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高鍋町告示第39号 

 平成27年第４回高鍋町議会定例会を次のとおり招集する。 

    平成27年12月１日 

                              高鍋町長 小澤 浩一 

１ 期 日  平成27年12月７日（月） 

２ 場 所  高鍋町議会議場 

──────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

池田  堯君          水町  茂君 

山本 隆俊君          津曲 牧子君 

岩村 道章君          岩﨑 信や君 

青木 善明君          柏木 忠典君 

後藤 正弘君          中村 末子君 

黒木 博行君          黒木 正建君 

春成  勇君          八代 輝幸君 

緒方 直樹君          永友 良和君 

──────────────────────────────── 

○12月９日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○12月10日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○12月11日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○12月17日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

──────────────────────────────── 



- 2 - 

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

平成27年 第４回（定例）高 鍋 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                           平成27年12月７日（月曜日） 

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

議事日程（第１号） 

                       平成27年12月７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 諸報告 

      （１）議長の会務報告 

      （２）議員派遣の報告 

      （３）例月現金出納検査結果報告 

      （４）定期監査結果報告 

      （５）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 議案第56号 多面的機能支払交付金事業の事務の委託について 

 日程第５ 議案第57号 高鍋町職員等の旅費に関する条例の一部改正について 

 日程第６ 議案第58号 高鍋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

る条例の一部改正について 

 日程第７ 議案第59号 高鍋町税条例の一部改正について 

 日程第８ 議案第60号 平成２７年度高鍋町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第９ 議案第61号 平成２７年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第10 議案第62号 平成２７年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第11 選挙第１号 高鍋町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 

──────────────────────────────── 

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 諸報告 

      （１）議長の会務報告 

      （２）議員派遣の報告 

      （３）例月現金出納検査結果報告 

      （４）定期監査結果報告 

      （５）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 議案第56号 多面的機能支払交付金事業の事務の委託について 

 日程第５ 議案第57号 高鍋町職員等の旅費に関する条例の一部改正について 

 日程第６ 議案第58号 高鍋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



- 3 - 

る条例の一部改正について 

 日程第７ 議案第59号 高鍋町税条例の一部改正について 

 日程第８ 議案第60号 平成２７年度高鍋町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第９ 議案第61号 平成２７年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第10 議案第62号 平成２７年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第11 選挙第１号 高鍋町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 

──────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番 池田  堯君       ２番 水町  茂君 

３番 山本 隆俊君       ５番 津曲 牧子君 

６番 岩村 道章君       ７番 岩﨑 信や君 

８番 青木 善明君       10番 柏木 忠典君 

11番 後藤 正弘君       12番 中村 末子君 

13番 黒木 博行君       14番 黒木 正建君 

15番 春成  勇君       16番 八代 輝幸君 

17番 緒方 直樹君       18番 永友 良和君 

──────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

──────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

──────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 田中 義基君    事務局補佐 鳥取 和弘君 

議事調査係長 矢野 由香君                 

──────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 小澤 浩一君   副町長 ………………… 川野 文明君 

教育長 ………………… 島埜内 遵君   教育委員長 …………… 黒木 知文君 

農業委員会会長 ……… 坂本 弘志君   代表監査委員 ………… 黒木 輝幸君 

総務課長 ……………… 森  弘道君   政策推進課長 ………… 三嶋 俊宏君 

建設管理課長 ………… 惠利 弘一君   農業委員会事務局長 … 鳥井 和昭君 

産業振興課長 ………… 川野 和成君   会計管理者兼会計課長 … 間  省二君 

町民生活課長 ………… 杉  英樹君   健康保険課長 ………… 徳永 惠子君 

福祉課長 ……………… 河野 辰己君   税務課長 ……………… 宮崎守一朗君 

上下水道課長 ………… 吉田 聖彦君   教育総務課長 ………… 中里 祐二君 

社会教育課長 ………… 稲井 義人君                      



- 4 - 

──────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（永友 良和）  おはようございます。只今から、平成２７年第４回高鍋町議会定例

会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 この際、議会運営委員会の報告を求めます。委員長、中村末子議員。 

○議会運営委員会委員長（中村 末子君）  おはようございます。 

 平成２７年第４回定例議会が招集されたことに伴い、去る１２月２日、午前１０時より、

第３会議室において委員全員出席、副町長及び総務課長、政策推進課長の執行部及び日程

調整のための議会事務局職員２名が出席しました。 

 今回の議案は、多面的機能支払交付金管理に関して、木城町への委託１件、条例の一部

改正３件、一般会計補正予算、特別会計補正予算２件の計７件と、選挙管理委員会及び補

充員の選挙があります。 

 議案に対する説明を執行部に求め、委員からの質疑を求めましたがありませんでした。 

 日程について、議会事務局長に説明を求め、この日程どおりで進めることに、委員全員

賛成でした。 

 なお、一般質問に関しては、今回は９名の議員が質問者となりますが、９日５人と、

１０日４人で進行することも合わせて報告いたします。 

 また、意見書の用意もあるようです。 

 なお、議会進行に関して、委員より要望及び提案がありましたが、いずれも議会をス

ムーズに進行するために必要なことであればよろしいのではないかとの意見がありました

ことをつけ加えて、議会運営委員会の報告といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（永友 良和）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、１３番、黒木博行議員、

１４番、黒木正建議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．諸報告 

○議長（永友 良和）  日程第２、諸報告を行います。 

 まず、議長の会務報告につきましては、別紙がお手元に配付してありますが、これによ

り朗読及び説明を省略して差し支えありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって、議長の会務報告は朗読及び説明

を省略いたします。 

 次に、議員派遣の報告につきましては、別紙がお手元に配付してありますが、このとお
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り派遣しましたので、これにより報告といたします。 

 次に、例月現金出納検査結果に関する報告が提出されましたのでお手元に配付してあり

ます。 

 次に、定期監査結果報告を求めます。黒木輝幸代表監査委員。 

○代表監査委員（黒木 輝幸君）  おはようございます。地方自治法第１９９条第４項及び

高鍋町監査委員条例第５条の規定に基づき、定期監査を実施しましたので、監査委員２名

を代表いたしまして、監査結果を御報告いたします。 

 監査の結果につきましては、平成２７年１１月１３日付で町長、町議会議長、教育長、

農業委員会会長に報告書を提出をいたしました。 

 監査結果報告書は、皆様のお手元に配付されております。その概要について御報告申し

上げます。 

 まず第１に監査の対象及び重点事項としましたのは、本庁舎内７課２局、教育委員会

２課、選挙管理委員会及び報告書に記載しております施設の備品の管理状況についてでご

ざいます。 

 第２に監査の期間でございますが、平成２７年１０月２６日から平成２７年１０月

３０日まで実質監査日数５日間でございます。 

 第３に監査の方法でございますが、各課、局の関係者立ち会いのもと、備品管理簿、備

品整理表と現物の照合をしました。 

 第４に監査の結果について申し上げます。各課、局、施設ともに高鍋町財務規則に基づ

いた分類方法により、備品管理簿、備品管理カードは整理をされておりまして、備品の現

在高は備品管理簿と一致し、正確かつ適正に管理されていることを認めました。 

 なお、既に使用不能な物品も見受けられましたので、廃棄処分等適切に処理をされるよ

うに申し添えます。 

 また、膨大な点数の備品を管理する上で、コンピュータの活用を検討されることを提言

をいたします。 

 今回、監査の対象となりました備品の現在高は別表のとおりでございます。 

 以上、御報告いたします。 

○議長（永友 良和）  次に、町長の政務報告を行います。町長。 

○町長（小澤 浩一君）  おはようございます。平成２７年９月１日から１１月３０日まで

の主な政務について御報告を申し上げます。 

 まず、町民の日記念式典及び社会福祉大会についてでございますが、１０月１日、高鍋

町美術館で開催をいたしました。多くの町民の皆様に御出席いただき、さまざまな分野で

貢献された方々を表彰いたしました。 

 次に、高鍋城灯籠まつりについてでございますが、１０月１０日から１１日にかけて開

催されました。晴天にも恵まれ、幻想的な風景が約４万人の心を魅了しました。また、姉

妹都市や秋月家の皆様方との交流会も開催し、さらなる親交を深めることができました。 
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 次に、子育て応援フェスティバルについてでございますが、１０月２５日、健康づくり

センターにおいて、町内保育園など関係団体の御協力のもと開催いたしました。本フェス

ティバルも、本年で１０年目を迎えたことから、前日に高鍋町美術館において、子育てに

関する映画上映会、記念講演を行いました。両日合わせて約１,８００人の親子連れでに

ぎわいました。 

 次に、消防団公開機庫点検についてでございますが、１１月１４日、秋の全国火災予防

運動に合わせて、消防団各部機庫の一斉点検を行いました。各部とも、創意工夫をしなが

ら点検整備を行っており、不備な点もなく、町民の生命と財産を守る消防団に対する心強

さを改めて感じたところであります。 

 以上、その他の政務、要望活動等につきましては、お手元の政務報告にて御確認いただ

きますよう、お願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  以上で、日程第２、諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．会期の決定 

○議長（永友 良和）  日程第３、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は会期日程予定表のとおり、本日から１２月１７日まで

の１１日間にしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から１７日までの

１１日間に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第５６号 

日程第５．議案第５７号 

日程第６．議案第５８号 

日程第７．議案第５９号 

日程第８．議案第６０号 

日程第９．議案第６１号 

日程第１０．議案第６２号 

○議長（永友 良和）  次に、日程第４、議案第５６号多面的機能支払交付金事業の事務の

委託についてから、日程第１０、議案第６２号平成２７年度高鍋町介護保険特別会計補正

予算（第３号）まで、以上７件を一括議題といたします。 

 一括して、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（小澤 浩一君）  議案第５６号多面的機能支払交付金事業の事務の委託についてか

ら、議案第６２号平成２７年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてまで、

一括して提案理由を申し上げます。 
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 まず、議案第５６号多面的機能支払交付金事業の事務の委託についてでございますが、

本案は、一ツ瀬川広域協定に係る多面的機能支払交付金に関する事務の管理及び執行を、

地方自治法第２５２条の１４、第１項の規定により協議で規約を定め、木城町に委託する

ことについて、同条第３項の規定により準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定に

より議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第５７号高鍋町職員等の旅費に関する条例の一部改正についてでございます

が、本案は、平成２８年１０月から東日本大震災の被災地である岩手県大槌町の復興支援

業務に派遣する職員に支給する旅費の規定を追加するため、所要の改正を行うものでござ

います。 

 次に、議案第５８号高鍋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

例の一部改正についてでございますが、本案は、専門的資格や経験を有する非常勤職員の

確保を目的として、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第５９号高鍋町税条例の一部改正についてでございますが、本案は、地方税

法等の一部改正に伴い所要の改正を行うもので、内容の主なものは、徴収猶予及び職権に

よる換価の猶予に係る猶予金額の納付方法等、納税者の申請による換価の猶予制度及び猶

予に係る担保の徴収の基準等を定めるものでございます。 

 次に、議案第６０号平成２７年度高鍋町一般会計補正予算（第３号）についてでござい

ますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ２億９万３,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を、それぞれ８３億１,１７８万８,０００円とするものでございます。 

 補正の主なものは、歳出では、ふるさと納税謝礼品費の追加、高鍋高校ラグビー部全国

大会出場補助金、地方バス路線維持費補助金、障害者介護給付費及び訓練等給付費の追加、

放課後児童健全育成事業の追加、不快害虫ヤンバルトサカヤスデ駆除費の追加、高品質茶

生産技術確立支援事業補助金、多面的機能支払交付金事業、一ツ瀬川広域協定負担金、東

児湯高等職業訓練校負担金、脇地区急傾斜地崩壊対策事業負担金の追加、小丸団地Ｅ棟外

壁等改修事業、西中学校南校舎外壁等改修事業等で、財源につきましては、国・県支出金、

寄附金、町債等でございます。あわせて、庁舎別館建設事業、ほか３件の繰越明許費の設

定、廃棄物処理委託ほか１０件の債務負担行為の追加補正、並びに急傾斜地崩壊対策事業

ほか２件の地方債の変更を行うものでございます。 

 次に、議案第６１号平成２７年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

てでございますが、今回の補正は、平成２８年度の施設維持管理等委託に伴う債務負担行

為を設定するものでございます。 

 次に、議案第６２号平成２７年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第３号）について

でございますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ１０万２,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を、それぞれ１８億６,４２７万７,０００円とするものでございます。 

 補正の内容といたしましては、歳出では、過年度分の介護保険料還付に係る償還金の増

額及び特定入所者介護サービス費等の予算調整で、財源につきましては、一般会計繰入金
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でございます。あわせまして、高鍋町地域包括支援センター運営事業委託及び介護予防事

業委託に伴う債務負担行為の設定を行うものでございます。 

 以上、７件の議案につきまして、御審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上です。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．選挙第１号 

○議長（永友 良和）  次に、日程第１１、選挙第１号高鍋町選挙管理委員会委員及び同補

充員の選挙を行います。 

 本件は、地方自治法第９７条及び第１８２条の規定に基づき、高鍋町選挙管理委員会委

員及び同補充員のそれぞれ４名を選挙するものでございます。 

 ここでしばらく休憩いたします。１０時３５分より再開いたしたいと思います。 

午前10時19分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時35分再開 

○議長（永友 良和）  再開いたします。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定に

より指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって、高鍋町選挙管理委員会委員及び

同補充員の選挙の方法につきましては、指名推選とすることに決定いたしました。 

 続いて、お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することに

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって、指名の方法につきましては、議

長において指名することに決定いたしました。 

 只今より、指名を行います。 

 高鍋町選挙管理委員会委員に吉川雅聰氏、竹原則夫氏、酒匂英子氏、中村康夫氏、以上

の４名を指名いたします。 

 お諮りいたします。只今議長において指名いたしました４名を、高鍋町選挙管理委員会

委員の当選人とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。よって、以上の４名が高鍋町選挙管理委員会

委員に当選されました。 

 次に、高鍋町選挙管理委員会委員補充員に宮越純子氏、小原光郎氏、原田博樹氏、鈴木

良一氏、以上の４名を指名いたします。 

 お諮りいたします。只今議長において指名いたしました４名を、高鍋町選挙管理委員会
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委員補充員の当選人と定めることにし、補充員の順位は指名の順位とすることに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。よって、以上の４名が、高鍋町選挙管理委員

会委員補充員に当選されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（永友 良和）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 なお、この後１０時５０分より議員協議会を第３会議室において開会いたします。よろ

しくお願いいたします。 

 お疲れさまでした。 

午前10時37分散会 

────────────────────────────── 

 


