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本会議（議場）
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閉議閉会
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常任委員会付託議案審査表

委員会名

市 民 文 教
常任委員会
書記 山川 忠一
（生涯学習課係長）

産 業 建 設
常任委員会
書記 庭田 一彦
（都市建設課係長）

総
務
常任委員会
書記 花
芳秀
（税務課係長）

開催日時

６月１３日(金)
９：００

６月１６日(月)
９：００

６月１７日(火)
９：００

付託議案
議案第５２号
議案第５３号中
第１表 歳入歳出予算補正のうち
所管に係る歳入全部
第１表 歳入歳出予算補正のうち
歳出 ２款１項(１２目)・３項、３款、４款、
１０款
議案第５７号、議案第５９号、議案第６０号、
議案第６１号
議案第５３号中
第１表 歳入歳出予算補正のうち
所管に係る歳入全部
第１表 歳入歳出予算補正のうち
歳出 ５款、６款、７款、８款
議案第５４号、議案第６３号

議案第５３号中
第１表 歳入歳出予算補正のうち
所管に係る歳入全部
第１表 歳入歳出予算補正のうち
歳出 ２款１項(１２目除く)・５項
第２表 債務負担行為補正
第３表 地方債補正
議案第５５号、議案第５６号、議案第５８号
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平成 20 年第２回かほく市議会定例会議事日程（第１号）
平成 20 年６月 10 日（火）午前 10 時 00 分開議
開会宣告
日程第１

会議録署名議員の指名

日程第２

会期決定の件

日程第３

諸般の報告

日程第４

議案第 52 号〜議案第 63 号、諮問第１号、諮問第２号
（議案上程、提案理由説明）

日程第５

休会決定の件

閉議散会

3

平成 20 年第２回かほく市議会定例会議事日程（第１号の１）
平成 20 年６月 10 日（火）午前 10 時 00 分開議
開会宣告
追加日程第１

議案第 64 号、議案第 65 号
工事請負契約の締結について
（議案上程、提案理由説明）

閉議散会

4

第１日目会議録
平成２０年第２回かほく市議会会議録(第１号)
招集年月日

平成２０年

招集の場所

かほく市役所議場

開 会 (開 議 )

平成２０年

応 招 議 員

出席議員に同じ

不応招議員

欠席議員に同じ
議

長

８番

杉本

正一

順

２番

安達

肇

宇野

順一

４番

多々見

武

５番

山口

博之亟

６番

金田

正信

７番

冨澤

明次

９番

荒井

三喜雄

１０番

沖津

千万人

１１番

中村

修一

１２番

竹内

幹雄

１４番

杉本

成一

１５番

寺内

照雄

１６番

山田

孝一

１７番

猪村

博靖

１８番

別宗

明敏

長

油野

和一郎

副

長

架谷

外茂治

教育委員会教育長

遠田

敏博

総

長

板坂

卓之

市

民

部

長

松本

吉雄

産業建設部長

川島

起世志

教

育

部

長

酒井

弘幸

消

長

髙橋

勲

総

務

課

長

虎谷

寛

財

政

課

長

山越

充

企画情報課長

森田

善明

管

理

課

長

綾瀬

登志勝

税

長

浅野

順平

納

税

課

長

根布

清孝

会計管理者兼会計課長

石山

義久

監査委員事務局長

喜多

学

市

長

川端

憲治

子育て支援課長

酒尾

浩

健康福祉課長

浅野

道人

保険医療課長

髙平

嘉和

介護予防課長

能任

哲正

環境安全課長

田丸

成一

都市建設課長

大西

潤

農林水産課長

杉本

外次

商工観光課長

澤野

安隆

上下水道課長

油野

茂樹

欠 席 議 員

西田

正剛

１番

遠田

３番

定により説明
のため出席し
た者の職氏名

副議長

なし
市

１２１条の規

６月１０日(火) 午前１０時００分宣告

１３番

出 席 議 員

地方自治法第

６月１０日(火)

務
民

課
課
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市
務

部
防

地方自治法第

学校教育課長

梶

義裕

生涯学習課長

沖野

利之

１２１条の規

体育振興課長

松田

一雄

消

防

課

長

谷口

孝三

定により説明

予

長

釜井

泰廣

消

防

署

長

牧

武雄

のため出席し

財政課長補佐

中田

肇

議会事務局長

沖野

悌二

議会事務局次長

丸井

厚司

議会事務局書記

竹谷

孝

として出席し 傍 聴 者 受 付 係

谷崎

泉

傍聴者受付係

山本

仁美

防

課

た者の職氏名

本会議に職務
のため出席し
た者の職氏名
本会議に係員
た者の職氏名

議案第５２号

市長提出の
議案の題目

専決処分の承認を求めることについて
（平成２０年度かほく市老人保健特別会計補正予算（第１号））
議案第５３号 平成２０年度かほく市一般会計補正予算（第１号）
議案第５４号 平成２０年度かほく市下水道事業特別会計補正予算（第１号）
議案第５５号 かほく市まちづくり基金条例の制定について
議案第５６号 かほく市税条例の一部を改正する条例について
議案第５７号 かほく市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する
条例について
議案第５８号 石川県市町村職員退職手当組合規約の変更について
議案第５９号 河北郡市斎場施設組合の解散について
議案第６０号 河北郡市斎場施設組合の解散に伴う財産処分について
議案第６１号 河北郡市広域事務組合規約の変更について
議案第６２号 財産の取得について
議案第６３号 市道の路線変更について
議案第６４号 工事請負契約の締結について
議案第６５号 工事請負契約の締結について
諮問第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
諮問第 ２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

議 事 日 程 議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。

会議録署名
議員の指名

議長は、会議録署名議員に次の２人を指名した。
４番

多々見

議員

武

以下余白
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５番

山口

博之亟

議員

議事の経過

第１日目

○議長【西田正剛君】日程第３、諸般の報告を
行います。地方自治法第 121 条の規定により、

開会・開議
午前 10 時 00 分

市長に対し、本定例会に説明員として出席要求
開会

をいたしましたところ、説明のために委嘱され
た者の職・氏名は、別紙の説明員職氏名一覧表

○議長【西田正剛君】ただいまのところ、出席

として、お手元に配付しましたのでご了承願い

議員数は、18 人であります。

ます。

定足数に達しておりますので、これより、平

次に、市長より、地方自治法施行令第 146 条

成 20 年第２回かほく市議会定例会を開会し、

第２項の規定による、平成 19 年度かほく市一

直ちに本日の会議を開きます。

般会計予算繰越明許費繰越計算書、平成 19 年

議事日程の報告

度かほく市下水道事業特別会計予算繰越明許

○議長【西田正剛君】本日の議事日程は、お手

費繰越計算書の提出があり、また、地方自治法

元に配付のとおりであります。

第 243 条の３第２項の規定による、かほく市土

会議時間の延長

地開発公社、財団法人かほく市公共施設管理公

○議長【西田正剛君】あらかじめ、本日の会議

社、七塚観光株式会社の経営状況についての報

時間を延長しておきます。

告書の提出がありました。

日程第１

以上の５件は、議会報告第１号から議会報告

会議録署名議員の指名

第５号として、お手元に配布いたしております

○議長【西田正剛君】日程第１、会議録署名議

ので、ご了承願います。

員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

また、監査委員から平成 19 年度２月分、３

規則第 81 条の規定によって、４番 多々見武君、

月分、及び平成 20 年４月中の会計課及び上下

５番 山口博之亟君を指名いたします。

水道に係る例月現金出納検査の結果について

日程第２

報告がありましたので、その写しを配付してお

会期決定の件

きましたので、ご了承願います。

○議長【西田正剛君】日程第２、会期決定の件

○議長【西田正剛君】これで諸般の報告を終わ

を議題といたします。

ります。

お諮りします。本定例会における会期は、本

日程第４

日から６月 20 日までの 11 日間としたいと思い

議案第 52 号〜議案第 63 号

ます。

及び諮問第１号〜諮問第２号

これにご異議ありませんか。

○議長【西田正剛君】日程第４、議案第 52 号

（異議なしの声あり）

平成 20 年度かほく市老人保健特別会計補正予

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。

算（第１号）に係る専決処分の承認を求めるこ

よって、会期は本日から６月 20 日までの 11 日

とについてから、議案第 63 号 市道の路線変

間とすることに決定をいたしました。

更についてまでの 12 件、諮問第１号、諮問第

日程第３

２号

諸般の報告

人権擁護委員の候補者の推薦につき意

見を求めることについて、併せて 14 件を一括
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議題といたします。

交通安全対策への取り組みということも大変

市長から提案理由の説明を求めます。

重要なことであります。

油野市長。

かほく市では、平成 18 年３月に市民憲章推

○市長【油野和一郎君】本日ここに、平成 20

進本部を立ち上げ、その最重点事項と致しまし

年第２回かほく市議会定例会を招集致しまし

て交通安全運動に市民を挙げて取り組ませて

たところ、議員各位には、公私ともご多用のと

いただいたわけでございますが、これまで、議

ころご出席を賜わり、厚くお礼を申し上げます。

員各位はもとより街頭交通推進隊、お達者隊、

提案理由の説明に入ります前に、一言、ご挨

町会区長会の皆様、また、女性会の皆様をはじ

拶を申し上げます。

め多くの関係者の皆様にご協力をいただて参

まず、先の第一回臨時会にて、新しい議会の

りました。

組織が決定いたしました。

その結果こうして 800 日を達成できたわけで

新たにかほく市議会議長として就任されま

ございます。皆様方には、この場をお借りいた

した 西田正剛 議長には、心からお祝いを申し

しまして心からお礼を申し上げます。さる６月

上げます。また、議長の補佐役として就任され

１日には改正道路交通法が施行されましたが、

ました 杉本正一 副議長、そして市民文教常任

今後とも市民の皆様と一体となり、1000 日、

委員会委員長として就任されました冨澤明次

2000 日の達成を目指して、交通安全対策に取り

委員長にも、謹んでお祝いを申し上げます。

組んでいかなければならないと考えておりま

今後は、西田議長を中心に、市民の負託に応

すので、議員各位をはじめ関係者の皆様の更な

え重責を果たすべく、積極的な議会活動をご期

るご支援、ご協力をお願い申し上げます。

待申し上げますとともに、私ども執行部に対し

最近の大きなニュースと致しまして、先月 12

ましても、温かいご指導、ご支援を賜わります

日に中国南西部にて発生した｢四川大地震｣で

よう改めてお願い申し上げます。

は、マグニチュード 8.0 を記録するなど、内陸

さて、かほく市は、先月２日に交通死亡事故

地震では世界最大級の規模となり、大きな被害

ゼロ 800 日を達成することが出来ました。５月

をもたらしております。中国政府の発表では、

９日には死亡事故 800 日達成記念式典が石川県

この地震で 4,560 万人を超す被災者を出し、６

警察本部の主催で行われ、石川県警察本部長と

万８千人を超える方が亡くなり、未だに１万人

財団法人石川県交通安全協会長の連名で感謝

以上の方が行方不明となっております。その中

状をいただいたものであります。

には 13,400 校余りの学校の倒壊により、多く

これは、平成 18 年２月 22 日以来、かほく市

の子供達も犠牲となったと聞いており、大変心

内での交通事故により死亡された方がゼロと

が痛む思いであります。

いうことであり、市で 800 日を達成できたとい

また、四川大地震に先立ち発生したミヤンマー

うのは本当に無い記録だとお話をしていただ

のサイクロンでも多くの学校施設に被害があ

きました。

り、110 万人もの子どもたちが学校に戻れない

交通事故防止は、言うまでもなく一人ひとり

状況であると報道されております。

が交通ルールを遵守するということが一番大

このような惨事を見るにつき、改めて防災対

切なことではありますが、その地域での地道な

策の重要性を認識するとともに、かほく市にお
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きましても安全・安心なまちづくりを更に推進

来ません。今後も市民生活の安全、安心の確保

していかなければならないと強く感じている

に重点を置き、着実に防災対策を進めて参りた

ところであります。

いと思っておりますので、議員各位には、ご理

現在、市では、防災対策の一つとして市内小

解、ご協力を賜わりますようよろしくお願い申

中学校の耐震補強事業に積極的に取り組んで

し上げます。

おりますが、昨年は、かほく市立七塚小学校の

それでは、本定例会に上程致しました議案 12

耐震補強を実施し、本年は、先月 13 日の第１

件並びに諮問２件につきまして、一括してその

回臨時会で、かほく市立外日角小学校耐震補強

大要をご説明致します。

工事（建築）の請負契約の議案をご可決して頂

まず、議案第 52 号、平成 20 年度かほく市老

き、現在着工に向けて準備を進めているところ

人保健特別会計補正予算第１号にかかる専決

であり、現時点で県内 10 市の中では、かほく

処分の承認を求めることについてであります。

市が、小中学校の耐震化の進捗が最も進んでい

この補正予算は、当初予算に 4,012 万 2,000

ることを報告させていただきます。

円を追加し、歳入歳出予算の総額を４億 4,878

残る、大海小学校の体育館につきましても本

万 2,000 円としたものであります。

年度耐震診断を実施し、その結果により来年度

補正の内容につきましては、平成 19 年度の

以降に工事にとりかかる予定であり、完了致し

老人保健特別会計において、国庫負担金等の一

ますと学校施設の耐震化率は 100 パーセントと

部が未収入となったことにより歳入が不足し、

なるものであります。

いわゆる赤字決算になると見込まれたため、地

また、かほく市防災無線整備事業デジタル同

方自治法施行令の規定に基づき不足分を補う

報無線システム構築工事につきましては、この

ための前年度繰上充用金を計上したものが主

あと、本定例会の追加議案として工事請負契約

なものであります。

の締結について提出致しますが、今年度中に市

ご承知のように、繰上充用につきましては、

内に親局一局と屋外拡声子局五十三局などを

同施行令の規定により平成 19 年度の出納整理

設置し、災害発生時には市民の皆様へ確実な情

期間中に行う必要があり、５月 30 日に専決処

報伝達が出来るよう整備を進めて参りたいと

分をしたものでありますので、ご理解を賜りま

考えておりますので、議員各位のご理解、ご協

すようお願い申し上げます。

力を賜わりますようお願い致します。

次に、議案第 53 号、平成 20 年度かほく市一

そのほか、｢地域の安全は地域で守る｣の理念

般会計補正予算第１号についてであります。

のもと、かほく市では第１号となる松浜地区で

この補正予算は、当初予算に６億 5,020 万

の自主防災組織が結成されましたが、先の町会

8,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を 142

区長会連合会の総会でも、できるだけ早いうち

億 2,520 万 8,000 円とするほか、第２表債務負

に各町会、区での自主防災組織の結成に取り組

担行為補正として、新たに、用途地域指定計画

んで頂きますよう町会長、区長さんにお願いい

策定業務として、平成 21 年度から平成 23 年度

たしたところでもあります。

の期間、限度額といたしまして 1,350 万円を設

いずれに致しましても、能登半島地震の経験

定するものであります。

もあり災害はいつ、どこで発生するか予測が出

また、第３表地方債補正といたしまして、合
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併振興基金積立事業、消雪維持管理事業及び除

るものであります。

雪対策事業を、新たに追加するほか、雪寒対策

第５点目は、第２表債務負担行為補正とも関

事業につきましては、限度額を増額するもので

連いたしますが、用途地域指定計画策定業務に

あります。

ついてであります。計画的な市街地の形成及び

今回の６月補正は、市長選挙を控えて当初予

無秩序な開発の抑制のため、都市計画法の規定

算を準通年予算としたため、一部政策的経費の

に基づき用途地域を定めることについて調査

追加補正が主な内容であります。

検討するものであり、事業期間といたしまして、

それでは、補正の内容について、主な点につ

平成 20 年度から平成 23 年度までの４年間とす

いて説明を致します。

るものであります。

第１点目は、庁舎整備推進事業についてであ

次に議案第 54 号、平成 20 年度かほく市下

りますが、本庁舎の規模、配置、必要となる工

水道事業特別会計補正予算第１号についてで

事や分庁舎の整理、利活用、実施スケジュール

あります。

等について基本計画を策定するため、委託料を

この補正予算は、当初予算に 730 万円を追加

計上するものであります。

し、歳入歳出予算の総額を 21 億 2,330 万円と

第２点目は、まちづくり基金積立金について

するものであります。

でありますが、この基金は、昨年の 12 月定例

補正の内容につきましては、先の第１回臨時

会で、ご可決していただきました新市建設計画

会の全員協議会でも説明致しましたが、北新町

の変更において追加したとおりであり、合併特

場外ポンプ場しさ設備等の修繕に係る工事請

例債を活用し、将来の財政負担に対処するため、

負費について補正するものであります。

新たに基金を造成するものであります。尚、積

以上、補正予算の概要についてご説明申し上

立金の総額は、平成 25 年度までに 19 億円余り

げましたが、何卒、議員各位のご理解を賜りま

とする予定であります。

すようお願い申し上げます。

第３点目は、福祉巡回バス事業についてであ

次に、議案第 55 号、かほく市まちづくり基

りますが、本年 10 月１日から福祉巡回バスの

金条例の制定についてであります。

運行実証実験を開始するにあたり、所要額を計

この条例は、先程、補正予算でも説明申し上

上するものであります。これは市内４路線をマ

げましたが、総合計画に基づき将来、実施を予

イクロバス１台と新たにワゴン車１台を購入

定しております事業に対し、基金を設置して財

して巡回させるものであり、毎週月曜日から金

源の確保を図るために、新たに条例を制定する

曜日までの５日間の運行により実証実験を実

ものであります。

施しようとするものであります。

次に、議案第 56 号、かほく市税条例の一部

第４点目は、商工会地域総合振興事業補助金

を改正する条例についてであります。

についてでありますが、現在、市内の小売店を

この条例改正は、地方税法等の一部を改正す

加盟店といたします二つのスタンプ会が、本年

る法律並びに関係省令の改正に伴い、いわゆる

９月１日を持って合併を予定しており、新しい

「ふるさと納税」に伴う個人市民税の寄附金控

ポイントカードを導入し、地元商店での消費拡

除の拡充や、65 歳以上の年金受給者を対象に公

大を図ろうとするための費用に対して補助す

的年金からの特別徴収制度が新たに創設され
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たことにより、平成 21 年 10 月以降に支給され

務組合規約を変更するものであります。

る公的年金から特別徴収を行うため、所要の改

次に、議案第 62 号、財産の取得についてで

正を行うものであります。

あります。

次に、議案第 57 号、かほく市心身障害者医

この議案は、消防本部で使用する救助工作車

療費の助成に関する条例の一部を改正する条

（Ⅱ型）１台の購入につきまして、指名競争入

例についてであります。

札により、契約金額 5,974 万 5,000 円にて、石

この条例改正は、後期高齢者医療制度の創設

川県金沢市増泉２丁目 19 番 10 号、株式会社本

に伴い、健康保険法等が一部改正されたことに

田商会、代表取締役

より、老人保健法が大幅に改正されました。法

約を締結しようとするものであり、「地方自治

律の題名も「老人保健法」から「高齢者の医療

法第 96 条第１項第８号」及び「かほく市議会

の確保に関する法律」に改められ、当該条例に

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

て引用している題名と条項を改正するもので

分に関する条例第３条」の規定により、議会の

ありますが、内容においては実質的に変更のな

議決を求めるものであります。

いものであります。

本田昭を相手方に購入契

なお、この購入契約につきましては、５月 23

次に、議案第 58 号、石川県市町村職員退職

日に執行した入札会において落札され、同日付

手当組合規約の変更についてでありますが、地

で仮契約を済ませたことにより、今回の定例会

方自治法の規定により、石川県市町村職員退職

に上程をするものであります。特殊車輌の救助

手当組合を組織する｢白山石川医療施設組合｣

工作車ということで納入までには相当の日数

が｢白山石川医療企業団｣に名称を変更したた

が必要となりますが、議会の議決を頂ければ本

め、石川県市町村職員退職手当組合規約の一部

契約を締結の上、速やかに手続きを進めて参り

を改正するものであります。

たいと考えておりますので、よろしくお願い申

次に、議案第 59 号、河北郡市斎場施設組合

し上げます。

の解散について、並びに議案第 60 号、河北郡

次に、議案第 63 号、市道の路線変更につい

市斎場施設組合の解散に伴う財産処分につい

てであります。

てでありますが、本年９月 30 日をもって、河

この議案は、狩鹿野地内において、かほく市

北郡市斎場施設組合を解散するとともに、当組

土地開発公社が造成いたしました「かるがの団

合の財産を｢河北郡市広域事務組合｣へ引き継

地」内の道路を、既存市道の狩鹿野６号線と接

ぐために、河北郡津幡町及び河北郡内灘町と協

続して、新たに認定しなおすため、市道路線の

議することにつきまして、地方自治法の規定に

変更を行うものであります。

より議会の議決を求めるものであります。

次に、諮問第１号、人権擁護委員の候補者の

次に、議案第 61 号、河北郡市広域事務組合

推薦に付き意見を求めることについてであり

規約の変更についてであります。

ます。

今ほど申し上げましたとおり、河北郡市斎場

これは、現委員のかほく市白尾カ 78 番乙地、

施設組合が平成 20 年９月 30 日をもって解散し、

坂野俊紀さんが、平成 20 年９月 30 日をもって

10 月１日より河北郡市広域事務組合へ共同処

任期満了となるため、引き続き再任をお願いし

理する事務が移行されるため、河北郡市広域事

ようとするものであります。
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諮問第２号、人権擁護委員の候補者の推薦に

た。

付き意見を求めることについてであります。

これを日程に追加し、追加日程第１として直

これは、現委員のかほく市七窪ヘ 100 番地 11、

ちに議題にしたいと思います。これにご異議あ

遠藤他代美さんが、平成 20 年９月 30 日をもっ

りませんか。

て任期満了となるため、引き続き再任をお願い

（異議なしの声あり）

しようとするものであり

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。

ます。

よって、議案第 64 号 工事請負契約の締結に

諮問第１号並びに諮問第２号につきまして

ついて及び、議案第 65 号 工事請負契約の締

は、いずれも再任手続きに日数を要するため、

結についての２件を日程に追加し、追加日程第

今定例会にて「人権擁護委員法」の規定に基づ

１として議題とすることに決定をいたしまし

き、議会の意見を求めるものであります。

た。

以上、本日提出致しました議案等の概要につ

追加日程第１、議案第 64 号

いてご説明申し上げました。

工事請負契約

の締結について及び、議案第 65 号 工事請負

議員各位におかれましては、慎重なる審議を

契約の締結についての議案２件を議題としま

頂き、適切なる決議を賜わりますようお願いを

す。

申し上げまして、提案理由の説明とさせて頂き

市長から提案理由の説明を求めます。

ます。

油野市長。

○議長【西田正剛君】以上で説明が終わりまし

○市長【油野和一郎君】それでは、今定例会の

た。

追加議案につきまして、提案理由の説明を申し
暫時休憩

上げます。

○議長【西田正剛君】ここで、暫時休憩をいた

本日、上程致しました議案は、工事請負契約

します。

の締結にかかる議案２件であります。

10 時 35 分から全員協議会を開催しますので、

議案第 64 号、工事請負契約の締結につきま

ご移動をお願いいたします。

しては、（仮称）かほく市立高松北部保育園建

【休憩 午前 10 時 27 分】

設（建築工事）について、制限付き一般競争入

【再開 午後 ３時 30 分】

札により、契約金額２億 9,715 万円にて、豊蔵・

再開

沢野特定建設工事共同企業体、代表者

○議長【西田正剛君】ただいまのところ、出席

県金沢市長土塀３丁目 13 番８号

議員数は 18 人です。定足数に達しております

蔵組

ので、休憩前に引き続き、会議を開きます。

を締結しようとするものであります。

追加日程第 1

取締役社長

石川

株式会社豊

豊蔵世紀を相手方に、契約

また議案第 65 号、工事請負契約の締結につ

議案第 64 号、議案第 65 号

きましては、かほく市防災無線整備事業デジタ

○議長【西田正剛君】お諮りします。先ほど、

ル同報無線システム構築工事について、制限付

油野市長から、議案第 64 号

き一般競争入札

工事請負契約の

により、契約金額２億 8,875

締結について及び、議案第 65 号 工事請負契

万円にて、石川県金沢市本町１丁目５番２号

約の締結についての議案２件が提出されまし

富士通ネットワークソリューションズ株式会
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社

北陸支店

支店長

大村誠

を相手方に、

た。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様

契約を締結しようとするものであります。

でした。

この２件の工事請負契約につきましては、去

午後３時 37 分 閉議散会

る５月 30 日に入札を執行し、６月２日に仮契
約を締結したものでありますが、いずれも予定
価格が１億 5,000 万円以上であるため、「地方
自治法 第 96 条 第１項 第５号」及び「かほく
市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、
議会の議決を求めるものであります。
議決を頂ければ本契約を締結の上、遅滞なく
工事を進めて参りたいと考えておりますので、
よろしくお願い申し上げます。
以上、本日追加上程致しました議案２件につ
いての説明を申し上げました。
議員各位には、慎重なる審議の上、適切なる
決議を賜わりますようお願いを申し上げまし
て、提案理由の説明とさせて頂きます。
○議長【西田正剛君】以上で説明が終わりまし
た。
日程第５
休会決定の件
○議長【西田正剛君】日程第５、休会決定の件
を議題とします。
お諮りします。委員会審査等のため、６月 11
日、６月 13 日から６月 19 日までの、併せて８
日間は、休会としたいと思います。これにご異
議ありませんか。
（異議なしの声あり）
○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。
よって、６月 11 日、６月 13 日から６月 19 日
までの、併せて８日間は、休会とすることに決
定をいたしました。
次回は、６月 12 日午前 10 時から会議を開き
ます。
以上で、本日の日程は、全部終了いたしまし
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