
令和４年１０月 第１３回本山町議会臨時会会議録 

 

１．招集年月日及び場所 

令和４年１０月２４日（月）       本山町議会議事室 

 

２．応招議員 

  １番 澤田 康雄   ２番 川村 太志   ３番 永野 栄一 

  ４番 松繁 美和   ５番 白石 伸一   ６番 上地 信男 

  ７番 中山 百合   ８番 大石 教政   ９番 吉川 裕三 

10番 岩本 誠生 

 

３．不応招議員 

 

４．出席議員 

応招議員と同じ 

 

５．欠席議員 

不応招議員と同じ 

 

６．職務のため議場に出席した事務局員の職氏名 

議会事務局長 泉 祐司    副参事  松葉 早苗 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の 

職氏名 

町 長 澤田 和廣   副町長 高橋 清人  教育長 大西 千之 

総務課長 田岡 学   建設課長 前田 幸二 まちづくり推進課長 田岡 明   

 

８．議事日程 

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９号及び議案第７５号から議案第７７号一括上程並びに提案理由の説

明 

日程第４．承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（工事請負契約の変更に

ついて） 

日程第５．議案第７５号 令和４年度本山町一般会計補正予算（第７号）  

日程第６．議案第７６号 工事請負契約の変更について 



日程第７. 議案第７７号 工事請負契約の変更について 

 

午前９時 開会 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（岩本誠生君）おはようございます。町長より、令和４年第１３回本山町議会臨

時会を招集する旨告示されました。皆様方にはご多忙のところをご出席をいただきまし

た臨時会が出来ますことをまずもって御礼申し上げます。 

ただ今の出席議員は１０名で定足数に達しております。 

これより令和４年第１３回本山町議会臨時会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布したプリントのとおりで

あります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１.会議録署名人の指名 

 

 

○議長（岩本誠生君）日程第１、今期臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、２番、川村太志君 ３番、永野栄一君を指名いたしますので、ご両名は

よろしくお願をいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２.会期の決定 

 

 

○議長（岩本誠生君）日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（岩本誠生君）異議なしと認めます。 

したがって会期は、本日１日と決定をいたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３．承認第９号及び議案第７５号から議案第７７号一括上程並びに提案理由の



説明 

 

○議長（岩本誠生君）日程第３、承認第９号及び議案第７５号から議案第７７号を一括

上程し、事務局より議案名を朗読させます。事務局長、泉祐司君。 

○事務局長（泉祐司君） （別紙のとおり朗読） 

○議長（岩本誠生君）朗読を終わります。町長より提案理由の説明を求めます。 

○町長（澤田和廣君）改めまして皆さんおはようございます。本日議員の皆様にはお繰

り合わせの上ご出席いただき、令和４年第１３回本山町議会臨時会が開催できますこと

を熱くお礼を申し上げます。開会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。昨日は令和

４年度の県内一斉避難訓練を実施いたしました。四国沖の南海トラフを震源地とする巨

大地震が発生し本山町での震度は６弱という想定のもと、各地区の自主防災組織の皆さ

んや嶺北消防署、本山警察庁舎、本山町消防団、水資源機構他、各関係機関の皆さんの

ご協力により訓練を実施することが出来ました。避難者数は昨日の集計時点でございま

すけれども５２３名でございました。関係者を含めますと７００人を超える参加を頂い

ております。今後、訓練内容を検証するとともに課題などを整理し、いざというときに

備えてまいります。訓練に参加していただきました皆様に改めましてお礼を申し上げま

す。続きまして今回提案いたしました議案は、専決処分の承認を求める議案が１件、補

正予算が１件、工事請負契約の変更が２件の合計４件でございます。 

議案の説明をさせて頂きます。 

○議長（岩本誠生君）以上で提案理由の説明を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４. 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（工事請負契約の変更

について） 

 

○議長（岩本誠生君）日程第４、承認第９号専決処分の承認を求めることについて（工

事請負契約の変更について）を議題とします。 

補足説明を許します。建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）  （演台で補足説明） 

○議長（岩本誠生君）補足説明を終わります。 

これより質疑を許します。質疑はありませんか。８番、大石教政君。 

○８番（大石教政君）専決処分をし、又、あの工期もまた伸びるという事ですがやはり

生活道及び林道、林業の振興というところになってるんで、やはり１日も早い完成と後、

工期も伸び又金額なんかも、大幅に増えるんかお伺いします。 

○議長（岩本誠生君）建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）今のところですねえ、これからの工期の延長につきましては、



また議案も出さして頂きますが一応１月の末という事で、そこでもう完了するというの

がほぼめどがたっております。現状ですねえ、後、予算と言いますか事業費の関係なん

ですがアンカーが意外と岩が近くにありましたんでアンカー長がかなり短くなってお

ります。最終的にはまだ３カ月ほどありますので、増減がまた出てくると思いますので、

議会の方にもまた変更をお諮りする予定ですけれども、今の段階では若干アンカー長が

短くなったことによって、いまおさえてるとこでは金額が下がりそうな予想、予測では

ありますが。以上です。 

○議長（岩本誠生君）よろしいですか。８番、大石教政君。 

○８番（大石教政君）上流の集落のとこの林道というか道路が陥没したところなんかは、

この手前が直らないと直せないんか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）現場の奥の方にある災害箇所ですねえ（「はい」の声あり）

一度入札したんですが、ちょっと不調になってしましまして。又再度入札をする様にし

ています。以上です。（「はい」の声あり） 

○議長（岩本誠生君）よろしいですか。（「はい」の声あり）他に質疑はありませんか。

質疑無いようでありますので、質疑を終結いたします。 

これより討論を許します。討論ありませんか。討論の申し出なしと認めます。 

承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（工事請負契約の変更について）の

採決を行います。 

この表決は起立によって行います。承認第９号 専決処分の承認を求めることについて

（工事請負契約の変更について）は報告のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求

めます。全員起立。全会一致であります。 

従って、承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（工事請負契約の変更につ

いて）は報告のとおり承認することに決定をいたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５.議案第７５号令和４年度本山町一般会計補正予算（第７号）について 

 

○議長（岩本誠生君）日程第５、議案第７５号令和４年度本山町一般会計補正予算（第

７号）についてを議題といたします。 

補足説明を許します。総務課長、田岡学君 

○総務課長（田岡学君）  演題にて補足説明 

○議長（岩本誠生君）補足説明を終わります。総括質疑を許します。総括質疑はありま

せんか。８番、大石教政君 

○８番（大石教政君）商品券というか地域振興券ということですが、この１万というの

は今回自己負担なしでやるんか、それともまた・・・（「逐条になっちゅう」の声あり）



ん…逐条になっちゅう（「総括質疑をお願いします」の声あり）総括、総括…待ってよ・・・

（「いや、なければいいんですよ」の声あり）逐条でいこうか…（「そうですか」の声あ

り） 

○議長（岩本誠生君）他に総括質疑ありませんか。では、総括質疑なしと認めます。 

これより逐条質疑を行います。 

歳入１４款 国庫支出金について質疑はありませんか。 

歳入１９款 繰越金について質疑はありませんか。 

次は歳出に移ります。 

歳出６款 商工費について質疑はありませんか。８番、大石教政君。 

○８番（大石教政君）歳出で７頁の地域振興、地域振興券事業１万円を３，４００人に

ということですが、今回の場合というのはどういうふうな取り組みというか事業の内容

をお聞かせ願います。 

○議長（岩本誠生君）まちづくり推進課長、田岡明君。 

○まちづくり推進課長（田岡明君）はい。８番議員のご質問にお答えをさして頂きたい

と思います。今回のこの地域商品券事業につきまして、このコロナ禍におきます原油価

格の高騰や物価高騰。それに対応するための事業を考えておりまして、消費が低迷する

町内の商店街の活性化も含めてですねえ、この商品券を配布する事業を、計画をさして

頂いております。 

今回、１冊１万円の商品券を１１月１日現在の住民登録がされた方に対しまして配布す

る事業を、予定をしております。この事業、直接１万円の商品券を各世帯の方に郵便で

直接配布する方法でやるという事を考えておりまして、その配布については、この年末

年始のこの色々大変厳しい生活の中で、年末年始の支出に間に合うような計画で進めて

きたいと思っております。現在プレミアム商品券事業先行してやっておりますがその分

は５千円を払っていただいて、１万円の商品券という形でやらさせておりましたが、今

回は直接１万円の商品券を住民の方に配布する事業となっておりますのでよろしくお

願いしたいと思います。以上答弁とさして頂きます。 

○議長（岩本誠生君）８番、大石教政君。 

○８番（大石教政君）自己負担なしでの配布という事で非常にいいと思われます。ちな

みに分かれば今のプレミアムはどれくらい交換というか進んでいるのかわかればお答

え願います。 

○議長（岩本誠生君）ちなみにと言いう事なんで、もしわかれば…まちづくり推進課長、

田岡明君。 

○まちづくり推進課長（田岡明君）答弁をさして頂きたいと思います。ちょっと最新の

数字はまだおさえておりませんけれども８月末の時点で一旦集計をしたところ対象者

の５０％は超えておりました。しかしながら９月になりますと、ちょっとその商品券の

引き返される件数が少なくなっておりましたのでちょっと９月から１０月にかけまし



てまた、その啓発を防災無線等でさして頂いてその利用されてない方の利用促進の今、

現在そういう呼びかけをさして頂いております。その後も引き換えに来られた方もおり

ますけれども現在７割まではいってないくらいの利用率でないかと思っております。以

上答弁とさしていただきます。 

○議長（岩本誠生君）よろしいですか。（「はい」の声あり）他に逐条質疑…６番、上地

信男君。 

○６番（上地信男君）１点だけお伺いします。地域振興券、１万円を配布すると言う事

なんですが今一度確認したいんですが、配布方法ですねえ。これ金券と同じものでござ

います。どのような形でご家庭に届けるのか。郵送と言っても送りっぱなしでもいけま

せん。簡易郵便とかそういう方法もありますが、どのように考えておるのか詳細をお伺

いします。 

○議長（岩本誠生君）まちづくり推進課長、田岡明君。 

○まちづくり推進課長（田岡明君）はい。答弁をさしていただきますご指摘の通り今回

は配布するのは金券という事になりますので一定配布した証拠が残る形での配布を考

えております。先ほど申しましたとおり、各世帯主さんの方に宛ててですねえ、その世

帯分の商品券を配布する様に考えておりまして郵便局の方から配達記録が残る方法で

配達をして受取り時にはそのサインをもらうと言う形でですねえ、そういう形での配布

を考えております。当然ちょっと、その時間に受け取れなかったというようなことも出

てくると思いますけれどもそれについては郵便局の方からご案内のハガキと言います

かまた、郵便局へ電話をかけて頂いて郵便局で受け取る。あるいは再配達を依頼するそ

ういう様な方法で対応していきたいと思います。以上答弁とさして頂きます。 

○議長（岩本誠生君）よろしいですか（「はい」の声あり）他にありませんか。３番、永

野栄一君。 

○３番（永野栄一君）今回の振興券は１万円の券という事ですが、今まで商品券につい

てはおつりがいらない様にという事でした。というのは５千円としたら千円の物買った

ら４千円のおつりという制度。その４千円は地域外に行くと言う事だったと思いますん

で、今回一万円ですけど一万円以上の品物を買わないと今回は使えないという事なんで

しょうか。確認です。 

○議長（岩本誠生君）まちづくり推進課長、田岡明君。 

○まちづくり推進課長（田岡明君）はい。答弁をさしていただきます。今回の一万円の

商品券につきましては５００円の商品券の束。これが２０枚綴りになりますが５００円

の束でですねえ、配布をさして頂きという風に思っています。現在、そういうプレミア

ム商品券も運用さしていただいておりますのでそれと同様の扱いでご使用できるよう

にしておりますので５００円以上でありましたらまあ、おつりは出ませんので一応そう

いう形で使えるということで御利用いただきたいと思います。以上、答弁さしていただ

きます。 



○議長（岩本誠生君）よろしいですか。（「はい」の声あり）他に質疑はありませんか。

無いようですので次へ進みます。９款教育費について質疑はありませんか。無しと認め

ます。１２款予備費について質疑はありませんか。次、第２表 繰越明許費について質

疑はありませんか。無いようですので質疑を終わります。これより討論を許します。討

論の申し出はありませんか。無しと認めます。議案第７５号 令和４年度本山町一般会

計補正予算(第７号)の採決を行います。 

この表決は起立によって行います。議案第７５号本山町一般会計補正予算（第７号）に

賛成の諸君の起立を求めます。 

全員起立。全会一致であります。 

したがって、議案第７５号 令和４年度本山町一般会計補正予算（第７号）は原案のと

おり可決することに決定をいたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第６．議案第７６号 工事請負契約の変更について 

 

○議長（岩本誠生君）日程第６、議案第７６号 工事請負契約の変更についてを議題と

します。補足説明を許します。建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）  （演台にて補足説明） 

○議長（岩本誠生君）補足説明を終わります。質疑を許します。質疑はありませんか。

３番、永野栄一君。 

○３番（永野栄一君）今回１月３１日までの工期延長をすると言う事なんですが、工事

内容も変わっているという事は工事費の変更は見積もらえなかったのか。それとも変更

なしでのやるという事なんでしょうか。 

○議長（岩本誠生君）建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）えっと、まだ３カ月ほど工期がありますのでその中でまた増

減が出てくると思いますので事業費についてはですねえ、一定、又工事が進んできいて

増減、そういうものは出来高とかそういうものが出てきましたらその時に議会の方にお

諮りをしたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（岩本誠生君）変更があるという事やね。（「変更がある」の声あり）よろしいで

すか。はい。他に質疑はありませんか。５番、白石伸一君。 

○５番（白石伸一君）あの、ボーリングデータ調査に基づいてこの調査においてここ工

事行っているという様な事、書かれておるんですが。ボーリング、一体どの程度行われ

て当初この様な想定できなかったものかお聞きします。 

○議長（岩本誠生君）建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）ボーリングにつきましては１ヶ所１ヶ所をするんではなくて

基準箇所を決めてやりますので実際現場を掘ってみると土が、土砂がどういう状態であ



るとか山の中の岩の状態がそれぞれの箇所によって微妙に違ってくることからなかな

かすべてのアンカー場所をすべてボーリングして調査すると言うのはあの、あまりそう

いう工法はとっておりません。基準となるところでとっておいて設計をして増減がある

場合はその時に変更で進めていくというような手法になっております。以上です。 

○議長（岩本誠生君）５番、白石伸一君。 

○５番（白石伸一君）サンプルデータとる箇所は一体この工事では何箇所行われたんで

しょうか。 

○議長（岩本誠生君）分からんようなら…建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）サンプル箇所につきましてはすみません。ちょっと今覚えて

おりませんのですみません。 

○議長８岩本誠生君）５番、白石伸一君。 

○５番（白石伸一君）分かりましたらまた、報告をお願いします。 

○議長（岩本誠生君）はい。そういう事で。他に質疑はありませんか。質疑無いようで

すので質疑を終結します。討論の申し出はありませんか。無しと認めます。議案第７６

号工事請負契約の変更についての採決を行います。 

この表決は起立によって行います。議案第７６号 工事請負契約の変更についてに賛成

の諸君の起立を求めます。 

全員起立。全会一致であります。 

従って議案第７６号工事請負契約の変更については原案のとおり可決することに決定

いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第７．議案第７７号 工事請負契約の変更について 

 

○議長（岩本誠生君）日程第７、議案第７７号 工事請負契約の変更についてを議題と

します。補足説明を許します。建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）  （演台にて補足説明） 

○議長（岩本誠生君）補足説明を終わります。質疑を許します。質疑はありませんか。

８番、大石教政君。 

○８番（大石教政君）作業も大詰めになってきとるという事ですがこれは今の工事中、

忙しいかとも思われますが工事中の町民の方とか後、子どもさん、学生とか非常にこう

いう風にできゆでとかみたいなのを見学会とかやられてるかとも思いますがが、こう建

てゆんとかの途中とかも非常に参考とか、ああ、こういう風な仕事もあって役場が出来

るんやねと非常にえいんでないかと思われますが、見学会とかはどうなっておるんかお

伺いします。 

○議長（岩本誠生君）総務課長、田岡学君。 



○総務課長（田岡学君）お答え致します。これはあの工事に着手しゆさなかにもご説明

いたしましたが、工事途中には一定関係者の見学会、先日議員の皆さんにも参加してい

ただきましたけれども実施をするという事と、住民の皆さんには内覧会をすると言う事

で完成後を予定をしております。というのは今の事業の実施中では中々作業が止まると

かいう事もありますのでもう、この完成までは予定しておりませんし、完成後入庁まで

の期間、内覧会等で周知をしていきたいと思っておりますし、後、完成の様子について

はホームページで掲載をしておりましてそれでも進行状況が分かるようにはお示しを

しておるところであります。以上です。 

○議長（岩本誠生君）よろしいですか。８番、大石教政君。 

○８番（大石教政君）やはり庁舎とか町民の方が、長く使えゆとかシンボル的な建物の

場合はやはり途中ちょっと時間でも割いて子どもさんとか学生とかやっぱり、直に工事

中を見て体験できるような事も非常に教育上にもいいんでないかと思われますんで、今

後こういう建築とか大きい建物とかあった場合はやっぱり取り組んでいくべきではな

いかと思われますがお伺いします。 

○議長（岩本誠生君）あの、質疑やなしにご意見でありますので…ねえ、あくまでも本

人のご意見やというふうに思いますので・・・答えられれば・・・総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）確かに貴重な体験だとは思いますけれども工事を一旦止めると

かですねえ、そういう配慮も必要になってきますし、繰り返しになりますけれども当初

は内覧会をするとの予定でお示しをしておりましたので進めていきたいと思います。今

後あらゆる工事があると思いますけれども中々立ち入ってとか難しいと思いますので

状況はお知らせしつつですねえ、周囲から見て頂くという事になろうかと思います。以

上です。 

○議長（岩本誠生君）よろしいですか。（「はい」の声あり）他に質疑はありませんか。

質疑ないようでありますので質疑を終結します。これより討論を許します。討論はあり

ませんか。なしと認めます。議案第７７号工事請負契約の変更についての採決を行いま

す。この表決は起立によって行います。議案第７７号 工事請負契約の変更についてに

賛成の諸君の起立を求めます。全員起立。全会一致であります。従って議案第７７号 工

事請負契約の変更については原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

事件終了・閉会 

 

○議長（岩本誠生君）以上をもって本会に付されておりました案件は全て終了いたしま

した。よって、本臨時会はこれをもって閉会することに致しますが、閉会前に町長より

発言があれば。町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）本日は何かとご多用のところ、お集まりを頂きまして提出いたし



ました案件の適切な議決を賜りまして、誠にありがとうございました。朝晩はめっきり

と寒くなって参りました。昼間との温度差も大きい日がございます。議員の皆様には、

体調に十分ご自愛をいただきましたご活躍くださいますよう、ご祈念いたして言葉たり

ませんけれども、閉会の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございまし

た。 

○議長（岩本誠生君）これをもって本会を閉会いたしますが、あの、１１月にあっては

それぞれの常任委員会等、色々と予定が混んでおります。皆さん方、くれぐれも体調に

留意されまして色々のご活躍をしていただきたいというふうに思います。それでは、こ

れをもって令和４年 第１３回本山町議会臨時会を閉会をいたします。 

、ご協力ありがとうございました。 

 

 

令和４年１０月２４日       

 

 

午前 ９時４７分 閉会 
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