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平成２９年第１回 

城里町議会定例会会議録 第２号 

───────────────────────────── 

平成２９年３月１５日 午後 ２時０７分開議 

───────────────────────────── 

 １．出席議員（１５名） 

      １番  藤 咲 芙美子 君   １０番  小 林 祥 宏 君 

      ２番  片 岡 藏 之 君   １１番  南 條   治 君 

      ３番  薗 部   一 君   １２番  杉 山   清 君 

      ５番  三 村 孝 信 君   １３番  小松﨑 三 夫 君 

      ６番  河原井 大 介 君   １４番  鯉 渕 秀 雄 君 

      ７番  関   誠一郎 君   １５番  根 本 正 典 君 

      ８番  阿久津 則 男 君   １６番  小 圷   孝 君 

      ９番  桐 原 健 一 君    

 

 １．欠席議員 

      な  し 

 

 １．説明のため出席した者の職氏名 

町 長 上遠野   修 

副 町 長 小野瀬 篤 郎 

教 育 長 小 林 孝 志 

ま ち づ く り 戦 略 課 長 鯉 渕 弘 之 

総 務 課 長 大 貫 忠 男 

町 民 課 長 柳 橋 司 朗 

財 務 課 長 大曽根 直 美 

税 務 課 長 阿久津 忠 昭 

健 康 保 険 課 長 髙 堀 義 美 

長 寿 応 援 課 長 兼 

福 祉 こ ど も 課 長 
山 口 利 春 

農 業 政 策 課 長 兼 

農 業 委 員 会 事 務 局 長 
皆 川 尊 志 

都 市 建 設 課 長 桧 山 正 春 

下 水 道 課 長 山 崎 秀 樹 

会計管理者（会計課長） 鈴 木 貴 司 
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水 道 課 長 河原井   明 

教 育 委 員 会 事 務 局 長 五 町 義 徳 

 

 １．職務のため出席した者の職氏名 

議 会 事 務 局 長 阿久津 雅 志 

主 任 書 記 松 崎 英 明 

書 記 市 村 真 紀 

 

 １．議事日程 

───────────────────────────── 

議 事 日 程 第 ２ 号 

平成２９年３月１５日（水曜日） 

午後 ２時０７分開議 

  日程第１ 議案第２号 城里町情報公開条例の一部を改正する条例について 

  日程第２ 議案第３号 城里町職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正す 

             る条例について 

  日程第３ 議案第４号 城里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

             について 

  日程第４ 議案第５号 城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関 

             する条例等の一部を改正する条例について 

  日程第５ 議案第６号 城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条 

             例の一部を改正する条例について 

  日程第６ 議案第７号 城里町税条例等の一部を改正する条例について 

  日程第７ 議案第８号 城里町立幼稚園授業料等徴収条例の一部を改正する条例につ 

             いて 

  日程第８ 議案第９号 城里町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

  日程第９ 議案第10号 城里町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

             について 

  日程第10 議案第11号 城里町給水条例の一部を改正する条例について 

  日程第11 議案第12号 公の施設の広域利用に関する協議について 

  日程第12 議案第13号 平成28年度城里町一般会計補正予算（第８号）について 

  日程第13 議案第14号 平成28年度城里町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

             について 

  日程第14 議案第15号 平成28年度城里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

             号）について 
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  日程第15 議案第16号 平成28年度城里町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ 

             いて 

  日程第16 議案第17号 平成28年度城里町公共下水道事業特別会計補正予算（第４ 

             号）について 

  日程第17 議案第18号 平成28年度城里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４ 

             号）について 

  日程第18 議案第19号 平成28年度城里町水道事業会計補正予算（第４号）について 

  日程第19 議案第20号 平成29年度城里町一般会計予算について 

  日程第20 議案第21号 平成29年度城里町国民健康保険特別会計予算について 

  日程第21 議案第22号 平成29年度城里町後期高齢者医療特別会計予算について 

  日程第22 議案第23号 平成29年度城里町介護保険特別会計予算について 

  日程第23 議案第24号 平成29年度城里町公共下水道事業特別会計予算について 

  日程第24 議案第25号 平成29年度城里町農業集落排水事業特別会計予算について 

  日程第25 議案第26号 平成29年度城里町水道事業会計予算について 

  日程第26 議案第27号 城里町副町長の選任につき同意を求めることについて 

  日程第27 議案第28号 城里町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

  日程第28 議案第29号 城里町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることにつ 

             いて 

  日程第29 議案第30号 城里町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ 

             て 

  日程第30 議案第31号 城里町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め 

             ることについて 

  日程第31 請願第１号 町道18号線改良工事に関する請願 

  日程第32 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

  日程第33 総務民生常任委員会の閉会中の所掌事務調査について 

  日程第34 教育産業常任委員会の閉会中の所掌事務調査について 

  日程第35 報告第１号 城里町情報公開条例施行規則の一部を改正する規則 

  日程第36 報告第２号 城里町常北保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施 

             行規則の一部を改正する規則 

  日程第37 報告第３号 城里町子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

  日程第38 報告第４号 城里町国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

  日程第39 報告第５号 城里町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の 

             指定に関する規則の制定 

  日程第40 報告第６号 城里町スクールソーシャルワーカー配置事業実施要綱の制定 

  日程第41 報告第７号 城里町臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業実施要綱の制 
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             定 

  日程第42 報告第８号 城里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の制定 

  日程第43 報告第９号 城里町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サ 

             ービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定める要 

             綱の制定 

  日程第44 報告第10号 城里町鳥獣害対策協議会補助金交付要綱の制定 

  日程第45 報告第11号 城里町有害鳥獣捕獲箱わな購入設置補助金交付要綱の制定 

  日程第46 報告第12号 城里町畜産クラスター協議会補助金交付要綱の制定 

  日程第47 報告第13号 城里町営住宅入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱の制定 

  日程第48 報告第14号 城里町行政改革大綱の策定 

  日程第49 報告第15号 第３次城里町男女共同参画基本計画 

  日程第50 報告第16号 城里町循環型社会形成推進地域計画 

  日程第51 報告第17号 城里町一般廃棄物処理施設整備基本構想 

  日程第52 報告第18号 城里町公共下水道事業経営戦略 

  日程第53 報告第19号 城里町農業集落排水事業経営戦略 

  日程第54 報告第20号 城里町水道事業経営戦略 

  日程第55 報告第21号 平成28年度城里町教育委員会外部評価委員会点検評価報告書 

             （平成27年度分対象） 

  日程第56 報告第22号 城里町財務諸表４表（平成27年度決算） 

  日程第57 報告第23号 例月出納検査報告（12月，１月，２月執行分） 

  追加日程第１ 議案第32号 工事請負契約の締結について 

 

 １．本日の会議に付した事件 

    議案第２号 

    議案第３号 

    議案第４号 

    議案第５号 

    議案第６号 

    議案第７号 

    議案第８号 

    議案第９号 

    議案第10号 

    議案第11号 

    議案第12号 

    議案第13号 
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    議案第14号 

    議案第15号 

    議案第16号 

    議案第17号 

    議案第18号 

    議案第19号 

    議案第20号 

    議案第21号 

    議案第22号 

    議案第23号 

    議案第24号 

    議案第25号 

    議案第26号 

    議案第27号 

    議案第28号 

    議案第29号 

    議案第30号 

    議案第31号 

    請願第１号 

    議案第32号 

    議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

    総務民生常任委員会の閉会中の所掌事務調査について 

    教育産業常任委員会の閉会中の所掌事務調査について 

    報告第１号 

    報告第２号 

    報告第３号 

    報告第４号 

    報告第５号 

    報告第６号 

    報告第７号 

    報告第８号 

    報告第９号 

    報告第10号 

    報告第11号 

    報告第12号 
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    報告第13号 

    報告第14号 

    報告第15号 

    報告第16号 

    報告第17号 

    報告第18号 

    報告第19号 

    報告第20号 

    報告第21号 

    報告第22号 

    報告第23号 

 

─────────────────────────────── 

午後 ２時０７分開議 

議員の出欠 

 

○議長（小林祥宏君） 議員各位には何かとご多用のところご出席をいただき、大変ご苦

労さまでございます。 

 ただいまの出席議員は全員出席であります。 

─────────────────────────────── 

開議の宣告 

 

○議長（小林祥宏君） 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 なお、説明のため町長、副町長、教育長、課長、局長がそれぞれ出席しております。 

 傍聴人20名を許可いたしました。 

─────────────────────────────── 

議事日程の報告 

 

○議長（小林祥宏君） 本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしました議事

日程第２号のとおり議事を進めたいと存じますので、ご了承願います。 

─────────────────────────────── 

議案第２号 城里町情報公開条例の一部を改正する条例について 

 

○議長（小林祥宏君） それでは、本日は議案の質疑から入ります。 

 初めに、議案第２号についての質疑を求めます。 
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〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第３号 城里町職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条例につい 

      て 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第３号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第４号 城里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、第４号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第５号 城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等の 

      一部を改正する条例について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第５号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第６号 城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改 

      正する条例について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第６号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第７号 城里町税条例等の一部を改正する条例について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第７号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第８号 城里町立幼稚園授業料等徴収条例の一部を改正する条例について 

 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第８号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第９号 城里町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第９号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第１０号 城里町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第10号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第１１号 城里町給水条例の一部を改正する条例について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第11号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第１２号 公の施設の広域利用に関する協議について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第12号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第１３号 平成２８年度城里町一般会計補正予算（第８号）について 
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○議長（小林祥宏君） 次に、議案第13号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第１４号 平成２８年度城里町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第14号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第１５号 平成２８年度城里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい 

       て 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第15号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第１６号 平成２８年度城里町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第16号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第１７号 平成２８年度城里町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）につい 

       て 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第17号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第１８号 平成２８年度城里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）につ 

       いて 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第18号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第１９号 平成２８年度城里町水道事業会計補正予算（第４号）について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第19号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第２０号 平成２９年度城里町一般会計予算について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第20号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第２１号 平成２９年度城里町国民健康保険特別会計予算について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第21号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第２２号 平成２９年度城里町後期高齢者医療特別会計予算について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第22号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第２３号 平成２９年度城里町介護保険特別会計予算について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第23号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第２４号 平成２９年度城里町公共下水道事業特別会計予算について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第24号についての質疑を求めます。 
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〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第２５号 平成２９年度城里町農業集落排水事業特別会計予算について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第25号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

議案第２６号 平成２９年度城里町水道事業会計予算について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第26号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終結いたします。 

─────────────────────────────── 

予算特別委員長報告 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、予算特別委員会に付託されました議案第20号 平成29年度

城里町一般会計予算についてから議案第26号 平成29年度城里町水道事業会計予算につい

ての審議結果について、予算特別委員長から報告を求めます。 

 予算特別委員長関 誠一郎君。 

〔予算特別委員長関 誠一郎君登壇〕 

○予算特別委員長（関 誠一郎君） 予算特別委員会を代表いたしまして、委員長として

の報告を申し上げます。 

 今期町議会定例会において、予算特別委員会に付託されました議案第20号ないし議案第

26号までについて、審査の経過と結果を報告いたします。 

 付託されました議案については、議案付託表により各所管常任委員会に審査をお願いい

たしました。 

 審査の結果、各常任委員長により報告がありましたので申し上げます。 

 初めに、総務民生常任委員会は、３月８日水曜日午前10時から城里町役場３階委員会室

において開催し、議案第20号 平成29年度城里町一般会計予算所管分、議案第21号 平成

29年度城里町国民健康保険特別会計予算、議案第22号 平成29年度城里町後期高齢者医療

特別会計予算、議案第23号 平成29年度城里町介護保険特別会計予算について審査を行い

ました。 
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 次に、教育産業常任委員会は、３月９日木曜午前10時から城里町役場３階委員会室にお

いて開催し、議案第20号 平成29年度城里町一般会計予算所管分、議案第24号 平成29年

度城里町公共下水道事業特別会計予算、議案第25号 平成29年度城里町農業集落排水事業

特別会計予算、議案第26号 平成29年度城里町水道事業会計予算について審査を行いまし

た。 

 ２常任委員会とも審査は、執行部より関係課、局長等の出席を求め、予算書の歳入歳出

事項別明細により説明を受け、各委員からの質疑があり、執行部から答弁がなされました。 

 審査の結果、総務民生常任委員会では、議案第20号 平成29年度城里町一般会計予算所

管分、議案第21号 平成29年度城里町国民健康保険特別会計予算、議案第22号 平成29年

度城里町後期高齢者医療特別会計予算、議案第23号 平成29年度城里町介護保険特別会計

予算について、委員会で確認をした結果、賛成少数により否決との報告を受けました。 

 また、教育産業常任委員会では、議案第20号 平成29年度城里町一般会計予算所管分、

議案第24号 平成29年度城里町公共下水道事業特別会計予算、議案第25号 平成29年度城

里町農業集落排水事業特別会計予算、議案第26号 平成29年度城里町水道事業会計予算の

４件につきましては、賛成少数により否決との報告を受けました。 

 審査の過程において委員から出された主な質疑につきましては、お手元に配付してあり

ますので、報告書をご覧いただきたいと思います。 

 以上、報告といたします。 

○議長（小林祥宏君） 以上で予算特別委員長の報告を終結いたします。 

 なお、別紙配付のとおり、平成29年度城里町議会予算特別委員会報告書が予算特別委員

長より提出されましたので、後ほどご高覧をお願いいたします。 

─────────────────────────────── 

討 論 

 

○議長（小林祥宏君） これより討論に入ります。 

 初めに、議案第２号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第３号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第４号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第５号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第６号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第７号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第８号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第９号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第10号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第11号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第12号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第13号に対する討論はございませんか。 
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〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第14号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第15号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第16号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第17号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第18号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第19号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第20号に対する討論はございませんか。 

〔「議長、１番」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） これから討論を行います。 

 討論は１人１回の原則により、１回のみとします。 

 なお、発言時間は10分以内といたします。 

 まず、原案に反対の方の発言を許可いたします。 

 １番藤咲芙美子君。 

〔１番藤咲芙美子君登壇〕 
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○１番（藤咲芙美子君） １番藤咲芙美子です。 

 第20号議案、平成29年度城里町一般会計予算について、反対の立場で討論を行います。 

 地方交付税と国庫補助金、国からの財源が合わせて約１億6,000万円が減額されるとい

う厳しい事情があります。もともと地方交付税は、地方の財源です。この間の交付税の減

額によって、多くの地方は慢性的な財政難に陥っています。しかし、地方自治体は、住民

の福祉の増進を図ることを基本として運営されなければなりません。少ない財源を大切に

町民のために使うという施策が求められます。そういう観点から予算案を見ますと、国か

ら自治体に移行された介護支援サービスは、人的にも財政的にも保障されず、担当者の頑

張りに委ねられています。いわゆる2025年問題、団塊世代が高齢期を迎えた際の対応です

が、予算の増額もないままでは、高齢者は安心して年をとれません。 

 甲状腺エコー検査は、継続して検査することで、お母さんたちの不安が解消されます。

事実、１回目の検査で、実際に受診した子供のうち、42％の子が要経過観察という診断を

受けているのです。これの継続した検査は、お母さんや子供たちの未来にとって、極めて

重要だと思います。子育て支援を最重要課題として言明している町長の編成する予算案と

は思えません。今後、補正を含めた対応が求められると思います。 

 常北小学校のプール解体後、駐車場にするという計画で予算化されています。現在、学

童クラブは図書室を利用しています。プール跡地に学童クラブの新設を求めましたところ、

図書室を利用しているので、学童クラブは考えていないという答弁でした。子供たちは、

放課後になっても学校の校舎内にとどまることになり、それが心身の成長に影響するので

はないか心配です。また、ほかの子供たちが図書室を利用する際の支障にならないかも懸

念されます。 

 私は、ホーリーホックの誘致には反対するものではありませんが、旧七会中学校のグラ

ウンド整備や、施設の改築でも、際限ない支出が不安です。 

 また、町長の施政方針の中で、憲法改正を待望するかのような言辞がありました。教育

費用の無償化と憲法改正は全く別問題です。憲法99条にあるように、全ての公務員は現憲

法を遵守する義務があります。町長が所信表明の中で、現憲法を否定するかのような言明

をするのは、看過できません。厳重な抗議を申し上げて、私の反対討論といたします。 

○議長（小林祥宏君） 続いて、原案に賛成の方の発言を許可いたします。 

〔発言する者なし〕 

○議長（小林祥宏君） 続いて、原案に反対の方の発言を許可いたします。 

〔発言する者なし〕 

○議長（小林祥宏君） ほかにありませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

  以上で議案第20号に対する討論を終結いたします。 
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─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第21号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第22号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第23号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第24号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第25号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第26号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

─────────────────────────────── 

採 決 

 

○議長（小林祥宏君） これより採決に入ります。 

 初めに、議案第２号 城里町情報公開条例の一部を改正する条例についてを採決いたし

ます。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第３号 城里町職員の勤務時間，休暇等に関する条例
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の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第４号 城里町職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第５号 城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第６号 城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第７号 城里町税条例等の一部を改正する条例につい

てを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第８号 城里町立幼稚園授業料等徴収条例の一部を改

正する条例についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第９号 城里町営住宅管理条例の一部を改正する条例

についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第10号 城里町水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第11号 城里町給水条例の一部を改正する条例につい

てを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第12号 公の施設の広域利用に関する協議についてを

採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第13号 平成28年度城里町一般会計補正予算（第８

号）についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第14号 平成28年度城里町国民健康保険特別会計補正

予算（第４号）についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第15号 平成28年度城里町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第16号 平成28年度城里町介護保険特別会計補正予算

（第３号）についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第17号 平成28年度城里町公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第18号 平成28年度城里町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第４号）についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第19号 平成28年度城里町水道事業会計補正予算（第

４号）についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 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（小林祥宏君） 次に、議案第20号 平成29年度城里町一般会計予算についてを採

決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（小林祥宏君） 起立少数です。よって、本案は否決されました。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第21号 平成29年度城里町国民健康保険特別会計予算

についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 起立少数です。よって、本案は否決されました。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第22号 平成29年度城里町後期高齢者医療特別会計予

算についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 起立少数です。よって、本案は否決されました。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第23号 平成29年度城里町介護保険特別会計予算につ

いてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 起立少数です。よって、本案は否決されました。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第24号 平成29年度城里町公共下水道事業特別会計予

算についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 起立少数です。よって、本案は否決されました。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第25号 平成29年度城里町農業集落排水事業特別会計

予算についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 起立少数です。よって、本案は否決されました。 

─────────────────────────────── 

○議長（小林祥宏君） 次に、議案第26号 平成29年度城里町水道事業会計予算について

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 起立少数です。よって、本案は否決されました。 

 以上で採決を終結いたします。 

─────────────────────────────── 

議案書の差し替え 

 

○議長（小林祥宏君） ただいま町長より、日程第26、議案第27号についての議案書を差

しかえたいと申し出がございました。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） ご異議なしと認めます。よって、議案書を差し替えることに決定

をいたしました。 

 事務局長に議案書を配付させます。 

〔議案書配付〕 

─────────────────────────────── 

議案第２７号 城里町副町長の選任につき同意を求めることについて 

 

○議長（小林祥宏君） 日程第26、議案第27号 城里町副町長の選任につき同意を求める

ことについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長上遠野 修君。 

〔町長上遠野 修君登壇〕 

○町長（上遠野 修君） 議案第27号 城里町副町長の選任につき同意を求めることにつ

いてでありますが、現副町長が平成29年３月31日をもって退職されることから、勝見沢

165番地の１にお住まいの茅根文夫さん、62歳を選任するものです。 

 茅根さんは、昭和48年４月に常北町職員を拝命し、平成17年２月からは、合併により城

里町職員として、教育委員会事務局長を初め、保険課長、産業振興課長、総務課長等を歴

任され、平成27年３月に退職されるまで、41年の長きにわたり町政業務全般に携わり、町

政の発展と町民福祉の向上にご尽力されました。また、退職後も再任用職員として町行政

の進展にご尽力をいただいております。性格は温厚にして人望も厚く、人格、識見ともに

最適任者であります。よって、地方自治法第162条の規定により、議会の同意を求めるも

のであります。 

 どうか慎重審議をいただきまして、ご決定くださるようお願い申し上げます。 

○議長（小林祥宏君） それでは議案の質疑に入ります。 

 議案第27号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議案第27号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

 以上で討論を終結いたします。 

 これより議案第27号 城里町副町長の選任につき同意を求めることについてを採決いた

します。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 起立少数です。よって、本案は同意しないことに決定いたしまし

た。 

─────────────────────────────── 

議案書の差し替え 

 

○議長（小林祥宏君） ただいま町長より、日程第27、議案第28号についての議案書を差

し替えたいと申し出がございました。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） ご異議なしと認めます。よって、議案書を差し替えることに決定

をいたしました。 

 事務局長に議案書を配付させます。 

〔議案書配付〕 

─────────────────────────────── 

議案第２８号 城里町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 

○議長（小林祥宏君） 日程第27、議案第28号 城里町監査委員の選任につき同意を求め

ることについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長上遠野 修君。 

〔町長上遠野 修君登壇〕 

○町長（上遠野 修君） 議案第28号 城里町監査委員の選任につき同意を求めることに

ついてでありますが、現委員の加藤木昭博さんが任期満了となることから、粟にお住いの

税理士の冨山明子さんにお願いするものであります。監査委員の選任につきましては、地

方公共団体の財政状況の監督強化が求められており、県内の状況を見ましても、税理士や
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公認会計士が務める事例が増えており、確認がとれたところで、税理士については、県内

では、茨城県、水戸市、笠間市、土浦市、つくば市、古河市、境町、龍ケ崎市、牛久市、

潮来市、行方市、取手市、稲敷市等13名ほどいらっしゃいます。このように、税理士が監

査委員を務めることが増えているのは、行政から独立した会計の専門家が、監査を務める

べきという考え方が広がっているからであります。そうした中、昨年10月13日付で、関東

信越税理士会より監査委員選任について、監査実務に精通している税理士登用についての

申し出があり、本年２月に、推薦書が提出されております。 

 冨山さんは税理士として長年にわたり税務、会計業務を遂行しており、監査人としての

十分な経験及び専門知識を有しております。性格は温厚にして人望も厚く、税理士として

信頼、信任を得ており、人格、識見ともに最適任者であります。よって、地方自治法第

196条第１項の規定に基づきまして、議会の同意を求めるものでございます。 

 何とぞ慎重にご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（小林祥宏君） それでは議案の質疑に入ります。 

 議案第28号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議案第28号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

 以上で討論を終結いたします。 

 これより議案第28号 城里町監査委員の選任につき同意を求めることについてを採決い

たします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 起立少数です。よって、本案は同意しないことに決定いたしまし

た。 

─────────────────────────────── 

議案書の差し替え 

 

○議長（小林祥宏君） ただいま町長より、日程第28、議案第29号についての議案書を差

し替えたいと申し出がございました。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） ご異議なしと認めます。よって、議案書を差し替えることに決定
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をいたしました。 

 事務局長に議案書を配付させます。 

〔議案書配付〕 

─────────────────────────────── 

議案第２９号 城里町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 

 

○議長（小林祥宏君） 日程第28、議案第29号 城里町教育委員会教育長の任命につき同

意を求めることについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長上遠野 修君。 

〔町長上遠野 修君登壇〕 

○町長（上遠野 修君） 議案第29号 城里町教育委員会教育長の任命につき同意を求め

ることについてでありますが、現教育長の小林孝志さんが、平成29年３月31日をもって任

期満了となることから、石塚2410番地17にお住まいの豊島正明さん、63歳を推薦するもの

です。 

 豊島さんは、昭和52年４月に教職を拝命し、町立石塚小学校教諭、笠間市立友部中学校

及び水戸市立見川中学校校長を歴任されております。また、37年の長きにわたる教職歴に

は、茨城県水戸教育事務所に３年間派遣され、不登校問題等に積極的に取り組まれ、成果

を上げられております。このように、県ともつながりが強く、現在は、茨城県ＰＴＡ連絡

協議会の事務局長の要職につかれております。本人からも、所信表明文をいただいており

ますので、私が代読させていただきます。あわせて資料として配付させていただくように

お願いします。よろしいでしょうか。 

○議長（小林祥宏君） 町長、ちょっとこれは提案理由説明でございますので、所信表明

の代読は禁止します。 

○町長（上遠野 修君） いえ、重要な案件ですので、本人の教育方針について預かって

おりますので、読み上げさせていただきたいと思います。 

○議長（小林祥宏君） いや、本人じゃないですから、これは提案理由。 

〔発言する者あり〕 

○町長（上遠野 修君） それでは、議員運営委員会の開催をお願いします。 

〔「議長、いいですか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 根本議員。 

○１５番（根本正典君） 議場の整理権は議長にありますので、議長のご指図でいるんで

はないかと思います。 

〔「議長、いいですか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） はい、ちょっと待ってください。 
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 ただいま15番根本正典君から、その旨の議長の議事進行のもとで進めてはどうだろうと、

異議なしということで、お諮りします。 

○議長（小林祥宏君） 12番杉山 清君。 

○１２番（杉山 清君） 今回の人事というのは、新制度にのっとった人事だと思うんで

す。そういう形の中で、その新制度の内容等を説明していただければと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（小林祥宏君） 町長上遠野 修君。 

 提案理由の説明で、所信表明は控えてください。 

○町長（上遠野 修君） 制度についてです。 

○議長（小林祥宏君） 制度ならいいです。 

○町長（上遠野 修君） 新教育制度につきましては、これまでの教育委員会制度と異な

り、教育長を教育委員の互選ではなく、直接、議会が任命するものでございます。そのた

め、議案の重要性に鑑み、文部科学省からも、議会におきまして、新教育長の教育方針等

について十分な質疑がなされるべきというような通達も出ております。そのような新制度

の趣旨に鑑み、教育長候補者がどのような教育を行おうとしているのか、その所信につい

て本人から表明文をいただいておりますので、それを読み上げることを許していただきた

いと思います。 

〔「議長、13番」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 13番小松﨑三夫君。 

○１３番（小松﨑三夫君） なぜ、その教育長のものだけを所信表明するんですか。これ

副町長だって人事案件出ているんですよ、監査委員にも出ているわけですよ。それで、何

でその人の所信表明しないんですか。何で教育長だけやるんですか。おかしいじゃないで

すか、これは。今までだって、議会でこういう例はないですよ、全然。提案理由の説明だ

けだったらわかりますよ。これが今ここで、どうのこうのという所信表明はないでしょう。

選任されてから、選任されて初めて、私は選任されましたと、それで所信表明するのが、

所信表明じゃないですか。これ、おかしいんじゃないですか。 

〔発言する者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 提案理由の説明でございますから、進行していただきたいと思い

ます。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） それでは、進行します。 

〔発言する者あり〕 

○議長（小林祥宏君） これで提案理由の説明は終わりましたから、これで説明といたし

たいと思います。 

 次に、進行いたします。 
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 それでは、議案の審議に入ります。 

 議案第29号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終結いたします。 

〔発言する者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 静粛にしてください。 

 議事進行を乱すものですから、途中のあれは禁止させていただきます。 

 この際、これを進行いたします。 

 それでは、議案の質疑に入ります。 

 議案第29号に対する質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議案第29号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

 以上で討論を終結いたします。 

 これより議案第29号 城里町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 起立少数です。よって、本案は同意しないことに決定いたしまし

た。 

─────────────────────────────── 

議案書の差し替え 

 

○議長（小林祥宏君） ただいま町長より、日程第29、議案第30号についての議案書を差

しかえたいと申し出がございました。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） ご異議なしと認めます。よって、議案書を差し替えることに決定

をいたしました。 

 事務局長に議案書を配付させます。 

〔議案書配付〕 
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─────────────────────────────── 

議案第３０号 城里町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

○議長（小林祥宏君） 日程第29、議案第30号 城里町教育委員の任命につき同意を求め

ることについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長上遠野 修君。 

〔町長上遠野 修君登壇〕 

○町長（上遠野 修君） 議案第30号 城里町教育委員会委員の任命につき同意を求める

ことについてでありますが、現教育委員の大久保秀徳さんが、平成29年３月25日をもって

任期満了となることから、増井1465番地の１にお住まいの松﨑忍さん、67歳を推薦するも

のでございます。 

 松﨑さんは、教師として長年教育の進展にご尽力されており、町立石塚小学校では教務

主任、水戸市緑岡中学校及び水戸市第三中学校では校長を歴任されました。退職後は、増

井区区長を務められ、町行政の進展にご尽力をいただいております。性格は温厚にして人

望も厚く、人格、識見ともに最適任者であります。よって、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定に基づきまして、議会の同意を求めるものでございます。 

 何とぞ、慎重審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（小林祥宏君） それでは議案の質疑に入ります。 

 議案第30号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議案第30号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

 以上で討論を終結いたします。 

 これより議案第30号 城里町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを

採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定

いたしました。 

─────────────────────────────── 
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議案書の差し替え 

 

○議長（小林祥宏君） ただいま町長より、日程第30、議案第31号についての議案書を差

し替えたいと申し出がございました。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） ご異議なしと認めます。よって、議案書を差し替えることに決定

をいたしました。 

 事務局長に議案書を配付させます。 

〔議案書配付〕 

─────────────────────────────── 

議案第３１号 城里町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ 

       いて 

 

○議長（小林祥宏君） 日程第30、議案第31号 城里町固定資産評価審査委員会委員の選

任につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長上遠野 修君。 

〔町長上遠野 修君登壇〕 

○町長（上遠野 修君） 議案第31号 城里町固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについてでありますが、任期満了に伴い、城里町高久334番地、小林悦

雄さん、城里町磯野38番地、冨永郁夫さん、城里町徳蔵984番地の１、山口充彦さんを選

任するものです。 

 ３名とも、性格は温厚にして人望も厚く、人格、識見ともに最適任者であります。よっ

て、地方税法第423条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 ご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小林祥宏君） それでは議案の質疑に入ります。 

 議案第31号についての質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議案第31号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

 以上で討論を終結いたします。 
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 これより議案第31号 城里町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定

いたしました。 

─────────────────────────────── 

請願第１号 町道１８号線改良工事に関する請願 

 

○議長（小林祥宏君） これより請願の審査に入ります。 

 お諮りいたします。 

 請願の議案朗読は省略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」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） ご異議なしと認めます。 

 よって、請願の議案朗読は省略することに決定しました。 

 日程第31、請願第１号 町道18号線改良工事に関する請願を議題といたします。 

 本案は、３月７日に教育産業常任委員会に付託されていたものであります。教育産業常

任委員長の報告を求めます。 

 教育産業常任委員長三村孝信君。 

〔教育産業常任委員長三村孝信君登壇〕 

○教育産業常任委員長（三村孝信君） 請願第１号 教育産業常任委員会委員長報告。 

 教育産業常任委員会を代表し、３月７日に付託されました請願第１号の審査結果につい

てご報告いたします。 

 ３月９日に本委員会を開催し、請願内容について審査をいたしました。請願第１号は、

町道18号線改良工事に関する請願につきまして、当委員会は慎重に審査し、全会一致で採

択することに決定いたしました。 

 以上、教育産業常任委員会としての委員長報告といたします。 

 議長においてお諮りをお願いいたします。 

○議長（小林祥宏君） お諮りいたします。 

 請願第１号については、ただいまの教育産業常任委員長の報告のとおり決定することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） ご異議なしと認めます。よって、請願第１号は採択することに決

定いたしました。 

─────────────────────────────── 
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日程追加 

 

○議長（小林祥宏君） ここで、日程の追加についてお諮りいたします。 

 ただいま町長から、議案第32号 工事請負契約の締結について提出したいとの申し出が

ありました。 

 この際、これを日程に追加し、追加日程第１として、直ちに議題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」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） ご異議なしと認めます。よって、追加日程第１を日程に追加し、

直ちに議題とすることに決定いたしました。 

 議会事務局長に追加日程を配付させます。 

〔追加日程配付〕 

─────────────────────────────── 

議案第３２号 工事請負契約の締結について 

 

○議長（小林祥宏君） 追加日程第１、議案第32号 工事請負契約の締結についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長上遠野 修君。 

〔町長上遠野 修君登壇〕 

○町長（上遠野 修君） 平成29年第１回城里町町議会定例会も本日最終日となりました

が、提出議案に追加がございましたので、概要についてご説明を申し上げます。 

 議案第32号 工事請負契約の締結についてでありますが、平成28年度城里町民センター

（仮）サッカー場整備工事の契約について、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条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

 以上、慎重審議の上、適切な議決を賜りますようお願いいたします。 

○議長（小林祥宏君） それでは議案の質疑に入ります。 

 議案第32号についての質疑を求めます。 

 質疑ありませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議案第32号に対する討論はございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小林祥宏君） 討論なしと認めます。 

 以上で討論を終結いたします。 

 これより議案第32号 工事請負契約の締結についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小林祥宏君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決することに決定

いたしました。 

─────────────────────────────── 

議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、日程第32、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査につい

てを議題といたします。 

 議会運営委員長より、会議規則第72条の規定により、お手元にお配りいたしました閉会

中に次期本会議の会期日程等議会の運営に関する事項について、閉会中の継続審査の申し

出があります。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から申し出

のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

─────────────────────────────── 

総務民生常任委員会の閉会中の所掌事務調査について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、日程第33、総務民生常任委員会の閉会中の所掌事務調査に

ついてを議題といたします。 

 総務民生常任委員長より、会議規則第72条の規定により、お手元にお配りいたしました

総務民生常任委員会に関する事項について、閉会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 総務民生常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） ご異議なしと認めます。したがって、総務民生常任委員長からの

申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

─────────────────────────────── 
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教育産業常任委員会の閉会中の所掌事務調査について 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、日程第34、教育産業常任委員会の閉会中の所掌事務調査に

ついてを議題といたします。 

 教育産業常任委員長より、会議規則第72条の規定により、お手元にお配りいたしました

教育産業常任委員会に関する事項について、閉会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 教育産業常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林祥宏君） ご異議なしと認めます。したがって、教育産業常任委員長からの

申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

─────────────────────────────── 

報告第 １号 城里町情報公開条例施行規則の一部を改正する規則 

報告第 ２号 城里町常北保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一 

       部を改正する規則 

報告第 ３号 城里町子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

報告第 ４号 城里町国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

報告第 ５号 城里町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関す 

       る規則の制定 

報告第 ６号 城里町スクールソーシャルワーカー配置事業実施要綱の制定 

報告第 ７号 城里町臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業実施要綱の制定 

報告第 ８号 城里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の制定 

報告第 ９号 城里町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスの事 

       業の人員，設備及び運営に関する基準を定める要綱の制定 

報告第１０号 城里町鳥獣害対策協議会補助金交付要綱の制定 

報告第１１号 城里町有害鳥獣捕獲箱わな購入設置補助金交付要綱の制定 

報告第１２号 城里町畜産クラスター協議会補助金交付要綱の制定 

報告第１３号 城里町営住宅入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱の制定 

報告第１４号 城里町行政改革大綱の策定 

報告第１５号 第３次城里町男女共同参画基本計画 

報告第１６号 城里町循環型社会形成推進地域計画 

報告第１７号 城里町一般廃棄物処理施設整備基本構想 

報告第１８号 城里町公共下水道事業経営戦略 

報告第１９号 城里町農業集落排水事業経営戦略 
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報告第２０号 城里町水道事業経営戦略 

報告第２１号 平成２８年度城里町教育委員会外部評価委員会点検評価報告書（平成２ 

       ７年度分対象） 

報告第２２号 城里町財務諸表４表（平成２７年度決算） 

報告第２３号 例月出納検査報告（１２月，１月，２月執行分） 

 

○議長（小林祥宏君） 次に、日程第35、報告第１号 城里町情報公開条例施行規則の一

部を改正する規則から日程第57、報告第23号 例月出納検査報告（12月，１月，２月執行

分）の23件については、後ほど、ご熟読願います。 

 以上で、今期定例会に付議されました議案は全て議了いたしました。 

─────────────────────────────── 

町長挨拶 

 

○議長（小林祥宏君） ここで、町長より発言を求められておりますので、この際、これ

を許可します。 

 町長上遠野 修君。 

〔町長上遠野 修君登壇〕 

○町長（上遠野 修君） 平成29年第１回城里町議会定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶

を申し上げます。 

 本議会に提案しました議案等につきましては、慎重審議をいただき厚く御礼を申し上げ

ます。 

 また、議員各位から賜りました貴重なご意見等につきましては、今後の町政執行の参考

とさせていただきたいと存じます。引き続き格別なるご理解とご協力を賜りますようお願

いを申し上げます。 

 また、今回、まことに残念ながら、議員のご理解を得られませんでした予算案件、人事

案件については、再考をさせていただきたいと存じます。 

 城里町の行政の役割は、町民を幸せにするお手伝いをすることだと思います。議会とし

ても同じ思いだと思いますので、ぜひこれから話し合いをさせていただき、建設的な議論

をされていただきたいと思います。 

 最後になりますが、まだまだ朝夕寒さが続いております。議員各位には、体調管理には

十分注意され、町政発展のため、重ねてご尽力をいただきたくお願い申し上げまして、私

の挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

─────────────────────────────── 

議長挨拶 



－７２－ 

 

 

○議長（小林祥宏君） 閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員各位には、会期中、終始熱心なるご審議と議会運営には格別なるご配慮を賜り、こ

こに全議案を審議できましたこと、心から御礼と感謝を申し上げます。 

 執行部におかれましては、議員各位からのご指摘については十分に研究され、効果的な

住民福祉向上に尽力されることを望みます。 

─────────────────────────────── 

閉会の宣告 

 

○議長（小林祥宏君） 以上で、平成29年第１回城里町議会定例会を閉会いたします。 

 長期間にわたり大変お疲れさまでございました。 

午後 ３時１４分閉会 

 


