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────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（渕野けさ子君）  皆さん、おはようございます。議員及び執行部各位には、本日もよろし

くお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は２１人です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開

きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、各部長及び関係課長の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第６号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第９９号 

日程第２．議案第１００号 

日程第３．議案第１０１号 

○議長（渕野けさ子君）  それでは、日程第１、議案第９９号平成２２年度ゆふいん福祉センター

建築主体工事請負変更契約の締結についてから日程第３、議案第１０１号平成２２年度由布市一

般会計補正予算（第７号）までの３件を一括上程します。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  皆さん、おはようございます。ただいま上程いたしました追加議案につ

きまして、一括して提案理由の御説明をいたします。 

 議案第９９号平成２２年度ゆふいん福祉センター建築主体工事請負変更契約の締結については、

基礎工事において巨大な転石が排出されましたので、転石撤去とケーシング工法への切りかえを

行ったことや設備工事などの関連で一部追加工事を行うこととなったために請負変更契約を締結

するものであります。 

 議案第１００号平成２２年度由布院小学校新築（建築主体）工事請負変更契約の締結につきま

しては、本工事と密接不可分な関係のある作りつけ木製家具工事などの必要が生じましたので請

負変更契約を締結するものであります。 

 議案第１０１号平成２２年度由布市一般会計補正予算（第７号）は、歳入歳出それぞれ２億

２,９０３万１,０００円を追加し、予算総額を１８６億５,８７８万３,０００円にお願いするも

のです。 

 この補正予算は１１月２６日に国の補正予算が成立いたしましたことから、地域活性化交付金

事業のきめ細かな交付金、住民生活に光をそそぐ交付金、ワクチン接種事業及び由布市独自の経

済対策事業を４つの柱として編成をしたものであります。 

 国の補正予算の趣旨が経済対策と地域の雇用を支えるということから、通常の補助事業ではで
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きない施設の修繕、解体などを優先して予算計上し、できるだけ市内の業者が対応できるよう事

業規模などについても配慮いたしました。 

 また、普通交付税の算定替えがあり８,２００万円余りが追加されましたことから、将来に備

えた基金等に積み立てることも可能でありましたが、現在の市内の経済情勢等を考えましたとき

に、由布市独自の経済対策事業としてきめ細かな交付金と合わせて予算措置することが必要かつ

効果的であると判断いたしまして、早期に発注できる小規模な修繕工事などを予算計上しており

ます。 

 なお、予算執行が年明けの１月以降になることから年度内に完了を目指すものの、終わらない

見込みがありますので、繰越明許費の設定につきましてもよろしくお願いを申し上げます。 

 詳細につきましては、担当部課長から説明させますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御賛同

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渕野けさ子君）  ７番、髙橋義孝君。 

○議員（７番 髙橋 義孝君）  おはようございます。７番、髙橋義孝です。ただいま上程された

議案につきまして疑義がありますので、議会運営委員会の開催を求めたいと思います。 

 疑義２点について御説明申し上げます。 

 一つは、今回上程されたものに庄和寮の解体が含まれておりますけども、現在議案第８７号で、

それを廃止するかどうかというのが問われております。これは補正の６号を先般可決いたしまし

たけども、あの中に朴木小学校の解体に伴う産廃の予算が入っておりました。実はまだ９０号で

朴木小学校を廃止するということは決まっておらないにもかかわらず議決をしたという齟齬があ

ります。それと同じような状況が一つあるのではないかということです。 

 もう一点は、教育予算が上がっておりますけども、地方教育行政組織及び運営に関する法律で

いくと第２９条で 

 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関

する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委

員会の意見をきかなければならない。 

これは新しく改正された法律で定められております。これをどのように教育委員会に諮って、ど

のような意見徴収をされたのかということが不明瞭でありますので、その件について議会運営委

員会を求めたいと思います。 

○議長（渕野けさ子君）  ただいま髙橋義孝君から動議が出されました。この動議に賛成の方は挙

手願います。 

〔議員20名中挙手８名〕 

○議長（渕野けさ子君）  この動議は、１人以上の賛成者がありますので成立いたしました。 
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 ただいまの動議を議題として採決します。この採決は起立によって行います。この動議のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員20名中起立16名〕 

○議長（渕野けさ子君）  起立多数です。よって、髙橋義孝君の動議は可決されました。 

 暫時休憩いたします。議運の方は第１委員会室にお集まりください。 

午前10時06分休憩 

……………………………………………………………………………… 

〔議会運営委員会〕 

……………………………………………………………………………… 

午前10時42分再開 

○議長（渕野けさ子君）  再開いたします。 

 先ほどの議会運営委員会の内容を議運の委員長より説明していただきます。委員長、溝口泰章

君。 

○議会運営委員長（溝口 泰章君）  御説明を申し上げます。７番、髙橋議員より動議がなされま

した。内容につきましては２点ございまして、庄和寮に関することと今回出てまいりました教育

関連予算の補正についてについてでございますけれども。 

 庄和寮に関しましては、ただいま８７号議案として審査中でございます。その庄和寮の廃止案

でございますけれども、審議中にもかかわらず本日上程されました補正予算の中で解体工事費が

含まれた予算として上程されているということ。これは当然のことですけれども、今庄和寮が教

育民生において審査されますけれども、議決の後は普通財産となりまして、その普通財産をいか

にするかということになりますと契約管理課の所管事項でございますので総務委員会にかかるは

ずでございます。そのあたりの整合性が整っておらぬままの上程であることなどが──今回の補

正の予算の上程であることなどが疑義として浮かんでおります。 

 また、これとも関連いたしますが、本日の上程されました補正予算の中で教育に係る予算につ

きましての必要事項として、教育委員会にかけてからの上程でなければならないということでご

ざいますけれども、その確認をいたしましたところ、教育委員会にはかけずに出していると、上

程しているということですので、そのあたり法の根拠もなく提案されたのでは審議できないでは

ないかということで違法の疑いもあるというふうな疑義の提出でございました。 

 また、本日出たばかりで、これから委員会付託、そして委員会審査という流れになりますけれ

ども、そうすると付託の中で、今聞こうとすることすら発見できない部分が出てまいる可能性が

ございます。これは質疑の通告締め切りなどが用意されている通常の本会議と同じ扱いですけれ

ども時間的余裕もございませんので、質疑を全員でやったらどうかと、このまま上程されればで
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すね──いうふうな意見にまとまったところでございます。 

 庄和寮、そして教育予算に関する点、そして質疑の扱いについて主に３点ほど協議いたしまし

て、今申し上げましたような結果に落ち着きました。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  大変いろいろ申しわけなく思っております。今回の予算につきましては、

１２月中に県を経由して国のほうに計画申請を上げなくちゃならないというような、そういうち

ょっと若干急ぎがありまして、教育委員会の意見を聞かなかったというのは大変申しわけないと

思っておりますし、今後そのようなことのないようなことを考えております。 

 ２点目の庄和寮につきましても、今回の事務上一部問題点がありました。申しわけなく思って

おりますが、今後はそういうことのないように取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（渕野けさ子君）  市長から説明があったんですが、次に詳細説明を受けてよろしいでしょ

うか。（発言する者あり） 

 ただいま上程されました各議案について詳細説明を求めます。 

 まず、議案第９９号平成２２年度ゆふいん福祉センター建築主体工事請負変更契約の締結につ

いて詳細説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（野上 安一君）  議案第９９号の詳細説明を申し上げます。 

 議案第９９号平成２２年度ゆふいん福祉センター建築主体工事請負変更契約の締結について。

平成２２年度ゆふいん福祉センター建築主体工事請負変更契約を締結することについて、由布市

議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例、第２条の規定により議

会の議決を求める。平成２２年１２月２０日提出、由布市長。 

 １、契約の目的、平成２２年度ゆふいん福祉センター建築主体工事、２、契約の方法、要件設

定型一般競争入札。契約金額、変更前１億９,０７８万９,７２５円、変更後、２億２５０万

５,１００円、契約の相手方、大分県大分市大字皆春５５０番地１、後藤建設株式会社、代表代

表取締役小野裕造。 

 裏面をお開きください。この裏面につきましては仮契約でございます。仮契約をさせていただ

いておるところでございます。議決後に本契約とさせていただきたいものでございます。 

 工事名、工事の場所については、ただいま説明したとおりでございます。 

 内容につきましては、先ほど説明いたしましたように基礎工事及び若干設備の追加工事がござ

いましたので、御審議方よろしくお願いいたします。 

 なお、工期につきましては、従来どおり２３年の３月末を予定しておるところでございます。



- 247 - 

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、第１００号平成２２年度由布院小学校新築（建築主体）工事請負

変更契約の締結について詳細説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（野上 安一君）  議案第１００号の詳細説明を申し上げます。 

 議案第１００号平成２２年度由布院小学校新築工事請負変更契約の締結について。 

 平成２２年度由布院小学校新築工事請負変更契約を締結することについて、由布市議会の議決

に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例第２条の規定により、議会の議決を

求める。平成２２年１２月２０日提出、由布市長。 

 １、契約の目的、２２年度由布院小学校新築工事、契約の方法、要件設定型一般競争入札、契

約金額変更前、６億４,１２５万２,３２５円、変更後、６億８,２７７万７,２００円。４、契約

の相手方、大分県大分市中島中央３丁目１番１１号、平倉建設株式会社、代表取締役平倉二三雄。 

 裏面をお開きください。裏面につきましては工事請負変更契約の仮契約でございます。１２月

１４日に仮契約を締結させていただいております。議決後に本契約にさせていただきたいという

御提案でございます。 

 本件につきましては、教室そのものの現場合わせの作りつけ家具等が必要になってきておりま

す。その関係で教室内に約１２７カ所の作りつけ家具等が必要になっておるところでございます。

それらにつきましての変更でございまして、工期につきましては当初どおり２３年６月３０日を

予定しておるところでございます。御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、議案第１０１号平成２２年度由布市一般会計補正予算（第７号）

について詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（秋吉 孝治君）  財政課長でございます。私のほうから、まず議案書の説明の前に追

加補正予算（第７号）という概要をまとめております。先週の金曜日にお配りしておりますけど

も、その概要をごらんください。それとまた、きょう本日お配りいたしました工事請負一覧表も

あわせてお願いいたします。 

 今回は補正予算につきましては、一般会計のみでございます。補正額につきましては２億

２,９０３万１,０００円の増額でございます。 

 主な内容といたしまして、今回の補正は国の補正予算成立に伴うものでございまして、今回特

にこれまで国の補助金等では対象とならなかった施設の解体や修繕を主に編成をいたしておりま

して、今回の歳出につきましては大きく４つの事業に分けて編成をしております。 

 まず、地域活性化事業の中のきめ細かな交付金事業といたしまして１億２,８２４万円でござ

います。それと同じく地域活性化住民生活に光をそそぐ交付金事業といたしまして、２,６７２万
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円、新たに子宮頸がん等のワクチン接種事業ということで２,７９２万９,０００円。それと先ほ

ど市長の提案理由の中にございましたけども、由布市独自の経済対策といたしまして４,６１４万

２,０００円でございます。 

 歳入につきましては、地方交付税、国庫支出金、県支出金でございますけども、これすべて国

の補正予算の成立に伴うものでございまして、地方交付税につきましては予算書では一般財源と

なっております、金額が８,２６８万８,０００円。国庫支出金につきましては先ほど歳出で説明

いたしました地域活性化事業としまして、きめ細かな交付金が１億７３８万３,０００円、住民

生活に光をそそぐ交付金が２,５６４万３,０００円。県支出金となっておりますけども、これは

国の補助金を県経由で来るものでございまして、子宮頸がん等のワクチン接種交付金が１,２５６万

７,０００円、学校図書館活用推進事業補助金といたしまして７５万円でございます。 

 それでは、次のページをお願いいたします。先ほど申しましたように４つの事業に分けており

ます。 

 まず、最初に地域活性化のきめ細かな交付金事業でございますけども、これにつきましては比

較的に事業規模の大きい解体や修繕を対象としております。まず最初上のほうから申しますけど

も、旧国民宿舎解体事業といたしまして２,０００万円、これにつきましては老朽化しておりま

す国民宿舎の一部であります宿泊棟の解体を行いたいということでございます。交付金が

１,８００万円充当するようにしております。 

 続きまして、公営住宅改修事業ということで市営住宅でございますけども、挾間地域、庄内地

域、湯布院地域にそれぞれございますけども、主な大きな工事といたしましては防水工事、屋上

の防水工事でございますけども、それと外壁の補修等が大きなものでございます。また小さなも

のとしましては、側溝の補修等もこの事業の中に入れております。交付金の充当額が３,８２５万

円でございます。 

 続きまして、小学校施設改修事業といたしまして２,５７４万円計上いたしております。この

各小学校の施設修繕ということで大きなものといたしまして、川西小学校の体育館の屋根が非常

に傷んでいるということで、今回１,０００万円で塗装工事を行いたいというように考えており

ます。また挾間の石城小学校のプールの改修といたしまして３００万円予定をいたしております。

交付金の充当額は１,５１３万３,０００円でございます。 

 次に、庄和寮の解体事業でございまして２,５００万円計上いたしております。現在廃止条例

をお願いいたしておりますけども、庄内中学校の庄和寮を解体して更地にするというものでござ

います。先ほど議運の委員長さんからもお話ございましたけども、本来ですと廃止条例が可決後、

普通財産への手続が必要になりまして、その手続が終わった段階で普通財産に移行するものでご

ざいますけども、今回はまだ廃止条例をお願いしてるというとこでございますので、教育委員会
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費のほうで計上をいたしております。交付金は２,２５０万円充当するようにしております。 

 続きまして、幼稚園の施設改修事業１,５００万円でございますけども、主なものといたしま

しては由布院幼稚園の屋根の補修ということで７００万円、挾間幼稚園の通園路の整備といたし

まして３００万円が主なものでございます。交付金を１,３５０万円充当いたしております。 

 次に、地域活性化住民生活に光をそそぐ交付金事業といたしまして２,６７２万円、これはこ

れまで住民生活に光の当たらない事業ということでＤＶ対策とか知の地域づくり等が対象となっ

ておりまして、今回予算でお願いいたしますのが要保護児童対策事業２０２万円、これはＤＶ対

策として行うものでございまして、相談員の雇用、ポスターの購入等でございます。交付金を

１９０万円充当するようにしております。 

 続きまして、その後の学校図書館と市立図書館の関係の３つの事業がございますけども、これ

は光をそそぐ交付金の事業の中の知の地域づくりとして実施するものでございまして、まず最初

に学校図書館西庄内小学校の活用推進事業でございます。これは西庄内小学校がモデル校に指定

されましたことから事業を行うものでございまして、まず学校図書館の備品購入として書架等に

なりますけど、本棚等でございますけども７６万円、それと図書購入は７６万円ということでご

ざいます。これにつきましても国から県経由で７５万円の交付金が充当するようにしております。 

 続きまして、学校図書館振興事業でございます。これは市内の小中、幼稚園の図書館整備とい

うことで備品購入としまして本棚等でございますけども８５万円。それと新たに本の購入という

ことで８０２万円計上いたしております。交付金が８７９万３,０００円充当するようにしてお

ります。 

 それと市立図書館振興事業ということで、市内の３つの公民館にございます図書館を整備する

ものでございます。これも同じく備品購入として４４８万４,０００円、図書購入といたしまし

て９８２万６,０００円を計上いたしております。交付金１,４２０万円充当するようにしており

ます。 

 それでは次のページお願いいたします。子宮頸がん等ワクチン接種事業でございます。

２,７９２万９,０００円、これにつきましては事業概要の欄に書いておりますけども子宮頸がん

の予防ワクチン１,１６６万８,０００円、Ｈｉｂワクチンが６５５万１,０００円、小児肺炎球

菌ワクチンが９２６万２,０００円、この３つにつきましては接種される方の自己負担はなしと

いうことにしております。それに伴います事務費といたしまして印刷製本等でございますけども

４４万８,０００円計上いたしております。補助金につきましては先ほど説明いたしました県支

出金としまして１,２５６万７,０００円、県が２分の１、市が約２分の１を負担するものでござ

います。 

 それと、４番目の柱となっております由布市独自の経済対策でございますけども４,６１４万
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２,０００円でございます。これにつきましては比較的小規模な修繕等主に編成をいたしており

ます。 

 まず最初に、非常備消防費事業ということで８８２万５,０００円、防火水槽の修繕でござい

ます、２８２万５,０００円。 

 次に、消防団員用被服購入ということで、これは合併後から長い間の要望がありましたけども、

消防団員のはっぴの購入ということで今回６００万円計上いたしております。 

 続きまして、庁舎等の改修事業４５０万円、これにつきましては具体的な事業内容については、

まだ積み上げの途中でございますけども、３庁舎に１５０万円それぞれ枠配をいたしておりまし

て、市民の方が見えた窓口等の整備を行うように計画をいたしております。 

 続きまして、道路維持事業ということで、これにつきましても各振興局単位で５００万円ずつ

の一応枠配という形になりますけども計上いたしておりまして、合計で１,５００万円でござい

ます。 

 続きまして、中学校の施設改修事業ということで、市内の３中学校の修繕分ということで

１,０００万円計上いたしております。 

 次のＢ＆Ｇ海洋センター改修事業３００万円でございますけども、これにつきましては挾間の

Ｂ＆Ｇのプールの関係が主なものでございます。公民館改修事業２５８万９,０００円でござい

ますけども、未来館にあります挾間公民館の備品購入ということで、これにつきましては横断幕

の作成用の機器の買いかえでございます、８５万７,０００円。 

 次に、庄内公民館の修繕改修ということでトイレの改修等が主なものでございまして１７３万

２,０００円計上いたしております。 

 最後になりますけども、消防庁舎改修事業といたしまして２２２万８,０００円、これは３消

防署の庁舎のトイレを改修するということで計上いたしております。 

 それでは、次に議案第１０１号の予算書のほうをよろしくお願いいたします。 

 議案第１０１号平成２２年度由布市一般会計補正予算（第７号）。 

 平成２２年度由布市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億２,９０３万

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８６億５,８７８万３,０００円

と定める。 

 ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費）、第２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２表 繰越明許費」による。平成２２年１２月２０日提出、由布
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市長。 

 それでは、４ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費でございます。事業のうちワクチン接種以外については繰越明許の議決をお

願いいたしております。可能な限り年度内の完成を目指しますけども、終わらないことも予想さ

れますので、繰越明許費につきましてもよろしくお願いしたいと思います。事業内容につきまし

ては重複しますので割愛いたしますけども、ワクチン以外については計上いたしております。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。事項別明細書の説明でございます。 

 歳出について説明をいたします。２款、一番上になりますけども、２款の総務費、財産管理費

でございますけども、まず需用費につきまして４５０万円、これは３庁舎の修繕料でございます。 

 続きまして、１３の委託料、設計監理でございますけども、これは旧国民宿舎の解体のための

設計料でございます、１５０万円。 

 次の１５の工事請負費の１,８５０万円につきましては、国民宿舎解体分、宿泊棟の解体分の

工事費でございます。１,８５０万円でございます。 

 続きまして、３款の民生費、児童福祉総務費でございますけども、まず７節の賃金２９万

３,０００円は、これはＤＶ対策要保護児童対策といたしましての相談員の賃金でございます。 

 次の１１需用費の消耗品費でございますけども、５０万円につきましては啓発用の本等を購入

するものでございます。印刷製本につきましては、同じく啓発用のポスターを印刷をするもので

ございます。５８万９,０００円で需用費の合計が１０８万９,０００円となっております。 

 次の１８節の備品購入費６３万８,０００円につきましては、庁用器具費といたしまして相談

室のエアコンを取りかえるものでございます。備品購入として計上いたしております。 

 続きまして、４款の衛生費、４目の予防費でございますけども、この４款につきましてはすべ

てワクチン接種事業でございます。まず１１需用費の印刷製本につきましては、事務的な需用費

といたしまして印刷製本で２７万６,０００円計上いたしております。 

 次の１２節の役務費につきましても通信運搬費、はがき等の経費でございまして、事務費にな

りますけども１７万３,０００円。１３節の委託料につきましては、子宮頸がん等のそれぞれの

ワクチンの接種業務の委託料でございます。その合計額でございまして２,７４８万円計上いた

しております。 

 １０ページの中ほどの８款の土木費でございますけども、道路橋梁費の道路維持費につきまし

ては、３地域振興局単位で枠配をいたします各振興局５００万円の３振興局分といたしまして

１,５００万円計上いたしております。 

 下の一番最後になりますけども、８款の土木費の住宅管理費につきましては公営住宅の修繕料

ということで、まず１１需用費の５００万円につきましては、公営住宅の小規模なものの修繕費
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といたしまして５００万円計上いたしております。 

 １３の委託料の設計料でございますけども２５０万円、これにつきましては工事請負に関係す

る設計費でございます。 

 １５節の工事請負費３,５００万円につきましては、比較的大規模なものの改修工事というこ

とで３,５００万円計上いたしております。 

 それでは、次のページをお願いいたします。９款の消防費でございます。１目の常備消防費、

これは消防本部に関するものでございますけども、需用費の修繕料、これは３消防署のトイレの

改修でございます、２０７万８,０００円でございます。１３節の委託料１５万円につきまして

は、そのトイレの改修に伴う設計料でございます。 

 次に、２目の非常備消防費、これは消防団に関するものでございますけども、まず１１の需用

費の修繕料としましては防火水槽の修繕料ということで２８２万５,０００円計上いたしており

ます。 

 １８節の備品購入費につきましては、消防団員用のはっぴの購入ということで６００万円計上

いたしております。 

 次の１０款の教育費でございますけども、３目の教育指導費といたしまして庁用器具費、これ

につきましては本棚、書架等でございます。図書購入費につきましては本の購入ということで

８７８万円、合計１,０３９万円計上いたしております。 

 ２項の小学校費でございますけども、まず１１節の需用費の１,０００万円、修繕料でござい

ますけども、これは各小学校の修繕料ということで１,０００万円計上いたしております。 

 １３節の委託料につきましては、次の工事請負費１,３００万円ございますけども、それに関

係する設計料でございます。 

 １５節の工事請負費の１,３００万円につきましては、先ほど説明いたしましたけども川西小

学校の屋根、石城小学校のプール等の改修でございます。 

 続きまして、３項の中学校費でございますけども、１１の需用費の３００万円につきましては

各中学校の修繕料ということで３００万円計上いたしております。委託料につきましては、

１５節の工事請負費に伴う設計料でございます、２５０万円計上いたしております。工事請負費

につきましては、主なものといたしましては庄和寮の解体工事が主なものとなっております。 

 続きまして、４項の幼稚園費でございます。需用費につきましては、これは各幼稚園の修繕料

ということで２００万円、委託料につきましては工事請負費に伴います設計料でございます、

１００万円。工事請負費につきましては、由布院幼稚園の屋根、挾間幼稚園の通園路等の改修が

主なものでございます、１,２００万円でございます。 

 続きまして、１３ページをお願いいたします。６項の社会教育費の２目の公民館費でございま
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すけども、まず需用費の１７３万２,０００円につきましては、庄内公民館のトイレの改修等が

主なものでございます。１８節の備品購入費につきましては８５万７,０００円、未来館の横断

幕作成機器の買いかえの経費でございます。３目の図書館費につきましては、これは３つの図書

館のものでございますけども、需用費といたしまして消耗品１１万円、これは図書運搬用のバッ

ク等でございます。委託料９２万３,０００円につきましては、図書マークの作成業務というこ

とで９２万３,０００円計上いたしております。１８節の備品購入費につきましては、庁用器具

費、これは本棚、書架等でございます。３４５万１,０００円で、図書購入費が９８２万

６,０００円、備品購入の計といたしまして１,３２７万７,０００円計上いたしております。 

 最後になりますけども、保健体育費の３目のＢ＆Ｇ海洋センター費でございますけども、修繕

料３００万円、これにつきましては挾間のＢ＆Ｇのプール関係の修繕が主なものでございます。 

 私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（渕野けさ子君）  各議案の詳細説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は１１時３０分といたします。 

午前11時16分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時36分再開 

○議長（渕野けさ子君）  再開いたします。 

 １１番、溝口泰章君。 

○議会運営委員長（溝口 泰章君）  議運の委員長、溝口でございます。ただいまの混乱状況をも

う少し整理したいので暫時休憩をお願いしたいと思います。 

○議長（渕野けさ子君）  ここで暫時休憩いたします。 

午前11時37分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時10分再開 

○議長（渕野けさ子君）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．「議案第１００号 平成２２年度由布院小学校新築（建築主体）工事請負変

更契約の締結について」及び「議案第１０１号 平成２２年度由布市一般会

計補正予算（第７号）」の撤回の件について 

○議長（渕野けさ子君）  ここで執行部より発言の申し出がありますので許可いたします。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  今回の提案いたしました２議案につきまして、１００号議案、それから

１０１号議案につきましては、教育委員会の審議等々経て、それから再提案をさせていただきた
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いと思いますので、今回はこの２号議案につきましては取り下げをさしていただきたいと思いま

す。 

○議長（渕野けさ子君）  ただいま市長より、第１００号平成２２年度由布院小学校新築（建築主

体）工事請負変更契約の締結について及び議案第１０１号平成２２年度由布市一般会計補正予算

（第７号）について撤回の申し出がありました。 

 平成２２年度由布院小学校新築（建築主体）工事請負変更契約の締結について及び平成２２年

度由布市一般会計補正予算（第７号）の撤回の件の日程を追加し、追加日程第１号として日程の

順序を変更し、直ちに議題にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渕野けさ子君）  異議なしと認めます。平成２２年度由布院小学校新築（建築主体）工事

請負変更契約の締結について及び平成２２年度由布市一般会計補正予算（第７号）の撤回の件を

追加日程第１号として、直ちに議題とすることに決定しました。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１００号及び議案第１０１号につい

ての撤回の件については、これを承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渕野けさ子君）  異議なしと認めます。よって、議案第１００号及び議案第１０１号の撤

回の件については、これを承認することに決定いたしました。 

 これより議案の質疑を行います。 発言につきましては、会議規則及び申し合わせ事項遵守の

上、質疑、答弁とも簡潔にお願いいたします。 

 まず、日程第１、議案第９９号平成２２年度ゆふいん福祉センター建築主体工事請負変更契約

の締結についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渕野けさ子君）  質疑なしと認めます。 

 以上で、議案の質疑が終わりました。 

 それでは、議案第９９号の案件については会議規則第３７条第１項の規定により所管の常任委

員会に付託いたします。委員会での慎重審議をよろしくお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（渕野けさ子君）  これで本日の日程はすべて終了いたしました。 

 次回の本会議は、２２日午前１０時より、各委員長報告、討論、採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

午後０時14分散会 

────────────────────────────── 


