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高鍋町告示第59号 

 令和４年第４回高鍋町議会定例会を次のとおり招集する。 

    令和４年12月５日 

                              高鍋町長 黒木 敏之 

１ 期 日  令和４年12月９日（金） 

２ 場 所  高鍋町役場議場 

──────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

日髙 正則君          森﨑 英明君 

橋  重文君          春成  勇君 

兒玉 秀人君          中村 末子君 

田中 義基君          森  弘道君 

加藤 秀文君          樫原 富子君 

松岡 信博君          緒方 直樹君 

古川  誠君          永友 良和君 

──────────────────────────────── 

○12月13日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○12月19日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○12月20日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○12月21日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

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

令和４年 第４回（定例）高 鍋 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                           令和４年12月９日（金曜日） 

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

議事日程（第１号） 

                       令和４年12月９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）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 議案第61号 高鍋町持田地区高齢者福祉センターの指定管理者指定について 

 日程第５ 議案第62号 高鍋町自動車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正

について 

 日程第６ 議案第63号 高鍋町個人情報保護法施行条例の制定について 

 日程第７ 議案第64号 高鍋町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

 日程第８ 議案第65号 令和４年度高鍋町一般会計補正予算（第８号） 

 日程第９ 議案第66号 令和４年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第10 議案第67号 令和４年度高鍋町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第68号 令和４年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第12 議案第69号 令和４年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

──────────────────────────────── 

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）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 議案第61号 高鍋町持田地区高齢者福祉センターの指定管理者指定について 

 日程第５ 議案第62号 高鍋町自動車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正

について 

 日程第６ 議案第63号 高鍋町個人情報保護法施行条例の制定について 
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 日程第７ 議案第64号 高鍋町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

 日程第８ 議案第65号 令和４年度高鍋町一般会計補正予算（第８号） 

 日程第９ 議案第66号 令和４年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第10 議案第67号 令和４年度高鍋町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第68号 令和４年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第12 議案第69号 令和４年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

──────────────────────────────── 

出席議員（14名） 

１番 日髙 正則君       ２番 森﨑 英明君 

３番 橋  重文君       ５番 春成  勇君 

６番 兒玉 秀人君       ７番 中村 末子君 

８番 田中 義基君       10番 森  弘道君 

11番 加藤 秀文君       12番 樫原 富子君 

13番 松岡 信博君       14番 緒方 直樹君 

15番 古川  誠君       16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 徳永 惠子君   事務局長補佐 井戸川 隆君 

議事調査係長 橋本 由香君                 

──────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 黒木 敏之君   教育長 ………………… 島埜内 遵君 

代表監査委員 ………… 三輪 見敏君                      

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………… 野中 康弘君 

財政経営課長 ………… 飯干 雄司君   建設管理課長 ………… 吉田 聖彦君 

農業政策課長 ………… 濱本 明俊君   農業委員会事務局長 … 杉  英樹君 

地域政策課長 ………… 日高 茂利君                      

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 鳥井 和昭君 

町民生活課長 ………… 鳥取 和弘君   健康保険課長 ………… 山下 美穂君 

福祉課長 ……………… 杉田 将也君   税務課長 ……………… 宮越 信義君 

上下水道課長 ………… 渡部 忠士君   教育総務課長 ………… 横山 英二君 

社会教育課長 ………… 岩佐 康司君                      
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──────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（永友 良和）  おはようございます。只今から令和４年第４回高鍋町議会定例会を

開会いたします。 

 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、日髙正則議員。 

○議員運営委員会委員長（日髙 正則君）  おはようございます。 

 令和４年第４回高鍋町議会定例会の招集に伴いまして、去る１２月６日午前１０時より

第３会議室におきまして議会運営委員全員、議長、副議長はオブザーバーとして出席、執

行部より総務課長、財政経営課長の２名、議会事務局より日程説明のため事務局長と補佐

の２名が出席し、議会運営委員会を開催いたしましたので御報告いたします。 

 今回の定例会に提案されます案件は、議案第６１号高鍋町持田地区高齢者福祉センター

の指定管理者指定について、議案第６２号高鍋町自動車等駐車場の設置及び管理に関する

条例の一部改正について、議案第６３号高鍋町個人情報保護法施行条例の制定について、

議案第６４号高鍋町下水道事業の設置等に関する条例の制定について及び議案第６５号令

和４年度高鍋町一般会計補正予算（第８号）など補正予算が５件で合計９件であります。 

 執行部から説明を受け質疑を求めましたが、特に質疑はなく、説明資料を配付すること

が求められましたので、本日お手元に配付されております。 

 事務局の日程説明後、会期については本日１２月９日から１２月２１日までの１３日間

で行うことで委員全員の意見の一致を見たところであります。 

 また、今回の一般質問者は９名で、２日間となっております。 

 コロナ禍での定例会でありますが、議会のスムーズな運営に議員各位及び執行部の皆様

方の御協力をお願いいたしまして報告といたします。 

────────────・────・──────────── 

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、３番、橋重文議員、５番、春

成勇議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

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。 
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 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

り派遣いたしましたので、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、町長の政務報告を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  皆様、おはようございます。 

 令和４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日土曜日、

第１会議室にて開催いたしました。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から出

席者を制限しての開催となりましたが、行政や福祉分野等に貢献されました１０人と２団

体に対しまして表彰を行いました。 

 次に、高鍋城灯籠まつりについてでございますが、１０月２８日金曜日及び２９日土曜

日の２日間にかけて、３年ぶりに舞鶴公園周辺にて開催されました。当日は天候にも恵ま

れ、会場全体を包む約１万基の幻想的な明かりが約３万人の来場者の心を魅了しました。

今回は、昨年、高鍋町ふるさと応援大使に就任いただきましたお笑いトリオ、ジェラード

ンのかみちぃさんにも御出演いただき、会場を大いに盛り上げていただきました。 

 次に、秋月家の四兄弟「四哲」シンポジウムについてでございますが、１１月６日日曜

日、本町に関わる偉人や高鍋藩の藩校明倫堂に焦点を当てる歴史シンポジウムの第４弾と

して美術館にて開催いたしました。明倫堂で学び、明治維新の時代に志を持って羽ばたい

た秋月家の四兄弟水筑弦太郎、黒水長平、秋月左都夫、鈴木馬左也にスポットを当て、町

内外から１４５名の方に御参加をいただきました。基調講演やパネルディスカッションを

開催し、まちづくりに通じる教育や理念を学ぶことができました。また、本町の活性化に

ついての意見も出されるなど、改めてまちづくりについて考えるよい機会となったものと

考えております。 

 次に、高鍋高校創立１００周年記念式典についてでございますが、１１月１９日土曜日、

高鍋高校体育館にて開催されました。当日は生徒や教職員、卒業生ら約８４０人が参加し、

式典では高鍋藩の藩校明倫堂の精神や高鍋高校の伝統的な教育理念を継承しつつ、新時代

を切り開いていくことなどが述べられました。創立１００周年を契機に、さらに自主性や

創造性の高い世界に羽ばたくような人材の育成に寄与されるものと期待しております。 

 次に、小丸川宮越地区総合内水対策事業完成式についてでございますが、１１月２３日

水曜日、宮越排水機場にて開催されました。地域住民の皆様とともに積極的な要望活動を

展開し、令和元年８月の宮越排水機場整備期成同盟会の結成から３年余りで排水機場が完

成いたしました。今年の９月１日から暫定運用が始まり、同じく９月に発生し激甚災害に

も指定されました台風１４号襲来の際にはポンプを稼働させ、区域内の家屋の浸水被害を

防ぐなど、早速その効果が現れました。今後、地域の内水被害が軽減されるとともに、地

域住民の皆様の安心安全に寄与するものと大いに期待しております。 
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 以上、その他の政務及び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申し上げます。 

○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いたします。 

 お諮りいたします。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

２１日までの１３日間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、会期は本日から１２月２１日ま

での１３日間に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第６１号 

日程第５．議案第６２号 

日程第６．議案第６３号 

日程第７．議案第６４号 

日程第８．議案第６５号 

日程第９．議案第６６号 

日程第１０．議案第６７号 

日程第１１．議案第６８号 

日程第１２．議案第６９号 

○議長（永友 良和）  日程第４、議案第６１号高鍋町持田地区高齢者福祉センターの指定

管理者指定についてから、日程第１２、議案第６９号令和４年度高鍋町介護保険特別会計

補正予算（第３号）まで、以上９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（黒木 敏之君）  議案第６１号高鍋町持田地区高齢者福祉センターの指定管理者指

定についてから、議案第６９号令和４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。 

 まず、議案第６１号高鍋町持田地区高齢者福祉センターの指定管理者指定についてでご

ざいますが、本案は地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、本施設について高鍋

町持田地域まちづくり協議会を指定管理者として指定したいので、同法第２４４条の２第

６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６２号高鍋町自動車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いてでございますが、高鍋駅利用者の負担軽減及び利便性向上等を図るため、高鍋駅前自

動車等駐車場の一時駐車及び定期使用につきまして、使用料の改正を行うものでございま

す。自動車につきましては、最初の１時間以内を無料とし、自動二輪、自転車、原動機付
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自転車につきましては無料とするものでございます。 

 次に、議案第６３号高鍋町個人情報保護法施行条例の制定についてでございますが、今

般、各地方公共団体が条例において規定していた個人情報の取扱い等を一元化した個人情

報の保護に関する法律の一部を改正する法律が可決し、令和５年４月１日から施行される

ことに伴い、同法の施行及び本町の個人情報の保護のために必要な事項に関し、新たに条

例を定めるとともに、現行の高鍋町個人情報保護条例を廃止するものでございます。 

 次に、議案第６４号高鍋町下水道事業の設置等に関する条例の制定についてでございま

すが、本案は平成３１年１月の総務大臣通知による要請を踏まえ、令和５年４月１日から

下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用し、企業会計へ移行させるために必要な

条例を制定するものです。併せて関係する高鍋町下水道事業特別会計設置条例及び高鍋町

下水道事業財政調整基金条例を廃止するものです。 

 次に、議案第６５号令和４年度高鍋町一般会計補正予算（第８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１億６,３６９万円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１０６億１,５５９万１,０００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、歳出は、燃料、肥料、資材の高騰により経営が逼迫して

いる農家及び光熱費等の高騰の影響を受ける医療機関、福祉施設等に対して支援金を給付

するもの、また、令和４年４月以降に出産された方を対象に出産・子育て応援交付金を支

給する制度が創設されましたので、そのために必要となる費用などを計上するものでござ

います。 

 歳入は、国庫支出金、県支出金、寄附金、財政調整基金繰入金及びふるさとづくり基金

繰入金の増額などでございます。併せて町単独道路改良事業ほか３件の繰越明許費の設定、

廃棄物処理委託ほか２２件の債務負担行為の追加を行うものでございます。 

 次に、議案第６６号令和４年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第４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１,０３６万円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ２６億５,４６６万６,０００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、歳出では見込みに伴う保険給付費の増額、県負担金返還

金の増額で、歳入では、県支出金、普通交付金、繰越金の増額でございます。併せて国保

市町村事務処理標準システム保守業務委託ほか１件の債務負担行為の設定を行うものでご

ざいます。 

 次に、議案第６７号令和４年度高鍋町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１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６７５万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ５億４,１５３万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、歳出では見込みに伴う保険料負担金の増額で、歳入では

保険料の増額でございます。 

 次に、議案第６８号令和４年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（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３７５万５,０００円を追加し、歳入歳
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出予算の総額をそれぞれ３億４,５６６万円とするものでございます。 

 補正の主な内容といたしましては、歳出は、令和３年度分の消費税及び地方消費税が確

定したことによる消費税の増額及び高鍋浄化センターの光熱水費の増額でございます。歳

入は、財源調整のための一般会計繰入金の増額でございます。併せまして施設維持管理費

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６９号令和４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予算の総額に変更はなく、高鍋町地域包括支援セン

ター運営事業委託ほか１０件の債務負担行為の設定を行うものでございます。 

 以上、９件の議案につきまして御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○７番（中村 末子君）  議長、ちょっとお願いがあるんですが、よろしいでしょうか。 

○議長（永友 良和）  ７番、中村末子議員。 

○７番（中村 末子君）  新人議員もいらっしゃいますので、できれば今の町長の口述書を

各議員に配付していただくよう要求したいと思います。 

○議長（永友 良和）  はい、大丈夫だそうです。 

────────────・────・──────────── 

○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、１０時３０分より、第３会議室におきまして議員協議会を開催いたしますので、

１０時３０分までに第３会議室にお集まり願います。 

 以上で、本日の会議を閉じます。 

午前10時20分散会 

────────────────────────────── 


