学校給食センター（仮称）機械設備工事請負

契約についてを議題といたします。 

    これから議案第４０号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北島忠幸君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第４０号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（北島忠幸君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第４０号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○議長（北島忠幸君） 挙手全員です。 

    よって、議案第４０号 越前町統合学校給食センター（仮称）機械設備工事請負

契約については原案のとおり可決されました。 

    以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

    閉会に先立ち、町長の挨拶を許します。 

    町長。 

町長（内藤俊三君）登壇 

○町長（内藤俊三君） 平成２９年度第１回越前町議会臨時会の閉会に当たりまして、一

言お礼のご挨拶を申し上げます。 

    本日は、ご提案申し上げました全ての議案につきまして、全会一致のご決議を賜

り、厚くお礼を申し上げます。 

    また、審議の過程で議員各位よりいただきましたご意見等につきましては、これ

からの町政に生かしてまいりたいと存じますので、今後とも、なお一層のご指導、

ご支援を賜りますようお願いを申し上げます。 

    開会のご挨拶でも述べさせていただきましたが、来る８月１９日の土曜日には、

夏のイベントの最後を飾りますおたまつり＆Ｏ・ＴＡ・Ｉ・ＫＯ響２０１７が開

催されます。議員各位におかれましては、ぜひともご家族、ご近所お誘い合わせ

の上お越しいただきますよう、重ねてご案内を申し上げます。 

    それでは、まだまだ暑さ厳しい折でございますので、お体に十分ご留意いただき、

ご健勝で町政発展のためにご活躍されんことを心からご祈念申し上げまして、平

成２９年第１回越前町議会臨時会の閉会に当たりましてのお礼のご挨拶といたし

ます。 

○議長（北島忠幸君） これをもちまして、平成２９年第１回越前町議会臨時会を閉会い

たします。ご苦労さまでした。 

 

閉会  午前１１時２６分 


