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17番 田中真理子君        18番 利光 直人君 

19番 生野 征平君        20番 太田 正美君 
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────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 溝口 隆信君        書記 馬見塚量治君 

書記 三重野鎌太郎君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 首藤 奉文君   副市長 …………………… 島津 義信君 

教育長 …………………… 加藤 淳一君   総務部長 ………………… 梅尾 英俊君 

総務課長 ………………… 衛藤 公治君   財政課長 ………………… 御手洗祐次君 

総合政策課長 …………… 奈須 千明君   契約管理課長 …………… 加藤 裕三君 

会計管理者 ……………… 友永 善晴君   産業建設部長 …………… 生野 重雄君 
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挾間振興局長 …………… 平松 康典君   庄内振興局長 …………… 一法師恵樹君 

湯布院振興局長 ………… 小野 啓典君   教育次長 ………………… 森山 金次君 

教育総務課長 …………… 安部 文弘君   消防長 …………………… 大久保 篤君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（工藤 安雄君）  皆さん、おはようございます。これより、平成２７年第２回由布市議会

臨時会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員数は、１９人です。定足数に達していますので、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１号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（工藤 安雄君）  まず、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８８条の規定により、４番、工藤俊次君、５番、鷲

野弘一君の２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（工藤 安雄君）  次に、日程第２、会期の決定を議題とします。 

 本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（工藤 安雄君）  異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第４６号 

○議長（工藤 安雄君）  次に、本臨時会に提出されました議案第４６号を上程します。 

 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。何か梅雨がなかなか明けないようであり

ますけれども、温度だけは大変上がってしのぎにくい日を迎えております。そういう中で、今日

は臨時会、御出席ありがとうございます。 

 それでは、上程されました付議事件につきまして、提案理由を御説明いたします。 

 本臨時会で御審議をお願いいたします案件は、議案１件でございます。 

 議案第４６号、平成２７年度挾間幼稚園改築（建設主体）工事請負契約の締結については、

６月２３日に要件設定型一般競争入札を執行した結果、豊國建設株式会社が消費税を含む１億

６,５３０万９,０１２円で落札し、６月２５日付で仮契約を締結いたしました。 

 この工事請負契約を本契約とするために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ものであります。詳細は担当

部長より説明をさせますので、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（工藤 安雄君）  次に詳細説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（梅尾 英俊君）  おはようございます。総務部長です。それでは、議案について、詳

細説明をいたします。 

 議案第４６号をお願いをいたします。提案理由と重複するところがございますが、お許しをい

ただきたいと思います。 

 議案第４６号、平成２７年度挾間幼稚園改築（建築主体）工事請負契約の締結について。 

 平成２７年度挾間幼稚園改築（建築主体）工事請負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２７年７月１０日提出、由布市長。 

 その下でございますが、契約の目的、平成２７年度挾間幼稚園改築（建築主体）工事。契約の

方法、要件設定型一般競争入札。契約金額、１億６,５３０万９,０１２円、消費税を含みます。

契約の相手方、大分市城崎町１丁目３番２８号、豊國建設株式会社代表取締役池邉太。 

 裏面に工事請負の仮契約書を添付しております。ごらんください。 

 工期は平成２８年１月２９日までとなっております。仮契約日は、平成２７年６月２５日付で
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ございます。右側のページに入札結果一覧表を添付しております。 

 説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（工藤 安雄君）  詳細説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいま上程された議題となっております案件については、会議規則第３７条

第３項の規定により、委員会付託を省略し、全員による審議にしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 安雄君）  異議なしと認めます。 

 よって、委員会付託を省略し、全員による審議とすることに決定いたしました。 

 これより、審議に入ります。議案第４６号、平成２７年度挾間幼稚園改築（建築主体）工事請

負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。加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  加藤です。お伺いいたします。 

 幼稚園改築（建築主体）工事ということになっておりますけども、これの取りつけ道路とかそ

ういうところも、この中に含まれているのか、お聞かせください。 

○議長（工藤 安雄君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（安部 文弘君）  教育総務課長です。お答えをいたします。 

 道路部分については、含まれておりません。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  そうすると、道路部分は使わないで工事をするわけですか。それ

とも後で工事が始まったら、随契みたいでまた予算をつけるんですか。 

○議長（工藤 安雄君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（安部 文弘君）  教育総務課長です。お答えをいたします。 

 建物の工事でございますので、道路は資材とか搬入ということで、当然使用いたします。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  前の消防署の建築工事のときにもありましたけども、後で追加工

事みたいに出て、そこが随契みたいになっていましたよね。 

 それでまた、これ同じにいくと同じような方法をとるのか、それだったら一括で、何で契約方

式をとらなかったのかなと思うんですけども、そこのところをお願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（安部 文弘君）  お答えをいたします。 
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 この工事につきましては、追加工事が出ないように設計はしております。道路部分は、除外を

しておる工事でございます。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  ほかに質疑ございませんか。田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  少しお聞かせ願います。道路は後になると思いますけど、やは

り出入りをするのに、中村線、何中村線やったか、（「上市」と呼ぶ者あり）上市北方線、中村

線、それと、もう下からしか入るところないと思うんですけど、いずれにしても、この工事終了

後には、そういった取りつけ工事は行われるというふうに考えてよろしいですか。 

○議長（工藤 安雄君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（安部 文弘君）  教育総務課長です。お答えをいたします。 

 あくまでも建物の工事ですので、道路部分については、こちらのほうでは承知をしておりませ

ん。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○議長（工藤 安雄君）  副市長。 

○副市長（島津 義信君）  副市長でございます。 

 一般質問のときにもお答えをいたしましたように、初瀬沿いの町道について拡幅をし、現在は、

墓地と保育園の所の、あちらしか現在のところも進入路ございませんが、この工事完了後につき

ましては、双方向からの侵入が可能になるように、初瀬沿いの市道についての拡幅をする予定で

ございます。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  まあ、わかりました。今言うように、一体化してするほうがい

いかなと思うんですけど。この請負については、別に問題はないんですが、今、私も一番やはり

心配しているのが、そういった道路が狭いということで、そのあたりの安全面において、十分配

慮してもらいたいということです。 

 これから夏休みに入りますので、その点については、子どもたちもいないので安心はしており

ますが、９月に入りますと早速運動会とかの練習があります。で、これ限られた土地での改築で

すので、十分にその辺配慮してもらいたい。 

 ちっちゃいので飛び出したり、いろんなので興味を持ったりして、やはり子どもたちは工事車

両とかに興味を示すと思いますので、その分については十分な配慮をお願いしたいということで

す。 

 早急にロータリーということをやはり考えていただければ、道路をどうかするということは、

一緒に一体となってすべきだと思いますので、今後その件についても、よろしくお願いをしてお
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きたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  ほかに、質疑。野上安一君。 

○議員（２番 野上 安一君）  縦割り行政もそのままではないかと思うんです。教育総務課長の

答弁は、今回は幼稚園の建物だけの工事だと。恐らく道路も関係する工事ではないかというふう

に思うんですが、それは別工事なのか、附帯する工事なのか、教育次長でも教育長でも課長でも

構いませんが、別工事として、取り扱うような今、発言が副市長からございましたが、関連する

んじゃないんですか。その辺を明確に御答弁、お願いします。お願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（安部 文弘君）  教育総務課長です。お答えをいたします。 

 これは、別工事でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  野上安一君。 

○議員（２番 野上 安一君）  そうすると、今回の幼稚園工事の契約とは別の事業と──もちろ

ん別の事業だと思いますけど、関連する事業ではないと、教育総務課長の弁ですが、教育長それ

は、間違えございませんか。幼稚園をするからロータリーの整備や道路の整備をするんじゃない

んですか。 

 その辺、教育総務課長は別工事と、全然違うという答えですが、違うんなら２年、３年先でも

いいんじゃないんですか。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（加藤 淳一君）  お答えします。 

 当初、今回の幼稚園の改築につきましては、園舎と園庭が狭いというところから、もう早くか

ら要望が上がっておりましたので、そこを主体にの工事で今回取り組むということであります。 

 ただ、先ほどから指摘をされてる通園の安全等利便性を考えて、出入口ロータリー等の要望も

ということもありましたので、その一部可能な部分については、今回の設計の中にも取り入れて

いるところでございますが、ただ、周りの道路関係については、当然、市道所有の関係等もあり

ますので、あわせてという形で当初計画は入っておりません。ただ、要望の中で、できるだけ安

全にということでの配慮で、今後の検討ということで、先ほど副市長からも回答があったとおり

でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  野上安一君。 

○議員（２番 野上 安一君）  そうすると、幼稚園に関するロータリー等の工事は今回入ってい

ると。で、隣接するその指導の工事は入ってないということの教育長、教育総務課長の答弁でご

ざいました。 
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 建設部長にお尋ねします。道路建設は、市内全体の道路バランスを考えて数年後の工事発注と

いうことで理解してよろしゅうございますか。 

○議長（工藤 安雄君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（生野 重雄君）  産業建設部長です。 

 市道の一部改良ちゅうんですか、舗装工事は、路線名はちょっと忘れましたけど、初瀬沿いの

道を県道から幼稚園の正面玄関まで、広くした分の舗装工事はもう発注しております。ただ、あ

くまでも市道部分の工事発注と。工事によって、工事によってですよ、そういう市道の破損等を

した場合は建設課のほうから工事施工業者には補修はさせます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  ほかに質疑ございませんか。小林華弥子さん。 

○議員（１０番 小林華弥子君）  今のも関連するんですが、これはちょっと議会運営委員会の中

でも言ったんですけども、「一般質問でも取り上げられていることもあるのでこういう質問が出

ますから、きちんと今回の工事契約の内容を詳細説明で説明するように」と言っておいたんです

けど、その説明が全くないのでこういう質問が出たんだと思います。それは議会運営委員会の中

での指摘をきちんと受け止めてくださってなかったということで、私はちょっと非常に遺憾に思

ってますが。なので、あえて質問をいたします。 

 今、その取りつけ道路の工事は、入っているのか入っていないのか、それから、例えば解体と

いう工事がこの契約に入っているのかいないのかといったようなことも、説明をしてほしいとい

うふうに伝えておりましたので、そこの具体的な今回の契約内容の工事がわかるように説明をし

てください。 

 それから、もう一つは、電気工事なんかも、もう既に同時に入札済みだというふうに議運の中

では、聞いておりました。 

 １億５,０００万円以下だから議案には出てこないという説明でしたけれども、詳細説明のと

きに関連する工事なので、そういう契約内容についても報告するようにと言っておりましたけれ

ども、全く報告がないので、そこら辺、報告をお願いしたいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（安部 文弘君）  教育総務課長です。お答えをいたします。 

 議会運営委員会において、出されたことにつきましては、私のほうに案件をいただいておりま

す。その中で、解体工事及び仮設工事は含まれるのかというような御質問もございますけれども、

これは、解体工事は建設主体に含まれております。そして、仮設工事は別途仮設園舎設置工事と

して発注をしております。 

 機械設備及び電気設備工事につきましても、別途発注をしておるところでございます。 
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 以上でございます。（発言する者あり） 

○議長（工藤 安雄君）  小林華弥子さん。 

○議員（１０番 小林華弥子君）  １億５,０００万円以下のものについては、議案にならないん

ですけれども、由布市議会は慣例として、５,０００万円以上の工事契約については、市長報告

の中で報告いただいているんですね。 

 できれば今回の議案の審議のときに関連することになるので、その工事契約の内容ですとかい

ったこともあわせて報告してほしいというふうに議運の中では伝えていたんですが、あの、後ほ

どでも結構ですが、電気工事や仮設工事についての契約内容がわかるものを、ぜひお示しいただ

きたいと、いうことをお願いとして上げておきます。 

 それから、先ほどの同僚議員のにも関連するんですけれども、道路工事部分については、別と

いうようなことでしたけど、これは、例えば担当課も、もう別々にそれぞれ設計と言いますか、

のもやっているんでしょうか。教育総務課のほうで今後の道路の拡張部分みたいなことについて

もかかわるのか、もうそこは完全に建設課主体でやるのか、そこら辺の調整っていうのはどうい

うふうにしているんでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（生野 重雄君）  その調整は別として、市道部分の舗装工事は、建設課のほうで

設計して発注しております。 

 それともう一つ、確かに建設課から道路舗装部分の起工伺が回ってきたとき、建設課にこれは

何のためにするかという話を、工事する前には、これ、何のためにするかというのは話は聞いと

ります。 

 そういうことで、目的としては、園舎に行く道が狭くて、保護者の方の送り迎えに非常に支障

を来たしているんで、その分若干広げて、未舗装部分を一帯として舗装したいということで、そ

ういう目的も聞いております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  小林華弥子さん。 

○議員（１０番 小林華弥子君）  再確認ですけど、同僚議員言われたように、数年後という話で

はなく、ほぼ一体的に整備されると考えてよろしいんでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（生野 重雄君）  その舗装部分──一部ですけど、ずうっとロータリーわけじゃ

なくて、先ほど言ったような県道から正門入口までは、今回にあわせて工事を発注しております。 

 若干工事終わってからのほうが傷みがなくていいかなとも起工伺回ったときに思ったんですけ

ど、その辺は傷み等壊した場合には補修させるという話のもと、一刻でも早く保護者の方が通り
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やすいようにということで舗装等発注したとこでございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 安雄君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 安雄君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第４６号を採決いたします。本案は原案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18名中起立18名〕 

○議長（工藤 安雄君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（工藤 安雄君）  以上で、本臨時会の議事日程は全て終了いたしました。会議を閉じます。 

 これで平成２７年第２回由布市議会臨時会を閉会いたします。御苦労さまでした。 

午前10時20分閉会 

────────────────────────────── 
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