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高鍋町告示第47号 

 令和元年第４回高鍋町議会定例会を次のとおり招集する。 

    令和元年11月29日 

                              高鍋町長 黒木 敏之 

１ 期 日  令和元年12月５日（木） 

２ 場 所  高鍋町役場議場 

──────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

田中 義基君          永友 良和君 

八代 輝幸君          松岡 信博君 

後藤 正弘君          黒木 博行君 

黒木 正建君          古川  誠君 

中村 末子君          春成  勇君 

日髙 正則君          杉尾 浩一君 

緒方 直樹君          青木 善明君 

──────────────────────────────── 

○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 

 

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

令和元年 第４回（定例）高 鍋 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                           令和元年12月５日（木曜日） 

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

議事日程（第１号） 

                       令和元年12月５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70号 高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設の指定管理者指定について 

 日程第５ 議案第71号 高鍋町総合交流ターミナル施設の設置及び管理に関する条例の

廃止について 

 日程第６ 議案第72号 高鍋町総合交流ターミナル施設整備基金の設置、管理及び処分

に関する条例の廃止について 

 日程第７ 議案第73号 財産の無償譲渡について 

 日程第８ 議案第74号 高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第９ 議案第75号 高鍋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制

定について 

 日程第10 議案第76号 一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定について 

 日程第11 議案第77号 高鍋町附属機関設置条例の制定について 

 日程第12 議案第78号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 日程第13 議案第79号 高鍋町職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正につ

いて 

 日程第14 議案第80号 高鍋町消防団条例の一部改正について 

 日程第15 議案第81号 高鍋町印鑑条例の一部改正について 

 日程第16 議案第82号 高鍋町地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

 日程第17 議案第83号 高鍋町水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第18 議案第84号 令和元年度高鍋町一般会計補正予算（第７号） 

 日程第19 議案第85号 令和元年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 
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 日程第20 議案第86号 令和元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21 議案第87号 令和元年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第22 議案第88号 令和元年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第23 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70号 高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設の指定管理者指定について 

 日程第５ 議案第71号 高鍋町総合交流ターミナル施設の設置及び管理に関する条例の

廃止について 

 日程第６ 議案第72号 高鍋町総合交流ターミナル施設整備基金の設置、管理及び処分

に関する条例の廃止について 

 日程第７ 議案第73号 財産の無償譲渡について 

 日程第８ 議案第74号 高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第９ 議案第75号 高鍋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制

定について 

 日程第10 議案第76号 一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定について 

 日程第11 議案第77号 高鍋町附属機関設置条例の制定について 

 日程第12 議案第78号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 日程第13 議案第79号 高鍋町職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正につ

いて 

 日程第14 議案第80号 高鍋町消防団条例の一部改正について 

 日程第15 議案第81号 高鍋町印鑑条例の一部改正について 

 日程第16 議案第82号 高鍋町地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

 日程第17 議案第83号 高鍋町水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第18 議案第84号 令和元年度高鍋町一般会計補正予算（第７号） 

 日程第19 議案第85号 令和元年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 
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 日程第20 議案第86号 令和元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21 議案第87号 令和元年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第22 議案第88号 令和元年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第23 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（14名） 

１番 田中 義基君       ２番 永友 良和君 

３番 八代 輝幸君       ５番 松岡 信博君 

６番 後藤 正弘君       ７番 黒木 博行君 

８番 黒木 正建君       10番 古川  誠君 

11番 中村 末子君       12番 春成  勇君 

13番 日髙 正則君       14番 杉尾 浩一君 

15番 緒方 直樹君       16番 青木 善明君 

──────────────────────────────── 

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 川野 和成君   事務局長補佐 岩佐 康司君 

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   副町長 ………………… 児玉 洋一君 

教育長 ………………… 川上  浩君   農業委員会会長 ……… 坂本 弘志君 

代表監査委員 ………… 黒木 輝幸君                      

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………… 河野 辰己君 

財政経営課長 ………… 徳永 惠子君   建設管理課長 ………… 惠利 弘一君 

農業政策課長 ………… 横山 英二君   農業委員会事務局長 … 飯干 雄司君 

地域政策課長 ………… 渡部 忠士君                      

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

町民生活課長 ………… 山下 美穂君   健康保険課長 ………… 宮越 信義君 

福祉課長 ……………… 中里 祐二君   税務課長 ……………… 杉  英樹君 

上下水道課長 ………… 吉田 聖彦君   教育総務課長 ………… 野中 康弘君 

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

──────────────────────────────── 
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午前10時00分開会 

○議長（青木 善明）  おはようございます。只今から令和元年第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、永友良和議員。 

○議会運営委員会委員長（永友 良和君）  おはようございます。令和元年第４回高鍋町議

会定例会の招集に伴いまして、先日１２月２日に第３会議室において、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、執行部より副町長及び関係課長２名の３名、日

程説明のため、議会事務局長と係長の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。 

 本定例会に付議されます案件は、議案第７０号高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設の指

定管理者指定について、議案第７１号高鍋町総合交流ターミナル施設の設置及び管理に関

する条例の廃止についてなど、条例の廃止が２件、議案第７３号財産の無償譲渡について、

議案第７４号高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正など、条例の一部改正が

６件、議案第７５号高鍋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につ

いてなど、条例の制定が４件、議案第８４号令和元年度高鍋町一般会計補正予算（第

７号）及び議案第８５号令和元年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）など、

特別会計補正予算が４件、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、以

上２０件であります。 

 特に意見はなく、委員全員一致で今定例会に提案することで意見の一致を見ました。 

 その後、議会事務局長により日程についての説明を受け、会期につきましては本日

１２月５日より１２月１７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ま

したので御報告いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（青木 善明）  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、８番、黒木正建議員、１０番、

古川誠議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．諸報告 

○議長（青木 善明）  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（青木 善明）  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、別紙がお手元に配布してありますが、このとお

り派遣しましたので、これにより報告とします。 

 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条第１項の規定に基づき、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、令和元年１１月１１日付で、町長、町議会議長、教育長、

選挙管理委員会委員長、農業委員会会長に報告書を提出いたしました。 

 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、監査の対象といたしましたのは、本町庁舎１１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を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、令和元年１０月１７日から１０月２４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合いのもと、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されており、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

よう申し添えます。 

 また、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、総数１万

５０２点でございます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（青木 善明）  次に、町長の政務報告を行います。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  おはようございます。令和元年９月１日から令和元年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、姉妹都市交流についてでございますが、米沢市市制施行１３０周年に伴う記念式

典が９月１日に、記念フォーラムが９月２８日に開催され、参加してまいりました。 

 また、９月２９日には、昨年度から延期となりました朝倉市での姉妹都市文化大交流会

に、１１月２日には串間市民秋祭りに伴う交流会に参加いたしました。姉妹都市それぞれ

の文化に触れ、本町と姉妹都市とのきずなをより一層深めることができました。 

 次に、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
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美術館で開催いたしました。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。また、式典後にはタカナベカイドウ町木指定セレモニー

も開催いたしました。命名していただきました南谷先生や多数の団体、町民の皆様の思い

を受けて、町木指定に至ったものでございます。町内一円で育み、まちづくりのシンボル

ツリーとして、高鍋町発展につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、近畿高鍋会総会及び関東地区高鍋町人会総会についてでございますが、近畿高鍋

会総会が１０月１９日に大阪市で、関東地区高鍋町人会総会が１１月１６日に横浜市で開

催され、計８６名の方々に御参加いただきました。今後も継続的な活動と新会員の勧誘な

どをお願いし、近畿高鍋会及び関東地区高鍋町人会と高鍋町の発展につながるよう期待し

ているところでございます。 

 次に、消防団公開機庫点検についてでございますが、１０月２０日に消防団各部機庫の

一斉点検を行いました。各部とも火災等に備え、それぞれ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、町民の生命や財産を守る消防団の頼もしさを改めて感じ

ることができました。 

 次に、高鍋城灯籠まつりについてでございますが、本年度は台風の影響が予想されたこ

とから日程が変更となり、１０月２６日のみ、舞鶴公園周辺で開催されました。約１万基

の幻想的な明かりが、約１万５,０００人の心を魅了しました。また、姉妹都市や秋月家

の方々との交流会を開催し、さらなる親交を深めることができました。 

 次に、餃子のまち高鍋推進協議会設立総会についてでございますが、１０月３１日に高

鍋商工会館で開催されました。同協議会は、餃子を通じた高鍋町の観光振興や農商工業振

興、経済活性化等を目的に設立され、１８店舗が加入されました。今後、餃子のまち高鍋

の認知度向上や交流人口増加に向けて取り組んでいただけるものと期待しております。 

 以上、その他の政務・要望活動につきましては、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（青木 善明）  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（青木 善明）  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

１７日までの１３日間にしたいと思います。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（青木 善明）  異議なしと認めます。したがって、会期は、本日から１２月１７日

までの１３日間に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第７０号 

日程第５．議案第７１号 
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日程第６．議案第７２号 

日程第７．議案第７３号 

日程第８．議案第７４号 

日程第９．議案第７５号 

日程第１０．議案第７６号 

日程第１１．議案第７７号 

日程第１２．議案第７８号 

日程第１３．議案第７９号 

日程第１４．議案第８０号 

日程第１５．議案第８１号 

日程第１６．議案第８２号 

日程第１７．議案第８３号 

日程第１８．議案第８４号 

日程第１９．議案第８５号 

日程第２０．議案第８６号 

日程第２１．議案第８７号 

日程第２２．議案第８８号 

○議長（青木 善明）  次に、日程第４、議案第７０号高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設

の指定管理者指定についてから、日程第２２、議案第８８号令和元年度高鍋町介護保険特

別会計補正予算（第３号）まで、以上、１９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７０号高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設の指定管理者指

定についてから、議案第８８号令和元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７０号高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設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、本施設について特

定非営利活動法人ふぁむ・ふぁーむ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７１号高鍋町総合交流ターミナル施設の設置及び管理に関する条例の廃止

についてから、議案第７３号財産の無償譲渡についてでございますが、これらにつきまし

ては、高鍋町総合交流ターミナル施設に関する事業を、継続していただける譲渡予定者が

決定いたしましたことから、令和２年４月１日をもって施設を譲渡するため、関係条例の

廃止及び財産の無償譲渡について、議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第７４号高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、議案

第７９号高鍋町職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正について及び議案第

８０号高鍋町消防団条例の一部改正について並びに議案第８１号高鍋町印鑑条例の一部改
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正についてでございますが、これらにつきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る

措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関係法が改正さ

れたことなどから、関係条例の改正を行うものでございます。 

 また、一部重複いたしますが、議案第７４号高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の

一部改正についてから議案第７９号高鍋町職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部

改正につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、

関係条例の制定及び改正を行うものでございます。 

 次に、議案第８２号高鍋町地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正についてでございますが、本案につきましては、児童福祉法・家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、成年被後見人等の欠格条項の見直し、地域型

保育事業に求められる連携施設の確保義務の緩和などに関し、所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 次に、議案第８３号高鍋町水道事業給水条例の一部改正についてでございますが、本案

につきましては、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が

設けられたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 また、学校教育法及び技術士法の一部改正に伴い、布設工事監督者、水道技術管理者及

び水質検査を実施する者の資格要件を改正するものでございます。 

 次に、議案第８４号令和元年度高鍋町一般会計補正予算（第７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１億２,２０９万６,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ１０５億５,１１３万円とするものでございます。 

 補正の主なものは、歳出では子ども医療費助成、アフリカ豚コレラ等緊急総合対策事業、

甘味資源作物生産向上支援事業補助金、総合交流ターミナル施設整備事業、農業基盤整備

促進事業、企業立地補助金、東京２０２０オリンピック聖火リレー事業、町道維持整備事

業の増額でございます。 

 財源につきましては、国・県支出金、総合交流ターミナル施設整備基金繰入金、繰越金

及び町債等でございます。 

 あわせて、農業基盤整備促進事業ほか６件の繰越明許費の設定、廃棄物処理委託ほか

１４件の債務負担行為の追加及び地方債について、県営防災ダム事業ほか３件の変更を行

うものでございます。 

 次に、議案第８５号令和元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１,７８５万４,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２７億８,９５６万１,０００円とするものでございます。 

 補正の主なものといたしましては、令和元年度の医療費見込みに伴い、歳出の療養費及

び高額療養費を増額するもので、財源といたしましては、県支出金でございます。 

 次に、議案第８６号令和元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１,７２３万１,０００円を追加し、
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歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億２,５１１万３,０００円とするものでございます。 

 補正の主なものといたしましては、一般会計繰出金の増額で、財源といたしましては、

広域連合からの返還金でございます。 

 次に、議案第８７号令和元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、令和２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８８号令和元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８件の債務負担行為の設定を行うものでございます。 

 以上、１９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。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．選挙第１号 

○議長（青木 善明）  次に、日程第２３、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あります。 

 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項に規定に

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（青木 善明）  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。指名の方法については、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（青木 善明）  異議なしと認めます。したがって、指名の方法については、議長に

おいて指名することに決定いたしました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

午前10時22分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時24分再開 

○議長（青木 善明）  再開いたします。 

 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、酒匂英子氏、中村康夫氏、宮越純子氏、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。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  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、鈴木良一氏、井上丈夫氏、長谷川ゆり子氏、

相馬宗典氏、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（青木 善明）  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（青木 善明）  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。 

午前10時25分散会 

────────────────────────────── 

 

 

 


