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 由布市告示第11号 

  平成29年第１回由布市議会臨時会を次のとおり招集する 

     平成29年２月２日 

                                由布市長 首藤 奉文 

 １ 期 日  平成29年２月10日 

 ２ 場 所  由布市議会議事堂 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

太田洋一郎君         野上 安一君 

加藤 幸雄君         工藤 俊次君 

鷲野 弘一君         廣末 英德君 

甲斐 裕一君         長谷川建策君 

小林華弥子君         佐藤 郁夫君 

渕野けさ子君         太田 正美君 

佐藤 人已君         田中真理子君 

利光 直人君         工藤 安雄君 

生野 征平君         新井 一徳君 

溝口 泰章君                

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 

                    なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成29年 第１回（臨時）由 布 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成29年２月10日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        平成29年２月10日 午前10時00分開会 

 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 報告第１号 専決処分の報告について 

 日程第４ 議案第１号 平成２８年度由布市ツーリストインフォメーションセンター（ＴＩＣ）

新築工事請負契約の締結について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 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 報告第１号 専決処分の報告について 

 日程第４ 議案第１号 平成２８年度由布市ツーリストインフォメーションセンター（ＴＩＣ）

新築工事請負契約の締結について 

────────────────────────────── 

出席議員（19名） 

１番 太田洋一郎君        ２番 野上 安一君 

３番 加藤 幸雄君        ４番 工藤 俊次君 

５番 鷲野 弘一君        ６番 廣末 英德君 

７番 甲斐 裕一君        ８番 長谷川建策君 

９番 小林華弥子君        10番 佐藤 郁夫君 

11番 渕野けさ子君        12番 太田 正美君 

13番 佐藤 人已君        14番 田中真理子君 

15番 利光 直人君        16番 工藤 安雄君 

17番 生野 征平君        18番 新井 一徳君 

19番 溝口 泰章君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 
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────────────────────────────── 

欠  員（３名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 首藤 康志君        書記 馬見塚量治君 

書記 小川 晃平君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 首藤 奉文君   副市長 …………………… 相馬 尊重君 

教育長 …………………… 加藤 淳一君   総務課長 ………………… 衛藤 公治君 

財政課長 ………………… 御手洗祐次君                       

財政課参事（契約検査室長） …………………………………………………… 衛藤 浩文君 

総合政策課長 …………… 奈須 千明君   農政課長 ………………… 伊藤 博通君 

福祉事務所長兼福祉課長 ………………………………………………………… 漆間 尚人君 

商工観光課長 ……………………………………………………………………… 加藤 裕三君 

挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 平松 康典君 

庄内振興局長兼地域振興兼課長 ………………………………………………… 佐藤 久生君 

湯布院振興局長兼地域振興兼課長 ……………………………………………… 麻生 悦博君 

教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 安部 文弘君 

消防長 …………………… 江藤 修一君                       

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（溝口 泰章君）  皆さん、おはようございます。これより、平成２９年第１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（溝口 泰章君）  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、１番、太田洋一郎君、２番、

野上安一君の２名を指名します。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（溝口 泰章君）  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日限りにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  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．報告第１号 

日程第４．議案第１号 

○議長（溝口 泰章君）  次に、本臨時会に提出されました報告第１号の報告１件、議案第１号の

議案１件について一括上程します。 

 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。それでは早速、上程されました付議事件

につきまして、一括して提案理由を申し上げます。 

 本臨時会で御審議をお願いいたします案件は、報告１件、議案１件でございます。 

 まず、報告第１号専決処分の報告については、公用車の交通事故による和解及び損害賠償を、

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したことについて、同条第２項の規定により

報告するものでございます。 

 次に、議案第１号平成２８年度由布市ツーリストインフォメーションセンター（ＴＩＣ）新築

工事請負契約の締結については、１月２６日に要件設定型一般競争入札を執行した結果、森田建

設株式会社が消費税を含む３億３,０４８万円で落札し、１月３０日付で仮契約を締結いたしま

した。 

 この工事請負仮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ございます。 

 詳細は、担当課長より説明させますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御賛同いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、詳細説明を求めます。 

 まず、報告第１号及び議案第１号について、続けて詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（御手洗祐次君）  財政課長です。 

 報告第１号専決処分の報告について、地方自治法第１８０条第１項の規定により和解及び損害

賠償の額を定めたことについて、同条第２項の規定により報告する。 
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 平成２９年２月１０日提出、由布市長。 

 専決処分につきましては、公用車の事故ということで、平成２８年１１月７日午前１０時

２３分ごろ、由布市挾間町上市の由布市立挾間幼稚園先において、甲の車両、由布市の公用車で

すが、県道を直進中、右方の市道より右折してきた乙の車両が甲の車両の右側ドア部分に衝突し

たということで、甲は乙に対して、過失割合２０％分に当たる本件交通事故に係る損害賠償金の

支払い義務があることを認め、これを支払うということで、損害賠償額が２万３,０００円とい

うふうになっております。 

 以上です。 

 議案第１号平成２８年度由布市ツーリストインフォメーションセンター（ＴＩＣ）新築工事請

負契約の締結について、平成２８年度由布市ツーリストインフォメーションセンター（ＴＩＣ）

新築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２９年２月１０日提出、由布市長。 

 契約の目的につきましては、平成２８年度由布市ツーリストインフォメーションセンター（Ｔ

ＩＣ）新築工事です。 

 契約の方法は、要件設定型一般競争入札。 

 契約金額が３億３,０４８万円。これは消費税を含むものです。 

 契約の相手方は、宇佐市大字長洲５５４番地の５、森田建設株式会社ということになっており

ます。 

 その裏に、仮契約書と入札結果の一覧表を添付しておりますので、ごらんいただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（溝口 泰章君）  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、議題となっております各案件については、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、全員による審議にいたしたいと思いますが、

これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  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。 

 まず、報告第１号専決処分の報告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。 

 ５番、鷲野君。 
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○議員（５番 鷲野 弘一君）  報告の第１号の件なんですけれども、今、財政課長より、この説

明がありましたけども、こういう事故に関しては、これは総務課長の管轄。どっちの管轄になる

んですかね、こういう報告は。 

○議長（溝口 泰章君）  総務課長。 

○総務課長（衛藤 公治君）  総務課長です。お答えいたします。 

 この損害賠償の和解につきましては、損害保険適用してますんで、損害保険の適用が財政課と

なっておりますので、財政課のほうから報告ということになっております。 

 以上です。 

○議長（溝口 泰章君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１号、平成２８年度由布市ツーリストインフォメーションセンター（ＴＩＣ）新

築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。２番、野上

君。 

○議員（２番 野上 安一君）  私の勉強不足で申しわけありません。改めて教えてください。 

 最終的な予算額、契約金額は、ここにわかりました。最終的な予算額の財源内訳のみ教えてく

ださい。 

○議長（溝口 泰章君）  財政課長。 

○財政課長（御手洗祐次君）  大変申しわけありません。今、ここに手元にありませんので、後で

お知らせします。すみません。 

○議長（溝口 泰章君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  質疑なしと認めます。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（溝口 泰章君）  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１号を採決します。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

〔議員１８名中起立１８名〕 

○議長（溝口 泰章君）  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。 

────────────・────・──────────── 
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○議長（溝口 泰章君）  以上で、本臨時会の議事日程は全て終了いたしました。 

 これで、平成２９年第１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09分閉会 

────────────────────────────── 
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