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

平成29年 第２回 築 上 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第５日） 

平成29年６月22日（木曜日） 

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

議事日程（第５号） 

平成29年６月22日  午前10時00分開議 

 日程第１ 議案第48号 平成２９年度築上町一般会計補正予算（第１号）について 

 日程第２ 議案第49号 平成２９年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第３ 議案第50号 平成２９年度築上町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第４ 議案第53号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 （追加分） 

 日程第５ 常任委員会委員の選任について 

 日程第６ 議会運営委員会委員の選任について 

 日程第７ 常任委員会の閉会中の継続審査について 

 日程第８ 議会運営委員会の閉会中の継続審査について 

 日程第９ 特別委員会の閉会中の継続審査について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第48号 平成２９年度築上町一般会計補正予算（第１号）について 

 日程第２ 議案第49号 平成２９年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第３ 議案第50号 平成２９年度築上町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第４ 議案第53号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 （追加分） 

 日程第５ 常任委員会委員の選任について 

 日程第６ 議会運営委員会委員の選任について 

 日程第７ 常任委員会の閉会中の継続審査について 

 日程第８ 議会運営委員会の閉会中の継続審査について 

 日程第９ 特別委員会の閉会中の継続審査について 

────────────────────────────── 

出席議員（14名） 
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１番 小林 和政君       ２番 宗  晶子君 

３番 宮下 久雄君       ４番 有永 義正君 

５番 信田 博見君       ６番 鞘野 希昭君 

７番 池亀  豊君       ８番 工藤 久司君 

９番 丸山 年弘君       10番 田原 宗憲君 

11番 吉元 成一君       12番 塩田 文男君 

13番 武道 修司君       14番 田村 兼光君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

  局長 木部 英明君       総務係長 脇山千賀子君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 新川 久三君  副町長 ………………… 八野 紘海君 

教育長 ………………… 亀田 俊隆君                     

会計管理者兼会計課長 …………………………………………………  永野 賀子君 

総務課長 ……………… 八野 繁博君  財政課長 ……………… 元島 信一君 

企画振興課長 ………… 江本 俊一君  人権課長 ……………… 武道  博君 

税務課長 ……………… 江本昭二郎君  住民課長 ……………… 神崎 博子君 

福祉課長 ……………… 椎野 満博君  産業課長兼農委局長 … 今富 義昭君 

建設課長 ……………… 神崎 秀一君  都市政策課長 ………… 竹本 信力君 

上水道課長 …………… 福田 記久君  下水道課長 …………… 西田 哲幸君 

総合管理課長 ………… 吉留梯一郎君  環境課長 ……………… 長部 仁志君 

商工課長 ……………… 野正 修司君  学校教育課長 ………… 鍛治 孝広君 

生涯学習課長補佐 …… 古市 照雄君  監査事務局長 ………… 石井  紫君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（田村 兼光君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達し

ていますので、本日の会議を開きます。 
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 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 ただいまから議事に入ります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第４８号 

○議長（田村 兼光君）  日程第１、議案第４８号平成２９年度築上町一般会計補正予算（第

１号）について、議題とします。 

 本案所管分について委員長の報告を求めます。武道厚生文教常任委員長。武道委員長。 

○厚生文教常任委員長（武道 修司君）  議案第４８号平成２９年度築上町一般会計補正予算（第

１号）について、所管の項目について慎重に審査した結果、幼稚園の第３子以降の保育料等補助

金、オリンピックキャンプ地誘致関連費用、築城保育所駐車場用地の取得費等が主なものであり、

原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

○議長（田村 兼光君）  続きまして、吉元総務産業建設常任委員長。吉元委員長。 

○総務産業建設常任委員長（吉元 成一君）  議案第４８号平成２９年度築上町一般会計補正予算

（第１号）について、本委員会に付託されました委員会所管分につきまして慎重に審査した結果、

所管の項目について、再編関連の訓練移転等交付金による道路の整備、社会資本総合整備事業補

助金による橋梁維持等が主なものであり、原案のとおり可決するべきものと決定いたしましたの

で報告いたします。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これから議案第４８号について採決を行います。 

 本案に対し反対意見はありません。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第４８号は委

員長報告のとおり決定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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第４８号は委員長報告のとおり可決

されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第４９号 
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○議長（田村 兼光君）  日程第２、議案第４９号平成２９年度築上町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。武道厚生文教常任委員長。武道委員長。 

○厚生文教常任委員長（武道 修司君）  議案第４９号平成２９年度築上町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）について、本案について慎重に審査した結果、各種負担金等の額の確定に伴

う補正等が主なものであり、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

○議長（田村 兼光君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これから議案第４９号について採決を行います。 

 本案に対し反対意見はありません。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第４９号は委

員長報告のとおり決定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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第４９号は委員長報告のとおり可決

されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第５０号 

○議長（田村 兼光君）  日程第３、議案第５０号平成２９年度築上町水道事業会計補正予算（第

１号）について、議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。吉元総務産業建設常任委員長。吉元委員長。 

○総務産業建設常任委員長（吉元 成一君）  議案第５０号平成２９年度築上町水道事業会計補正

予算（第１号）について、本案について慎重に審査した結果、受水費用及び管路設計費の増額が

主なもので、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので報告いたします。 

○議長（田村 兼光君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 
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 これから議案第５０号について採決を行います。 

 本案に対し反対意見はありません。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第５０号は委

員長報告のとおり決定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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第５０号は委員長報告のとおり可決

されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第５３号 

○議長（田村 兼光君）  日程第４、議案第５３号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更に

ついてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。吉元総務産業建設常任委員長。吉元委員長。 

○総務産業建設常任委員長（吉元 成一君）  議案第５３号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の変更について、本案について慎重に審査した結果、寒田辺地において、道路整備を行い利便性

の向上を図るため計画を変更するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました

ので報告いたします。 

○議長（田村 兼光君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これから議案第５３号について採決を行います。 

 本案に対し反対意見はありません。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第５３号は委

員長報告のとおり決定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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第５３号は委員長報告のとおり可決

されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．常任委員会委員の選任について 

○議長（田村 兼光君）  ここで追加議案です。 

 お諮りします。日程第５、常任委員会委員の選任についてから、日程第９、特別委員会の閉会

中の継続審査についてまでを、会議規則第３９条第２項の規定により委員会付託を省略し、本日
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即決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、常任委員会委員の選任についてから特別

委員会の閉会中の継続審査についてまでは、委員会付託を省略し、本日即決することと決定しま

した。 

 日程第５、常任委員会委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。常任委員会委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定によっ

て、お手元に配付しております名簿のとおり指名したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。したがって、常任委員会委員は、お手元に配付し

ております名簿のとおり選任することと決定しました。 

 事務局より委員名を報告させます。木部事務局長。 

○事務局長（木部 英明君）  報告します。 

 総務産業建設常任委員会委員に小林和政議員、宮下久雄議員、有永義正議員、信田博見議員、

丸山年弘議員、田原宗憲議員、吉元成一議員。厚生文教常任委員会委員に宗晶子議員、鞘野希昭

議員、池亀豊議員、工藤久司議員、塩田文男議員、武道修司議員。 

 以上です。 

○議長（田村 兼光君）  なお、議長は委員会条例第８条第１項ただし書きの規定により、常任委

員会とならないものといたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議会運営委員会委員の選任について 

○議長（田村 兼光君）  日程第６、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定に

よって、お手元に配付しております名簿のとおり指名したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会委員は、お手元に配

付しております名簿のとおり選任することに決定しました。 

 ここで事務局より報告させます。 

○事務局長（木部 英明君）  報告します。 

 議会運営委員会委員に田原宗憲議員、吉元成一議員、塩田文男議員、武道修司議員、工藤久司

議員。 

 以上です。 
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────────────・────・──────────── 

日程第７．常任委員会の閉会中の継続審査について 

○議長（田村 兼光君）  日程第７、常任委員会の閉会中の継続審査についてを議題とします。 

 それぞれの常任委員会委員長から閉会中の継続審査の申し出がありましたので、これを許可し

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。したがって、それぞれの常任委員会委員長の申し

出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議会運営委員会の閉会中の継続審査について 

○議長（田村 兼光君）  日程第８、議会運営委員会の閉会中の継続審査についてを議題とします。 

 議会運営委員会委員長から閉会中の継続審査の申し出がありましたので、これを許可したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。しがって、議会運営委員会委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．特別委員会の閉会中の継続審査について 

○議長（田村 兼光君）  日程第９、特別委員会の閉会中の継続審査についてを議題とします。 

 それぞれの特別委員会委員長から閉会中の継続審査の申し出がありましたので、これを許可し

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。したがって、それぞれの特別委員会委員長の申し

出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（田村 兼光君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。 

 町長からの挨拶の申し出がありましたので、これを許可します。 

○町長（新川 久三君）  皆さん、６月８日に開会をいたしまして、きょうまで慎重審議していた

だき、全議案賛同賜りましてありがとうございます。 

 暑い時期に向かいますので、皆さん、お体に御自愛をいただきながら、町政のほうにまた一緒

に邁進していただきたいと、このように考えております。どうもありがとうございました。 

○議長（田村 兼光君）  これで、平成２９年第２回築上町議会定例会を閉会します。御苦労さま
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でした。 

午前10時48分閉会 

────────────────────────────── 
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   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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