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午前10時30分開議 

○議長（後藤 隆夫）  おはようございます。 

 只今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）  １３番。おはようございます。 

 当初に申し上げました追加議案が２件追加されましたので、議長室において昨日１７時

５０分より議会運営委員会を開きました。 

 １件は、平成２０年度一般会計補正予算（第６号）が新たに追加されました。常任委員

会において必要な追加議案のため、本日に質疑、討論、採決をお願いいたします。 

 もう１件は、小丸川土地改良区などから、尾鈴地区土地改良事業負担軽減に関する請願

が提出され、この後に紹介議員からの説明を受けます。委員より、請願で提出された案件

は非常に重要な内容でありますので、議員全員での協議が望ましいのではないかとの意見

があり、他の意見も賛成し、特別委員会を設置しその中で十分で審議を行うことになりま

した。 

 また、委員から日程について、審査時間が窮屈ではないか、審査の時間が保障されない

ことは、議員としての役割が果たせないのではないかとの意見があり、十分な日程確保の

ため、１６日は休会としておりましたが午後からの審査時間を確保したところです。した

がって、請願のための特別委員会は、１３日の一般質問終了後、１６日の卒業式終了後午

後２時から、１７日の一般質問終了後確保することで、委員全員の一致を見たところです。 

 以上、御報告を申し上げます。 

○議長（後藤 隆夫）  只今報告がありましたとおり、本日の会議での議事日程につきまし

ては、２件を追加提案し、お手元にお配りをしましたとおり議事を進めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第４２号 

○議長（後藤 隆夫）  次に、日程第１、議案第４２号平成２０年度高鍋町一般会計補正予

算（第６号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（小澤 浩一君）  町長。議案第４２号平成２０年度高鍋町一般会計補正予算（第

６号）について提案理由を申し上げます。 
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 今回の補正は、蚊口地区学習等供用施設並びに高鍋町老人福祉館及び高鍋町老人福祉館

別館の指定管理者指定に伴う指定期間５年間分の管理委託料について、債務負担行為の設

定を行うものでございます。 

 以上、本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。 

○議長（後藤 隆夫）  続いて、担当課長の詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（正﨑  博君）  財政課長。只今の議案第４２号の、平成２０年度高鍋町一般

会計補正予算（第６号）について、詳細説明を申し上げます。 

 議案第４２号につきましては、議案第２７号蚊口地区学習等供用施設の指定管理者指定

について及び議案第２８号高鍋町老人福祉館及び高鍋町老人福祉館別館の指定管理者指定

について、この２議案に伴いますそれぞれの施設の管理委託の債務負担行為の補正、追加

をお願いするものでございます。 

 具体的に申しますと、蚊口地区学習等供用施設管理委託が、期間が平成２０年度から平

成２５年度間、限度額３９０万円。それから、高鍋町老人福祉館及び高鍋町老人福祉館別

館管理委託を、期間平成２０年度から平成２５年度、限度額を１,１５０万円とするもの

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 隆夫）  以上で説明は終わりました。 

 それから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 隆夫）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 隆夫）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４２号を起立によって採決をいたします。本件は原案のとおり決定する

ことに賛成議員は御起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後藤 隆夫）  起立全員であります。したがって、議案第４２号平成２０年度高鍋

町一般会計補正予算（第６号）は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．請願第１号 

○議長（後藤 隆夫）  次に、日程第２、請願第１号尾鈴地区土地改良事業農家負担軽減に

関する請願を議題といたします。 

 紹介議員の説明を求めます。山本隆俊議員。 

○１７番（山本 隆俊君）  １７番。おはようございます。 

 請願第１号尾鈴地区土地改良事業農家負担軽減に関する請願。 



- 142 - 

 紹介議員、山本隆俊、池田堯。 

 平成２１年３月６日、請願者代表、小丸川土地改良区理事長長友國起、お染ヶ岡管理組

合理事長長友國起、児湯農業協同組合代表理事組合長金田清夫。 

 尾鈴地区土地改良事業農家負担軽減に関する請願。 

 趣旨、尾鈴地区土地改良事業国営事業分及び県営事業分の農家負担について軽減をお願

いしたい。 

 理由、尾鈴地区土地改良事業については、国営事業が平成８年から施行され、平成

２３年度完成を目途に事業が進められています。また、県営事業についても、今年度鬼ケ

久保工区が調査、設計を実施しています。近年、農家の高齢化等により農用地の集積化が

図られ、農家等の経営規模が拡大される中で、燃料、肥料の高騰、農産物価格の低迷など、

農業農家等を取り巻く情勢は大変厳しくなっています。そのような中で、政府は国民生活

の安定を図るため、食料自給率５０％を目指しています。これらの状況を打破し、食料自

給率の向上を図るとともに、農業農家等の経営安定を図るべく、尾鈴地区土地改良事業国

営事業分及び県営事業分の負担軽減について、特段の御配慮を講じていただきますようお

願い申し上げます。請願事項一つ、尾鈴地区土地改良事業国営及び県営事業分の農家負担

金を、同一事業を実施する川南町、都農町と同等とすること。 

 以上であります。 

○議長（後藤 隆夫）  お諮りをいたします。請願第１号につきましては、議長及び紹介議

員２名の計３名を除く１３名をもって構成する請願審査特別委員会を設置、これに付託し

て審査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（後藤 隆夫）  異議なしと認めます。したがって、請願第１号につきましては、議

長及び紹介議員２名の計３名を除く１３名をもって構成する請願審査特別委員会を設置、

これに付託して審査することに決定をいたしました。 

 なお、委員長には、産業建設常任委員会委員長、副委員長には、産業建設常任委員会副

委員長を指名したいと思いますが御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 隆夫）  異議なしと認めます。したがって、委員長には、産業建設常任委員

会委員長、副委員長には、産業建設常任委員会副委員長が決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（後藤 隆夫）  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれで散会

をいたします。 

 なお、この後１０時５０分から特別委員会を開催をいたします。 

午前10時43分散会 

────────────────────────────── 


