平成３１年第１回大仙市議会定例会会議録第５号

平成３１年３月１５日（金曜日）

議

事

日

程

第

５

号
平成３１年３月１５日（金曜日）午前１０時開議

第

１

議長報告

・平成３０年度定期監査報告書
・平成３０年度行政監査報告書
・例月現金出納検査結果

第

２

議案第

５号

大仙 市職員の 勤務時間 、休暇等 に関する 条例の一 部を改正する
条例の制定について
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第

３

議案第

６号

大仙 市職員の 自己啓発 等休業に 関する条 例の一部 を改正する条
例の制定について（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第

４

議案第

７号

大仙 市一般職 の職員の 給与に関 する条例 の一部を 改正する条例
の制定について

第

５

議案第

８号

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

大仙 市特別職 の職員で 非常勤の ものの報 酬、費用 弁償等に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第

６

議案第

９号

大仙 市災害弔 慰金の支 給等に関 する条例 の一部を 改正する条例
の制定について

第

７

議案第 １０号

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

大仙 市国民健 康保険高 額療養資 金貸与基 金条例の 一部を改正す
る条例の制定について
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第

８

議案第 ２４号

総務 部及び市 民部に係 る消費税 法及び地 方税法の 一部改正に伴
う関係条例の整備に関する条例の制定について
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第

９

議案第 ２８号

大仙 市上淀川 エコ対策 コミュニ ティセン ター条例 を廃止する条
例の制定について（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）
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第１０

議案第 ２５号

企画 部、農林 部及び経 済産業部 に係る消 費税法及 び地方税法の
一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１１

議案第２９号

大仙市人材育成基金条例を廃止する条例の制定について
（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１２

議案第３２号

大仙市小水力発電施設運営基金条例の制定について
（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１３

議案第 １１号

大仙 市長寿祝 金給付条 例の一部 を改正す る条例の 制定について
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１４

議案第 １２号

大仙 市へき地 保育所条 例の一部 を改正す る条例の 制定について
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１５

議案第 １３号

大仙 市保健セ ンター設 置条例の 一部を改 正する条 例の制定につ
いて

第１６

議案第１４号

（ 教 育福祉委 員長報告 ・質疑 ・討論・ 表決）

大仙市公民館条例の一部を改正する条例の制定について
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１７

議案第 １５号

生涯 学習施設 及びスポ ーツ施設 の料金の 見直し等 に伴う関係条
例の整備に関する条例の制定について
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１８

議案第 １６号

大仙 市大曲多 目的集会 施設等の 設置及び 管理等に 関する条例の
一部を改正する条例の制定について
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１９

議案第 １７号

大仙 市立大曲 病院事業 の設置等 に関する 条例の一 部を改正する
条例の制定について
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第２０

議案第 ２６号

健康 福祉部、 生涯学習 部及び市 立大曲病 院に係る 消費税法及び
地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
について

第２１

議案第 ３０号

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

大仙 市西仙北 青少年自 然の家設 置条例を 廃止する 条例の制定に
ついて

（ 教 育福祉委 員長報告 ・質疑 ・討論・ 表決）
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第２２

議案第 ３１号

大仙 市総合民 俗資料交 流館条例 を廃止す る条例の 制定について
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第２３

議案第 ３５号

平成 ３１年度 大仙市ス キー場事 業特別会 計への繰 入れについて
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第２４

議案第 １８号

大仙 市道路占 用料徴収 条例の一 部を改正 する条例 の制定につい
て

第２５

議案第１９号

（ 建 設水道委 員長報告 ・質疑 ・討論・ 表決）

大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定について
（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第２６

議案第 ２０号

大仙 市水道事 業及び下 水道事業 の設置等 に関する 条例の一部を
改正する条例の制定について
（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第２７

議案第 ２１号

大仙 市の債権 の管理に 関する条 例の一部 を改正す る条例の制定
について

第２８

議案第 ２２号

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

大仙 市水道事 業給水条 例の一部 を改正す る条例の 制定について
（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第２９

議案第２３号

大仙市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について
（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第３０

議案第 ２７号

建設 部に係る 消費税法 及び地方 税法の一 部改正に 伴う関係条例
の整備に関する条例の制定について
（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第３１

議案第３３号

大仙市災害危険区域に関する条例の制定について
（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第３２

議案第３４号

市道の路線の認定、廃止及び変更について
（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第３３

議案第３６号

平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第８号）
（各常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第３４

議案第 ３７号

平成 ３０年度 大仙市国 民健康保 険事業特 別会計補 正予算（第２
号）

第３５

議案第３８号

（総 務民生委 員長報告 ・質疑・ 討論・表決）

平成３０年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）

（ 総 務民生委 員長報告 ・質疑 ・討論・ 表決）
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第３６

議案第３９号

平成３０年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第３７

議案第４０号

平成３０年度大仙市太陽光発電事業特別会計補正予算（第１
号）

第３８

議案第４１号

（総 務民生委 員長報告 ・質疑・ 討論・表決）

平成３０年度大仙市淀川財産区特別会計補正予算（第１号）
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第３９

議案第４２号

平成３０年度大仙市上水道事業会計補正予算（第２号）
（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第４０

議案第４３号

平成３０年度大仙市簡易水道事業会計補正予算（第３号）
（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第４１

議案第６２号

平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第９号）
（各常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第４２

議案第４４号

平成３１年度大仙市一般会計予算
（各常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第４３

議案第４５号

平成３１年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第４４

議案第４６号

平成３１年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第４５

議案第４７号

平成３１年度大仙市学校給食事業特別会計予算
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第４６

議案第４８号

平成３１年度大仙市奨学資金特別会計予算
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第４７

議案第４９号

平成３１年度大仙市スキー場事業特別会計予算
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第４８

議案第５０号

平成３１年度大仙市太陽光発電事業特別会計予算
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第４９

議案第５１号

平成３１年度大仙市小水力発電事業特別会計予算
（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第５０

議案第５２号

平成３１年度大仙市内小友財産区特別会計予算
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）
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第５１

議案第５３号

平成３１年度大仙市大川西根財産区特別会計予算
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第５２

議案第５４号

平成３１年度大仙市荒川財産区特別会計予算
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第５３

議案第５５号

平成３１年度大仙市峰吉川財産区特別会計予算
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第５４

議案第５６号

平成３１年度大仙市船岡財産区特別会計予算
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第５５

議案第５７号

平成３１年度大仙市淀川財産区特別会計予算
（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第５６

議案第５８号

平成３１年度市立大曲病院事業会計予算
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第５７

議案第５９号

平成３１年度大仙市上水道事業会計予算
（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第５８

議案第６０号

平成３１年度大仙市簡易水道事業会計予算
（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第５９

議案第６１号

平成３１年度大仙市下水道事業会計予算
（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第６０

請願第 １０号

国に 対し「消 費税増税 中止を求 める意見 書」の提 出を求める請
願書

第６１

陳情第 ２３号

（ 総 務民生委 員長報告 ・質疑 ・討論・ 表決）

幼児 教育・保 育の無償 化、待機 児童解消 、保育士 の処遇改善の
ための必要な措置を国に求める陳情書
（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第６２

意見書 案第１５ 号

幼児教育 ・保育の 無償化、 待機児童 解消、保 育士の処遇改
善のための必要な措置を求める意見書
（質疑・討論・表決）

第６３

各委員会からの閉会中の継続審査及び所管事務調査の申し出について

出席議員（２７人）
１番

高

橋

幸

晴

２番

小笠原
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昌

作

３番

三

浦

常

男

４番

佐

藤

７番

石

塚

１０番

藤

田

１４番

後

藤

１７番

児

玉

２０番

橋

２３番
２６番

隆

盛

５番

挽

野

利

恵

６番

秩

父

博

樹

柏

８番

冨

岡

喜

芳

９番

本

間

輝

男

久

１１番

佐

藤

文

子

１３番

小

松

栄

治

健

１５番

佐

藤

育

男

１６番

古

谷

武

美

裕

一

１８番

佐

藤

芳

雄

１９番

髙

橋

徳

久

本

五

郎

２１番

渡

邊

秀

俊

２２番

佐

藤

清

吉

金

谷

道

男

２４番

大

山

利

吉

２５番

鎌

田

正

高

橋

敏

英

２７番

橋

村

誠

２８番

茂

木

隆

和

欠席議員（０人）

遅刻議員（０人）
早退議員（０人）

説明のため出席した者
市

長

老

松

博

行

副

市

長

佐

藤

芳

彦

長

西

山

光

博

教

育

長

吉

川

正

一

代表監査委員

福

原

堅

悦

上下水道事業
管
理
者

今

野

功

成

総

務

部

長

舛

谷

祐

幸

企

五十嵐

秀

美

市

民

部

長

佐

川

浩

資

健康福祉部長

加

藤

農

林

部

長

福

田

浩

経済産業部長

高

橋

正

人

建

設

部

長

古

屋

利

彦

災害復旧事務所長

進

藤

孝

雄

病 院 事 務 長

冨

樫

公

誠

教育指導部長

高

野

一

志

生涯学習部長

安

達

成

年

総務部次長兼
総 務 課 長

福

原

勝

人

事

進

藤

稔

剛

査

佐

藤

和

人

副

市

画

部

長

実

議会事務局職員出席者
局

長

加

藤

博

勝

参

主

幹

冨

樫

康

隆

主
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席

主

午前１０時００分

開

議

○議長（茂木

隆）

おはようございます。これより本日の会議を開きます。

○議長（茂木

隆）

本日の議事は、議事日程第５号をもって進めます。

○議長（茂木

隆）

日程第１、この際、諸般の報告をいたします。

平成３ ０年度定 期監査 報告書、 行政監査 報告書及 び例月現 金出納検 査結果 が市監査委
員から提出されましたので、別添お手元に配付のとおり報告いたします。

○議長 （茂木

隆）

次 に、日 程第２、 議案第５ 号から日 程第９、 議案第２ ８号までの８

件を一括して議題といたします。
本８件に関し、委員長の報告を求めます。総務民生常任委員長２３番金谷道男君。
（「はい、議長、２３番」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、２３番。
【２３番

金谷道男議員

○総務民生常任委員長（金谷道男）

登壇】

おはようございます。

本会議 第４日、 当委員 会に審査 付託とな りました 事件につ いて、去 る３月 ７日並びに
８日の２ 日間にわ たって 委員会を 開催し、 所管関係 部長等の 出席を求 め、慎 重審査いた
しましたので、その経過及び結果について順次ご報告いたします。
はじめ に、議案 第５号 「大仙市 職員の勤 務時間、 休暇等に 関する条 例の一 部を改正す
る条例の制定について」は、当局の説明に対し、質疑において「超過勤務の上限を月
４５時間 、年３６ ０時間 と定めよ うとする ものだが 、現状こ れを超え て働い ている実態
はあるの か。また 、超え て働いた 場合はど うなるの か。」と の質問に は、「 それぞれの
課の繁忙 期によっ ては上 限を超え て働いて いる場合 もある。 上限を超 えた場 合は、６カ
月以内に検証を行うということが義務づけられている。当市では昨年１１月から毎月
行ってい る庁議で 報告さ せ、長時 間労働の 実質的検 証を行い 、是正に 努めて いる。」と
の答弁でした。
その他 、２、３ の質疑 がありま したが、 当局の説 明を了と し、討論 はなく 、採決の結
果、出席 委員の一 致をも ちまして 、本件は 原案のと おり可決 すべきも のと決 した次第で
あります。
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次に、 議案第６ 号「大 仙市職員 の自己啓 発等休業 に関する 条例の一 部を改 正する条例
の制定に ついて」 は、当 局の説明 を了とし 、質疑、 討論はな く、採決 の結果 、出席委員
の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、 議案第７ 号「大 仙市一般 職の職員 の給与に 関する条 例の一部 を改正 する条例の
制定につ いて」は 、当局 の説明に 対し、質 疑におい て「業績 評価は誰 がどの ようにして
評価する のか。ま た、支 所の場合 はどうな るのか。 」との質 問には「 ４月初 めに職員そ
れぞれが 目標を立 て、１ 年後にそ れがどの 程度達成 できたか を、まず 自分で 評価し、次
に課長が 評価する 。さら に部長が 確認し、 確定する 。支所の 場合は、 課長が 評価し、支
所長が確認することとなる。」との答弁でした。
その他 、質疑が ありま したが、 当局の説 明を了と し、討論 はなく、 採決の 結果、出席
委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、 議案第８ 号「大 仙市特別 職の職員 で非常勤 のものの 報酬、費 用弁償 等に関する
条例の一 部を改正 する条 例の制定 について 」は、当 局の説明 に対し、 質疑に おいて「財
産区管理 委員会の 活動は 会議以外 にどのよ うなもの があり、 その活動 にも報 酬は支払わ
れるのか 。」との 質問に は「会議 以外にも 山林の検 分や研修 会等があ り、こ ういった職
務に従事した時は報酬は支払われる。」との答弁でした。
その他 、２、３ の質疑 がありま したが、 当局の説 明を了と し、討論 はなく 、採決の結
果、出席 委員の一 致をも ちまして 、本件は 原案のと おり可決 すべきも のと決 した次第で
あります。
次に、 議案第９ 号「大 仙市災害 弔慰金の 支給等に 関する条 例の一部 を改正 する条例の
制定につ いて」は 、当局 の説明に 対し、質 疑におい て「災害 援護資金 の貸付 け実績はど
のくらい あるのか 。また 、返済が 滞ってい るケース があるの か。」と の質問 には「平成
２９年７ 月の水害 におい て、１５ ０万円ず つ３件、 合計４５ ０万円の 貸付け を行ってい
る。平成 ３３年度 以降か らの返済 となって いるため 、滞って いるケー スはな い。」との
答弁でした。
討論は なく、採 決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のと おり可決す
べきものと決した次第であります。
次に、 議案第１ ０号「 大仙市国 民健康保 険高額療 養資金貸 付基金条 例の一 部を改正す
る条例の 制定につ いて」 は、当局 の説明に 対し、質 疑におい て「今回 の時効 による不納
欠損は、 何件で理 由は何 か。」と の質問に は「合計 ４件で、 ３件が死 亡、１ 件が生活保
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護受給によるものである。」との答弁でした。
討論は なく、採 決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のと おり可決す
べきものと決した次第であります。
次に、 議案第２ ４号「 総務部及 び市民部 に係る消 費税法及 び地方税 法の一 部改正に伴
う関係条 例の整備 に関す る条例の 制定につ いて」は 、当局か らの内容 説明に 対し、質疑
において「消費税増税による１０月１日からの施設料金の引き上げの条例改正であるが、
現在の流 動的な状 況を踏 まえ、６ 月議会に 提出して もよかっ たのでは ないか 。今回提出
した理由 は何か。 」との 質問には 「当初予 算上、歳 入におい ても、消 費税か ら発生する
交付金等 を見込ん で編成 している 。当初予 算との統 一を図る ため、今 定例会 での提出と
した。」との答弁がありました。
討論に おいて、 「景気 は悪化傾 向にある 。実質賃 金も増え ず、消費 は落ち 込んだまま
である。本条例は増税ありきで公共料金使用料引き上げであるため本条例案に反対す
る。」と の発言が ありま した。挙 手による 採決の結 果、出席 委員の賛 成多数 をもちまし
て、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、 議案第２ ８号「 大仙市上 淀川エコ 対策コミ ュニティ センター 条例を 廃止する条
例の制定 について 」は、 当局の説 明に対し 、質疑に おいて「 今回の譲 渡に当 たって地元
住民の受 け入れは スムー ズに行わ れたのか 。」との 質問には 「受け入 れ先の 団体は、昨
年度まで指定管理をしていた団体なので、問題なく行われた。」との答弁でした。
討論は なく、採 決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のと おり可決す
べきものと決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長（茂木

隆）

ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【２３番

○議長 （茂木

隆）

金谷道男議員

降壇】

こ れより 討論を行 います。 討論の通 告があり ますので 発言を許しま

す。１０番藤田和久君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１０番。
【１０番

藤田和久議員
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登壇】

○１０ 番（藤田 和久）

日本共 産党の藤 田和久で ございま す。私は 、議案第 ２４号、総務

部及び市 民部に係 る消費 税法及び 地方税法 の一部改 正に伴う 関係条例 の整備 に関する条
例の制定について、反対討論を行います。
議案第 ２４号は 、中仙 農村環境 改善セン ター設置 条例や墓 地公園条 例等の 改正が行わ
れており ますが、 これら の料金改 定には１ ０月予定 されてい る消費税 増税分 も含まれて
おり、最 大の不公 平税制 である消 費税には 反対の立 場から、 議案第２ ４号に ついても反
対するものであります。
以上でございます。
【１０番
○議長 （茂木

隆）

藤田和久議員

降壇】

ほ かに討 論の通告 がありま せんので 、これに て討論を 終結いたしま

す。
これよ り、ただ いま議 題となっ ておりま す案件中 、議案第 ２４号、 総務部 及び市民部
に係る消 費税法及 び地方 税法の一 部改正に 伴う関係 条例の整 備に関す る条例 の制定につ
いてを採 決いたし ます。 この採決 は起立に よって行 います。 本件に対 する委 員長報告は
原案可決 でありま す。本 件は、委 員長報告 のとおり 決するこ とに賛成 の諸君 の起立を求
めます。
（賛成者２４人
○議長（茂木

隆）

起立）

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、 ただいま 議題と なってお ります案 件中、議 案第５号 から議案 第１０ 号まで及び
議案第２ ８号の７ 件を一 括して採 決いたし ます。本 ７件に対 する委員 長報告 は原案可決
であります。本７件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って本７ 件は、原 案のとお り可決されま

隆）

次 に、日 程第１０ 、議案第 ２５号か ら日程第 １２、議 案第３２号ま

した。

○議長 （茂木

での３件を一括して議題といたします。
本３件に関する、委員長の報告を求めます。企画産業常任委員長６番秩父博樹君。
（「はい、議長、６番」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、６番。
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【６番

秩父博樹議員

○企画 産業常任 委員長（ 秩父博 樹）

登壇】

今 期定例会 、本会議 第４日に 当常任委 員会に審査付

託となっ た事件に つきま して、去 る３月７ 日及び８ 日に委員 会を開催 し、所 管関係部長
等の出席 を求めて 慎重審 査いたし ましたの で、その 経過及び 結果につ いてご 報告いたし
ます。
はじめ に、議案 第２５ 号「企画 部、農林 部及び経 済産業部 に係る消 費税法 及び地方税
法の一部 改正に伴 う関係 条例の整 備に関す る条例の 制定につ いて」に つきま しては、委
員 か ら 「 死 亡 獣 畜 取 扱 場 に つ い て 、 過 去 に 利 用 実 績 は あ っ た か 。 」 と の 質 疑 に 対 し、
「平成２ ４年度に 牛舎の 火災によ り、中仙 の取扱場 で３頭の 利用実績 がある 。」との答
弁がありました。
当局か らの内容 説明を 了とし、 討論はな く、採決 の結果、 出席委員 の一致 をもちまし
て、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、 議案第２ ９号「 大仙市人 材育成基 金条例を 廃止する 条例の制 定につ いて」及び
議案第３ ２号「大 仙市小 水力発電 施設運営 基金条例 の制定に ついて」 の２件 につきまし
ては、当 局からの 内容説 明を了と し、質疑 、討論は なく、採 決の結果 、出席 委員の一致
をもちまして、本２件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長 （茂木

隆）

た だいま の委員長 報告に対 する質疑 を行いま す。質疑 はありません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【６番

○議長 （茂木

隆）

秩父博樹議員

降壇】

こ れより 討論を行 います。 討論の通 告があり ますので 発言を許しま

す。１１番佐藤文子さん。
（「はい、議長、１１番」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１１番。
【１１番

○１１ 番（佐藤 文子）

佐藤文子議員

登壇】

私は、 議案第２ ５号、企 画部、農 林部及び 経済産業 部に係る消費

税法及び 地方税法 の一部 改正に伴 う関係条 例の整備 に関する 条例の制 定につ いて、反対
の立場から討論いたします。
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本案は 、１０月 １日予 定とする 消費税１ ０パーセ ントへの 増税のた め、コ ミュニティ
センター や交流施 設等、 企画部、 農林部、 経済産業 部に係る ３８の公 共施設 について、
その使用 料に２パ ーセン ト増税分 を転嫁し 、使用料 の引き上 げを行う もので あります。
議案第 ２４号で 藤田議 員が述べ たように 、我々は 消費税増 税中止を 求める 立場から、
反対するものであります。
以上です。
【１１番
○議長 （茂木

隆）

佐藤文子議員

降壇】

ほ かに討 論の通告 がありま せんので 、これに て討論を 終結いたしま

す。
これよ り、ただ いま議 題となっ ておりま す案件中 、議案第 ２５号、 企画部 、農林部及
び経済産 業部に係 る消費 税法及び 地方税法 の一部改 正に伴う 関係条例 の整備 に関する条
例の制定 について を採決 いたしま す。この 採決は起 立によっ て行いま す。本 件に対する
委員長報 告は原案 可決で あります 。本件は 、委員長 報告のと おり決す ること に賛成の諸
君の起立を求めます。
（賛成者２４人
○議長（茂木

隆）

起立）

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、 ただいま 議題と なってお ります案 件中、議 案第２９ 号及び議 案第３ ２号の２件
を一括し て採決い たしま す。本２ 件に対す る委員長 報告は原 案可決で ありま す。本２件
は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って本２ 件は、原 案のとお り可決されま

隆）

次 に、日 程第１３ 、議案第 １１号か ら日程第 ２３、議 案第３５号ま

した。

○議長 （茂木

での１１件を一括して議題といたします。
本１１ 件に関し 、委員 長の報告 を求めま す。教育 福祉常任 委員長１ ３番小 松栄治君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１３番。
【１３番

小松栄治議員

○教育 福祉常任 委員長（ 小松栄 治）

登壇】

本 会議第４ 日に当委 員会に審 査付託と なりました事
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件につき まして、 去る３ 月７日及 び８日に 委員会を 開催し、 所管関係 部長等 の出席を求
めて慎重審査いたしましたので、その経過と結果について報告いたします。
議案第 １１号「 大仙市 長寿祝金 給付条例 の一部を 改正する 条例の制 定につ いて」であ
りますが 、当局か らの説 明に対し 、委員か ら「長寿 祝金は、 在宅の方 に手厚 く、施設入
所者と差 をつけて 支給し てきたが 、今回の 改正で同 額にする ことに当 たり、 どういう議
論をした のか。」 との質 疑があり 、これに 対しまし て当局か らは「施 設入所 者は、介護
保険サー ビスの公 費によ る給付を 受けてお り、半額 の支給と してきた が、現 在は、介護
サービス の種類も 提供施 設も多岐 にわたっ ていると のことか ら、長寿 祝金給 付条例の本
来の目的 でありま す『市 民の長寿 を祝うこ とととも にその福 祉を増進 する』 とした原点
に立ち返 り、在宅 、施設 の区分な く、純粋 に長寿を お祝いす るものと いうこ との考えに
至ったものである。」との答弁がありました。
また、委員から「平成２９年度で１００歳に達した方は市内に何人いるのか。そして、
在宅と施 設入所者 の割合 を教えて ほしい。 また、改 正するこ とにより 、平成 ３１年度は
どれくらいの額が減額になるのか。」との質疑があり、これに対しまして当局からは
「平成２ ９年度の 実績は 、８８歳 について は６８５ 人、金額 にいたし まして １，３７０
万円、１ ００歳に ついて は在宅者 ８人、施 設入所者 は１５人 、合わせ て２３ 人で、金額
にいたし まして３ １０万 円の実績 がありま した。３ １年度の 見込みは 、８８ 歳が７６８
人、１０ ０歳が４ ５人で あり、改 正するこ とによる 減額の見 込みは、 ８８歳 で７６８万
円、１００歳で３１０万円である。」との答弁がありました。
その他 、質疑は ありま したが、 討論にお いて委員 から「在 宅者と施 設入所 者が同額の
支給では納得できないとのことから、反対である。」との発言がありました。
挙手採 決の結果 、賛成 多数によ り、本件 は原案の とおり可 決すべき ものと 決した次第
であります。
次に、議案第１２号「大仙市へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定につい
て」及び 議案第１ ３号「 大仙市保 健センタ ー設置条 例の一部 を改正す る条例 の制定につ
いて」の ２件は、 当局の 内容説明 を了とし 、質疑、 討論はな く、採決 の結果 、出席委員
の一致を もちまし て、本 ２件は原 案のとお り可決す べきもの と決した 次第で あります。
次に、 議案第１ ４号「 大仙市公 民館条例 の一部を 改正する 条例の制 定につ いて」であ
りますが 、当局か らの説 明に対し まして委 員から「 統一した 基準で各 公民館 の使用料を
見直すと いうこと である が、使用 頻度は関 係なく、 時間と面 積で基準 を決め ているとい
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うことか 。」との 質疑が あり、こ れに対し まして当 局からは 「あくま でも時 間と部屋の
面積で基準を決めており、使用頻度は加味していない。」との答弁がありました。
当局の 説明を了 とし、 討論はな く、採決 の結果、 出席委員 の一致を もちま して、本件
は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、 議案第１ ５号「 生涯学習 施設及び スポーツ 施設の料 金の見直 しに伴 う関係条例
の整備に 関する条 例の制 定につい て」であ りますが 、当局の 説明に対 しまし て委員から
「トータル的に見て使用料は下がっているのか、上がっているのか。」との質疑があり、
これに対しまして当局からは「上がっているものもあれば、下がっているものもあるが、
全体的に 値上がり したよ うなイメ ージにな らない程 度の額を 設定して いる。 ただし、今
まで減免 規定等で 徴収で きなかっ た冷暖房 料につい ては、徴 収できる ように したことか
ら、全体的な収入は下がるものではない。」との答弁がありました。
そのほ か２、３ の質疑 がありま したが、 当局の説 明を了と し、討論 はなく 、採決の結
果、出席 委員の一 致をも ちまして 、本件は 原案のと おり可決 すべきも のと決 した次第で
あります。
次に、 議案第１ ６号「 大仙市大 曲多目的 集会施設 等の設置 及び管理 等に関 する条例の
一部を改 正する条 例の制 定につい て」であ りますが 、当局の 内容説明 を了と し、質疑及
び討論は なく、採 決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のと おり可決す
べきものと決しました。
次に、 議案第１ ７号「 大仙市立 大曲病院 事業の設 置等に関 する条例 の一部 を改正する
条例の制 定につい て」で あります が、当局 の説明に 対して委 員から「 １００ 万円規模に
値する損 害賠償等 の事案 は、最近 あったも のか。」 との質疑 があり「 平成２ １年に職員
の交通事 故の件で 、損害 賠償が１ ００万円 を超える 事案があ った。」 との答 弁がありま
した。
そのほ か質疑及 び討論 はなく、 採決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして 、本件は原
案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、 議案第２ ６号「 健康福祉 部、生涯 学習部及 び市立大 曲病院に 係る消 費税法及び
地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」でありますが、
当局の説 明に対し 質疑は なく、討 論におい て委員か ら「日本 共産党は 、消費 税に関して
反対の立場であるので、この条例については反対である。」との意見がありました。
挙手採 決の結果 、賛成 多数によ り、本件 は原案の とおり可 決すべき ものと 決した次第

- 204 -

であります。
次に、 議案第３ ０号「 大仙市西 仙北青少 年自然の 家設置条 例を廃止 する条 例の制定に
ついて」 及び議案 第３１ 号「大仙 市総合民 俗資料交 流館条例 を廃止す る条例 の制定につ
いて」並 びに議案 第３５ 号「平成 ３１年度 大仙市ス キー場事 業特別会 計への 繰入れにつ
いて」の３件は、当局の内容説明を了といたしまして、質疑、討論はなく、採決の結果、
出席委員 の一致を もちま して、本 ３件は原 案のとお り可決す べきもの と決し た次第であ
ります。
以上で報告を終わります。
○議長 （茂木

隆）

た だいま の委員長 報告に対 する質疑 を行いま す。質疑 はありません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【１３番

○議長 （茂木

隆）

小松栄治議員

降壇】

こ れより 討論を行 います。 討論の通 告があり ますので 発言を許しま

す。１１番佐藤文子さん。
（「議長、１１番」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１１番。
【１１番

○１１ 番（佐藤 文子）

佐藤文子議員

登壇】

私は、 議案第１ １号と議 案第２６ 号につい て２件、 反対の討論を

行います。
まず、 議案第１ １号は 、大仙市 長寿祝金 給付条例 の一部を 改正する 条例の 制定であり
ます。
本案は 、長寿祝 金につ いて、８ ８歳米寿 祝金につ いては、 これまで の２万 円から１万
円に、１００歳祝金については、在宅、施設区別なく支給額を１０万円とし、在宅の
１００歳祝金を１０万円引き下げるものであります。
反対の 理由は、 在宅で の１００ 歳を迎え られた方 への祝金 を１０万 円引き 下げること
には反対だからであります。
平成２ ９年度ま では施 設で１０ ０歳を迎 える方が 多かった のですが 、３０ 年度では在
宅で迎える方が多くなった。このことが今回の改定の真意であるように思えてなりま
せん。
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年々、 高齢化の 進展に より対象 者の増加 が見込ま れており ますが、 これま での１００
歳祝金の 支給状況 を見ま すと、２ ７年度は ２４人、 平成２８ 年度は２ ７人、 これをピー
クに平成 ２９年度 は２３ 人、平成 ３０年度 は２４人 と見込ん でおり、 この４ 年間は当初
見込みを大きく割っているのであります。
無事め でたく１ ００歳 を迎える ことは、 決して容 易なこと ではない という ふうに私は
感じます 。在宅で １００ 歳を迎え られた方 の多くが 、ご家族 の温かい 見守り や介護に支
えられて のことで あり、 無事１０ ０歳を迎 えた瞬間 の本人は もとより 、ご家 族の喜びや
様々な思いにしっかり心寄せて祝意を表す優しい大仙市であってほしいものであります。
したがっ て、在宅 の１０ ０歳長寿 の方には 、引き続 き２０万 円を給付 するよ う求めて討
論といたします。
次に、 議案第２ ６号、 健康福祉 部、生涯 学習部及 び市立大 曲病院に 係る消 費税法及び
地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてです。
本案は 、大仙市 市民会 館や健康 文化活動 センター 等、健康 福祉部、 生涯学 習部関連の
１２施設 の使用料 と市立 大曲病院 での各種 診断書作 成に係る 手数料に 消費税 ２パーセン
ト増税分を転嫁し、使用料、手数料を引き上げるものであります。
議案第２５号同様、消費税増税中止を求める立場から反対するものであります。
以上です。
【１１番
○議長 （茂木

隆）

佐藤文子議員

降壇】

ほ かに討 論の通告 がありま せんので 、これに て討論を 終結いたしま

す。
これよ り、ただ いま議 題となっ ておりま す案件中 、議案第 １１号、 大仙市 長寿祝金給
付条例の 一部を改 正する 条例の制 定につい てを採決 いたしま す。この 採決は 起立によっ
て行いま す。本件 に対す る委員長 報告は原 案可決で あります 。本件は 、委員 長報告のと
おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（賛成者２２人
○議長（茂木

隆）

起立）

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、 ただいま 議題と なってお ります案 件中、議 案第２６ 号、健康 福祉部 、生涯学習
部及び市 立大曲病 院に係 る消費税 法及び地 方税法の 一部改正 に伴う関 係条例 の整備に関
する条例 の制定に ついて を採決い たします 。この採 決は起立 によって 行いま す。本件に
対する委 員長報告 は原案 可決であ ります。 本件は、 委員長報 告のとお り決す ることに賛
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成の諸君の起立を求めます。
（賛成者２４人
○議長（茂木

隆）

起立）

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、 ただいま 議題と なってお ります案 件中、議 案第１２ 号から議 案第１ ７号まで及
び議案第 ３０号か ら議案 第３５号 までの９ 件を一括 して採決 いたしま す。本 ９件に対す
る委員長 報告は原 案可決 でありま す。本９ 件は、委 員長報告 のとおり 決する ことにご異
議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って本９ 件は、原 案のとお り可決されま

隆）

次 に、日 程第２４ 、議案第 １８号か ら日程第 ３２、議 案第３４号ま

した。

○議長 （茂木

での９件を一括して議題といたします。
本９件に関し、委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長７番石塚柏君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、７番。
【７番

○建設水道常任委員長（石塚

石塚柏議員
柏）

登壇】

ご報告いたします。

今次定 例会、本 会議第 ４日に当 委員会に 審査付託 となりま した事件 につき 、去る３月
７日及び ８日の両 日、委 員会を開 催し、所 管関係部 長等の出 席を求め て慎重 審査をいた
しましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。
はじめ に、議案 第１８ 号「大仙 市道路占 用料徴収 条例の一 部を改正 する条 例の制定に
ついて」 、議案第 １９号 「大仙市 公園条例 の一部を 改正する 条例の制 定につ いて」、議
案第２１ 号「大仙 市の債 権の管理 に関する 条例の一 部を改正 する条例 の制定 について」
及び議案 第２７号 「建設 部に係る 消費税法 及び地方 税法の一 部改正に 伴う関 係条例の整
備に関する条例の制定について」の４件につきましては、当局からの内容説明を了とし、
質疑、討 論はなく 、採決 の結果、 出席委員 の一致を もちまし て、本４ 件は原 案のとおり
可決すべきものと決した次第であります。
次に、 議案第２ ０号「 大仙市水 道事業及 び下水道 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」 につきま しては、 当局から の内容説 明に対し 、委員 から「上下
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水道事業 における 損害賠 償で、１ ０万円以 上のもの は、これ までに何 件あっ たか。」と
の質疑が あり、当 局から は「昨年 の９月定 例会で承 認いただ いた協和 地域の 漏水に関す
る損害賠償の１件だけである。」との答弁がありました。
また、 委員から 「入角 地区簡易 水道事業 について 、給水人 口が改正 前の５ ８６人から
４５２人 に減少し た理由 は何か。 」との質 疑があり 、当局か らは「合 併間も ない頃に整
備を開始 したもの だが、 その当時 に事業認 可を得た 給水区域 内の給水 人口が 、この十数
年間で人口減少したのが主な理由である。」との答弁がありました。
討論は なく、採 決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のと おり可決す
べきものと決した次第であります。
次に、議案第２２号「大仙市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につい
て」につ きまして は、当 局からの 内容説明 に対し、 委員から 「上水道 ・簡易 水道の給水
区域に連 絡管を整 備する 計画との ことだが 、既に連 絡管が整 備されて いると ころはある
のか。」との質疑があり、当局からは「２４給水区域のうち、神宮寺と南外の簡易水道、
それから 大沢郷と 強首の 簡易水道 の２カ所 で連絡管 が接続さ れている 。今後 、位置的に
近いとこ ろについ ては連 絡管を接 続し、断 水に対応 してまい りたい。 」との 答弁があり
ました。
討論は なく、採 決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のと おり可決す
べきものと決した次第であります。
次に、 議案第２ ３号「 大仙市下 水道条例 等の一部 を改正す る条例の 制定に ついて」に
つきまし ては、当 局から の内容説 明に対し 、委員か ら「下水 道等の施 設に排 水されない
水量を把握する減算メーターは、市で設置するのか。」との質疑があり、当局からは
「減算メ ーターそ のもの は市で貸 与するが 、設置に はメータ ーボック スとい うものが必
要になる 。そのボ ックス について は個人の 所有物と なるので 、個人の 負担で 設置してい
ただくことになる。」との答弁がありました。
そのほ か２、３ の質疑 がありま したが、 当局の内 容説明を 了とし、 討論は なく、採決
の結果、 出席委員 の一致 をもちま して、本 件は原案 のとおり 可決すべ きもの と決した次
第であります。
次に、 議案第３ ３号「 大仙市災 害危険区 域に関す る条例の 制定につ いて」 につきまし
ては、当 局からの 内容説 明に対し 、委員か ら「雄物 川中流部 に整備中 の輪中 堤の堤外地
に災害危 険区域を 指定す るとのこ とだが、 この区域 を外れた ところや 新たに 危険な箇所

- 208 -

が出てき た場合、 追加で 指定がで きるのか 。」との 質疑があ り、当局 からは 「関係者等
に説明会 を開催し 、ある 程度の了 解を得ら れれば追 加で指定 すること は可能 である。」
との答弁がありました。
討論は なく、採 決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のと おり可決す
べきものと決した次第であります。
次に、 議案第３ ４号「 市道の路 線の認定 、廃止及 び変更に ついて」 につき ましては、
当局から の内容説 明に対 し、委員 から「太 田地域と 美郷町と の市・町 境界変 更に伴い廃
止・認定 する路線 とある が、具体 的にはど ういうこ とか。」 との質疑 があり 、当局から
は「ほ場 整備によ り面工 事が行わ れ、道路 の付け替 えが伴う 。それに より、 町村界を新
たに変更 すること で市道 の廃止・ 認定が出 てくると いうこと である。 」との 答弁があり
ました。
討論は なく、採 決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のと おり可決す
べきものと決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長 （茂木

隆）

た だいま の委員長 報告に対 する質疑 を行いま す。質疑 はありません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【７番

○議長 （茂木

隆）

石塚柏議員

降壇】

こ れより 討論を行 います。 討論の通 告があり ますので 発言を許しま

す。１０番藤田和久君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１０番。
【１０番

○１０ 番（藤田 和久）

藤田和久議員

登壇】

日本共 産党の藤 田和久で す。私は 、議案第 １９号、 ２２号、２３

号、そして２７号の４本について反対討論を行います。
議案第 １９号、 大仙市 公園条例 の一部を 改正する 条例の制 定につい ては、 大仙市の公
園条例の 一部改正 を行う もので、 有料公園 施設使用 料等を別 表に規定 し、そ の使用料の
改定を行 っており ますが 、我が党 は最大の 不公平税 制である 消費税が 含まれ ているとい
うことで反対するものであります。
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また、 議案第２ ２号は 、水道事 業条例の 一部を改 正する条 例でござ います が、その中
で水道使 用基本料 金等の 改定が行 われてお り、その 料金にも １０月増 税予定 の消費税が
含まれております。
議案第 ２３号は 、下水 道条例等 の一部を 改正する 条例です が、その 中で使 用料等の改
定が行われており、その料金には１０月増税予定の消費税が含まれております。
議案第 ２７号は 、建設 部に係る 消費税法 及び地方 税法の一 部改正に 伴う関 係条例の整
備であり、１０月増税予定の消費税が含まれております。
我が党 は、消費 税は所 得の低い 人ほど重 税となり 、格差拡 大を進め るとい う点で、最
大の不公 平税制で あり、 消費税制 の廃止も 含めて、 消費税に は反対を してい るところで
ございます。
こ の 四 つ の 議 案 に は 、 １ ０ 月 に 予 定 さ れ て い る 消 費 税 増 税 分 も 含 ま れ て お り ま す。
よって、 議案第１ ９号、 議案第２ ２号、議 案第２３ 号、議案 第２７号 には、 反対するこ
とを表明して、反対討論を終わりたいと思います。
以上です。
【１０番
○議長 （茂木

隆）

藤田和久議員

降壇】

ほ かに討 論の通告 がありま せんので 、これに て討論を 終結いたしま

す。
これよ り、ただ いま議 題となっ ておりま す案件中 、議案第 １９号、 大仙市 公園条例の
一部を改 正する条 例の制 定につい てを採決 いたしま す。この 採決は起 立によ って行いま
す。本件 に対する 委員長 報告は原 案可決で あります 。本件は 、委員長 報告の とおり決す
ることに賛成の諸君の起立を求めます。
（賛成者２４人
○議長（茂木

隆）

起立）

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、 ただいま 議題と なってお ります案 件中、議 案第２２ 号、大仙 市水道 事業給水条
例の一部 を改正す る条例 の制定に ついてを 採決いた します。 この採決 は起立 によって行
います。 本件に対 する委 員長報告 は原案可 決であり ます。本 件は、委 員長報 告のとおり
決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（賛成者２４人
○議長（茂木

隆）

起立）

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、 ただいま 議題と なってお ります案 件中、議 案第２３ 号、大仙 市下水 道条例等の
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一部を改 正する条 例の制 定につい てを採決 いたしま す。この 採決は起 立によ って行いま
す。本件 に対する 委員長 報告は原 案可決で あります 。本件は 、委員長 報告の とおり決す
ることに賛成の諸君の起立を求めます。
（賛成者２４人
○議長（茂木

隆）

起立）

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、 ただいま 議題と なってお ります案 件中、議 案第２７ 号、建設 部に係 る消費税法
及び地方 税法の一 部改正 に伴う関 係条例の 整備に関 する条例 の制定に ついて を採決いた
します。 この採決 は起立 によって 行います 。本件に 対する委 員長報告 は原案 可決であり
ます。本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（賛成者２４人
○議長（茂木

隆）

起立）

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、 議案第１ ８号、 議案第２ ０号、議 案第２１ 号、議案 第３３号 及び議 案第３４号
の５件を 一括して 採決い たします 。本５件 に対する 委員長報 告は原案 可決で あります。
本５件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って本５ 件は、原 案のとお り可決されま

隆）

次 に、日 程第３３ 、議案第 ３６号か ら日程第 ４１、議 案第６２号ま

した。

○議長 （茂木

での９件を一括して議題といたします。
本９件 に関し、 各委員 長の報告 を求めま す。はじ めに、総 務民生常 任委員 長２３番金
谷道男君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、２３番。
【２３番

金谷道男議員

○総務民生常任委員長（金谷道男）

登壇】

ご報告いたします。

議案第 ３６号「 平成３ ０年度大 仙市一般 会計補正 予算（第 ８号）」 のうち 、当委員会
に付託さ れた所管 する予 算につい ては、当 局の説明 に対し、 質疑にお いて「 財政調整基
金積立金 について 、今回 の財政調 整基金積 み増しは 、３月に 入る特別 交付税 分を含んで
いるもの なのか。 」との 質問には 「今回の 積立分に は３月分 の特別交 付税は 含まれてい
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ない。」との答弁でした。
また、 委員から 「災害 に強いま ちづくり 事業費に ついて、 予算の半 分以上 の減額補正
であるが 、今後、 自主防 災組織の 組織化の 見込みは どうか。 組織化が 進まな い理由は、
どう考えているのか。」との質問には「現在、自主防災組織の組織率は９１．２パー
セントと なってい る。組 織化が進 んでいな いところ は、地元 に町内会 がない 、または町
内会のつ ながりが 弱いな どである 。これま でもそう いった自 治会には 根気よ く説明して
いるが、今後も組織結成に向けてお願いしているところである。」との答弁でした。
また、 「二酸化 炭素排 出抑制対 策費等補 助金につ いて、事 業が今年 度採択 されなかっ
たので翌 年度以降 となっ ているが 、平成３ １年度に 採択され る見込み はある のか。」と
の質問に は「平成 ３１年 度採択に 向けて、 補助金申 請の準備 をしてい る。採 択された場
合は補正予算で対応したい。採択が約束されるものではないが、先進的な取り組みを
行ってい る団体が 優先的 に採択さ れる傾向 にあるた め、計画 を見直し 、申請 したい。」
との答弁がありました。
その他 、２、３ の質疑 がありま したが、 当局の説 明を了と し、討論 はなく 、採決の結
果、出席 委員の一 致をも ちまして 、本件は 原案のと おり可決 すべきも のと決 した次第で
あります。
次に、 議案第３ ７号「 平成３０ 年度大仙 市国民健 康保険事 業特別会 計補正 予算（第２
号）」、議案第４０号「平成３０年度大仙市太陽光発電事業特別会計補正予算（第１
号）」の ２件につ いては 、当局の 説明を了 とし、質 疑、討論 はなく、 採決の 結果、出席
委員の一 致をもち まして 、本２件 は原案の とおり可 決すべき ものと決 した次 第でありま
す。
次に、議案第３８号「平成３０年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）」に ついては 、当局 の説明に 対し、質 疑におい て「保険 料収入が 増えれ ば、その増
えた分を 納付金と して納 付するこ とになる のか。」 との質問 には「後 期高齢 者医療特別
会計では 、保険料 収入を 全て秋田 県後期高 齢者医療 広域連合 へ納付す ること になってい
る。」との答弁でした。
討論は なく、採 決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のと おり可決す
べきものと決した次第であります。
次に、 議案第４ １号「 平成３０ 年度大仙 市淀川財 産区特別 会計補正 予算（ 第１号）」
について は、当局 の説明 に対し、 質疑にお いて「売 払収入は 協議会に 分配さ れ、さらに
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会員に分 配された ものか 。」との 質問には 「財産区 から協議 会に分配 された もので、そ
の後の使途については把握していない。」との答弁でした。
討論は なく、採 決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のと おり可決す
べきものと決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長 （茂木

隆）

た だいま の委員長 報告に対 する質疑 を行いま す。質疑 はありません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【２３番

○議長（茂木

隆）

金谷道男議員

降壇】

次に、企画産業常任委員長６番秩父博樹君。
（「はい、議長、６番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、６番。
【６番

秩父博樹議員

○企画産業常任委員長（秩父博樹）

登壇】

ご報告いたします。

同じく 議案第３ ６号の うち、当 委員会に 審査付託 となりま した所管 する補 正予算につ
きまして は、当局 からの 内容説明 に対し、 質疑にお いて、委 員から「 町内集 落会館整備
事業費に ついて、 現在い くら貸し 付けてい て、返済 状況はど うなって いるの か。」との
質疑があ り、当局 からは 「現在の 貸付金額 は、１９ の自治会 に総額約 １，３ ２７万円で
ある。返 済状況に ついて は、滞納 もなく、 順調に償 還してい ただいて いる。 」との答弁
がありました。
その他 、２、３ の質疑 がありま したが、 当局の説 明を了と し、討論 はなく 、採決の結
果、出席 委員の一 致をも ちまして 、本件は 原案のと おり可決 すべきも のと決 した次第で
あります。
次に、 議案第６ ２号「 平成３０ 年度大仙 市一般会 計補正予 算（第９ 号）」 のうち、当
委員会に 審査付託 となり ました所 管する補 正予算に つきまし ては、委 員から 「ほ場整備
事業につ いて、現 段階で 何カ所か ら要望が あるのか 。」との 質疑に対 し「１ ０地区から
要望されている。」との答弁がありました。
その他 、２、３ の質疑 がありま したが、 当局の説 明を了と し、討論 はなく 、採決の結
果、出席 委員の一 致をも ちまして 、本件は 原案のと おり可決 すべきも のと決 した次第で
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あります。
以上で、報告を終わります。
○議長 （茂木

隆）

た だいま の委員長 報告に対 する質疑 を行いま す。質疑 はありません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【６番

○議長（茂木

隆）

秩父博樹議員

降壇】

次に、教育福祉常任委員長１３番小松栄治君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、１３番。
【１３番

小松栄治議員

○教育福祉常任委員長（小松栄治）

登壇】

報告いたします。

議案第３６号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につきましては、
当局の補 正内容の 説明に 対しまし て、委員 から、教 育振興費 補助金（ 中学校 ）について
「想定外 の活躍で 補助金 が年々増 えてきて いるよう だが、も っと大き く予算 を確保でき
ないか。 」との質 疑があ り、当局 からは「 その年、 その年、 どうなる か分か らないこと
から、今 のところ は今年 度並みの 予算を組 んで、状 況を見て 、必要な 時は補 正で対応し
たい。」との答弁がありました。
そのほ か２、３ の質疑 がありま したが、 当局の内 容説明を 了とし、 採決の 結果、出席
委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、 議案第３ ９号「 平成３０ 年度大仙 市奨学資 金特別会 計補正予 算（第 １号）」で
あります が、当局 の補正 内容の説 明を了と し、質疑 及び討論 はなく、 採決の 結果、出席
委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、 議案第６ ２号の うち、当 委員会に 審査付託 となりま した所管 する予 算につきま
しては、 当局の補 正内容 の説明に 対しまし て、委員 から、プ レミアム 付商品 券事業費に
ついて「 市から案 内書が 届かない 場合は、 対象外と なるのか 。」との 質疑が あり、当局
からは「 子育て世 帯分に ついては 、生年月 日で判断 できるの で、対象 者が特 定できる。
住民税非 課税者に ついて は、個人 の税情報 を本人の 許可なし に調査を するこ とはできな
いため、 対象と思 われる 方をピッ クアップ し、申請 書、チラ シ等の関 係書類 を送付する
が、申請 書が送ら れてな くても、 申請があ れば該当 するかど うか審査 を行う 。」との答
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弁がありました。
そのほ か２、３ の質疑 がありま したが、 当局の内 容説明を 了とし、 採決の 結果、出席
委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長 （茂木

隆）

た だいま の委員長 報告に対 する質疑 を行いま す。質疑 はありません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【１３番

○議長（茂木

隆）

小松栄治議員

降壇】

次に、建設水道常任委員長７番石塚柏君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、７番。
【７番

○建設水道常任委員長（石塚

石塚柏議員
柏）

登壇】

ご報告いたします。

議案第３６号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につきましては、
災害復旧 事務所の 所管す る補正予 算の内容 の説明に 対し、委 員から、 道路橋 りょう災害
復旧事業 費につい て「被 災した滝 の前橋の 左岸側に 正規の橋 台が存在 しない ことが判明
したとの ことだが 、事前 の調査で は分から なかった のか。」 との質疑 があり 、当局から
は「左岸側の積みブロックが被災しておらず、橋台にも全く影響がないという判断で
もって国 の査定を 受けた が、工事 の進捗に あわせ追 跡調査を したとこ ろ、橋 台が存在し
なかった 。この橋 は『農 道橋』的 なもので あり、橋 梁台帳に も、ごく 簡単な 記載しかな
く、また 、過去の 資料に も、明確 に橋台を 示すもの がなかっ た。」と の答弁 がありまし
た。
討論は なく、採 決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のと おり可決す
べきものと決した次第であります。
次に、 議案第６ ２号の うち、当 委員会に 審査付託 となりま した所管 する予 算につきま
しては、 道路河川 課の所 管する補 正予算の 内容の説 明に対し 、委員か ら、除 雪機械購入
費につい て「古い 除雪機 械の処分 について は、公売 になるの か、下取 りにな るのか。」
との質疑 があり、 当局か らは「処 分に関し ては、財 政課に所 管替えを して、 売り払いを
している。」との答弁がありました。
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討論は なく、採 決の結 果、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のと おり可決す
べきものと決した次第であります。
次に、 議案第４ ２号「 平成３０ 年度大仙 市上水道 事業会計 補正予算 （第２ 号）」及び
議案第４ ３号「平 成３０ 年度大仙 市簡易水 道事業会 計補正予 算（第３ 号）」 の２件につ
きまして は、当局 からの 補正内容 の説明を 了とし、 質疑、討 論はなく 、採決 の結果、出
席委員の 一致をも ちまし て、本２ 件は原案 のとおり 可決すべ きものと 決した 次第であり
ます。
以上で報告を終わります。
○議長 （茂木

隆）

た だいま の委員長 報告に対 する質疑 を行いま す。質疑 はありません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【７番

○議長 （茂木

隆）

石塚柏議員

降壇】

こ れより 討論を行 います。 討論の通 告があり ませんの で討論なしと

認めます。
これよ り、議案 第３６ 号から議 案第６２ 号までの ９件を一 括して採 決いた します。本
９件に対 する委員 長報告 は原案可 決であり ます。本 ９件は、 委員長報 告のと おり決する
ことにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って本９ 件は、原 案のとお り可決されま

隆）

議 案審議 の途中で あります が、この 際、暫時 休憩いた します。１１

した。

○議長 （茂木

時２０分に再開いたします。
午前１１時０９分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時２０分

再

開

○議長（茂木

隆）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長 （茂木

隆）

次 に、日 程第４２ 、議案第 ４４号か ら日程第 ５９、議 案第６１号ま
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での１８件を一括して議題といたします。
本１８ 件に関し 、各委 員長の報 告を求め ます。は じめに、 総務民生 常任委 員長２３番
金谷道男君。
（「はい、議長、２３番」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、２３番。
【２３番

金谷道男議員

○総務民生常任委員長（金谷道男）

登壇】

ご報告いたします。

議案第 ４４号「 平成３ １年度大 仙市一般 会計予算 」のうち 、当委員 会に付 託された所
管する予 算につき まして は、所管 課ごとに 説明と質 疑を受け ましたの で、所 管課ごとに
質疑の内容を報告いたします。
総務課の予算においては、「職員数の関係で、新規採用職員の辞退者が多いようだが、
来年度か らの新た な職員 採用試験 により改 善が見込 めるもの なのかど うか。 」との質問
には、「 民間で活 用され ている試 験で、試 験期日も 早くなり 、公務員 試験に 向けた特別
な準備も 必要なく なる。 民間を希 望してい て公務員 も迷って いる方に も受け ていただく
ことで、 既に導入 してい る他自治 体でも効 果があり 、多くの 人材が集 まると 見込んでい
る。」との答弁でした。
秘書課 の予算に おいて は、「秘 書管理費 について 、旅費の うち随行 分の割 合はどのぐ
らいか。 また、現 在、随 行規程は あるのか 。」との 質問には 「旅費の うち半 分となる。
随行規程 はなく、 秘書課 で市長の 意向を確 認し、随 行の有無 を決めて いる。 日帰り出張
は随行し ないこと とし、 市長の意 向に沿う 形で極力 随行を減 らし、経 費削減 に努めてい
る。」との答弁でした。
財政課 の予算に おいて は、「普 通交付税 の査定が 他市に比 べ減額幅 も大き いが、厳し
い査定を した根拠 は何か 。」との 質問には 「国では 地方財政 計画で１ ．１パ ーセント増
としているが、大きいマイナスにした理由は、合併算定替えの影響が大きいためであ
る。」との答弁でした。
税務課 ・債権管 理課の 予算にお いては、 「入湯税 の予算に ついて、 減額し ている５０
円で予算 措置して いるの か。」と の質問に は「現年 分は、日 帰りが減 免した ５０円、宿
泊は１５０円で予算措置している。」との答弁でした。
また、 委員から 「強制 執行費回 収金とは 何か。ま た、これ までの事 例はあ るのか。」
との質問 には「裁 判で勝 訴となっ た場合に 費用が戻 ってくる 金額で、 平成２ ９年度に２
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件あったが、和解となり回収金はなかった。」との答弁でした。
総合防 災課の予 算にお いては、 「住人が いるが全 く管理さ れていな い家の 問題にも対
応しても らいたい が、い かがか。 」との質 問には「 総合防災 課が管理 してい るのは空き
家である ので、住 人がい る場合は 難しい。 相談があ れば町内 会長、民 生委員 、あるいは
行政相談員などを紹介している状況である。」との答弁でした。
市民課 の予算に おいて は、「高 校生の医 療費無料 化を実施 する市町 村が今 年度も県内
で増えて いるが、 早めに 対応した 方がよい のではな いか。」 との質問 には「 市の財政が
厳しいこ ともある が、県 内の動向 や高校生 の人数等 を見なが ら制度の 充実を 要望してい
きたい。」との答弁でした。
環境交 通安全課 の予算 において は、「防 犯対策関 係費につ いて、犯 罪被害 者見舞金支
給条例の 見舞金支 給実績 は何件か 。また、 犯罪を見 越して当 初予算化 するの はいかがな
ものか。 」との質 問には 「今年度 は職場で の傷害が １件であ る。犯罪 発生時 に、できる
だけ迅速 に対応し たいた め、当初 予算で予 算措置を している 。しかし 、犯罪 を見越して
の予算であるので、今後は予備費の対応も考えられる。」との答弁でした。
また、 委員から 「大曲 仙北広域 市町村圏 組合環境 事業負担 金につい て、市 の財政が非
常に厳し い中、今 後、施 設の修繕 や建築に より負担 金が増え てくると 思うが 、基金の積
み立てな どを考え なけれ ばならな いのでは ないか。 」との質 問には「 昨年、 行政視察を
行った十勝圏複合事務組合での積立金の事例が一つの参考になるのではないかと思
う。」との答弁でした。
消費生 活センタ ーの予 算におい ては、「 地方消費 者行政推 進交付金 が減っ たことによ
り、相談 員の人件 費を減 額にする ことはな いのか。 」との質 問には「 相談員 の賃金の減
額はない。」との答弁でした。
なお、 議会事務 局、契 約検査課 、会計課 、選挙管 理委員会 事務局、 監査委 員事務局に
対する質疑はありませんでした。
討論に おいて、 「消費 税１０パ ーセント ヘの増税 を前提と して編成 されて いることか
ら、本予算案に反対する」との発言がありました。
挙手に よる採決 の結果 、出席委 員の賛成 多数をも ちまして 、本件は 原案の とおり可決
すべきものと決した次第であります。
次に、 議案第４ ５号「 平成３１ 年度大仙 市国民健 康保険事 業特別会 計予算 」につきま
しては、 当局から の内容 説明に対 し、質疑 において 「課税所 得種別の 分類と 軽減世帯数

- 218 -

はどのく らいか。 」との 質問には 「課税所 得種別は 主なもの に給与所 得、営 業所得、農
業所得、 年金所得 等があ り、これ らを合わ せた延べ 人数は合 計１万４ ，２１ ９人。軽減
世帯は７ 割、５割 、２割 軽減合わ せて、均 等割軽減 が１万１ ，４７４ 人、平 等割軽減が
７，２２３世帯である。」との答弁がありました。
その他 、２、３ の質疑 がありま したが、 当局の説 明を了と し、討論 はなく 、採決の結
果、出席 委員の一 致をも ちまして 、本件は 原案のと おり可決 すべきも のと決 した次第で
あります。
次に、議案第４６号「平成３１年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算」、議案第
５０号「 平成３１ 年度大 仙市太陽 光発電事 業特別会 計予算」 の２件に 関して は、当局の
説明を了 とし、質 疑、討 論はなく 、採決の 結果、出 席委員の 一致をも ちまし て、本２件
は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、議案第５２号「平成３１年度大仙市内小友財産区特別会計予算」から議案第
５７号「 平成３１ 年度大 仙市淀川 財産区特 別会計」 までの６ 件につき まして は、当局の
内容説明 を了とし 、質疑 、討論は なく、採 決の結果 、出席委 員の一致 をもち まして、本
６件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長（茂木

隆）

ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【２３番

○議長（茂木

隆）

金谷道男議員

降壇】

次に、企画産業常任委員長６番秩父博樹君。
（「はい、議長、６番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、６番。
【６番

秩父博樹議員

○企画産業常任委員長（秩父博樹）

登壇】

ご報告いたします。

同じく 議案第４ ４号の うち、当 委員会に 審査付託 となりま した所管 する予 算につきま
しては、 当局から の内容 説明に対 し、質疑 において 、はじめ に、総合 政策課 所管の予算
では「西 仙北スマ ートイ ンターチ ェンジ地 区協議会 は、いつ まで続く のか。 」との質疑
があり、 当局から は「こ の協議会 は、スマ ートイン ターチェ ンジが運 用され ている間は
設置することとなっており、安全対策などが協議されている。」との答弁がありました。
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次に、 観光交流 課所管 の予算で は、「観 光物産協 会補助金 に関連し て、は なび・アム
の周辺に 観光物産 協会を 移転させ 、お土産 などを販 売する考 えはない か。」 との質疑が
あり、当 局からは 「花火 産業構想 も含め、 今後、関 係団体と 協議して いきた い。」との
答弁がありました。
その他 、２、３ の質疑 がありま したが、 当局の説 明を了と し、討論 はなく 、採決の結
果、出席 委員の一 致をも ちまして 、本件は 原案のと おり可決 すべきも のと決 した次第で
あります。
次に、 議案第５ １号「 平成３１ 年度大仙 市小水力 発電事業 特別会計 予算」 につきまし
ては、当 局の説明 を了と し、質疑 及び討論 はなく、 採決の結 果、出席 委員の 一致をもち
まして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長（茂木

隆）

ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【６番

○議長（茂木

隆）

秩父博樹議員

降壇】

次に、教育福祉常任委員長１３番小松栄治君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、１３番。
【１３番

小松栄治議員

○教育福祉常任委員長（小松栄治）

登壇】

報告いたします。

議案第４４号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につきましては、
当局の内 容説明に 対しま して、委 員から、 敬老の日 事業費に ついて、 「敬老 会の記念品
がなくな ることに 関し、 何とかな らないか といった 市民の声 が寄せら れてい る。」との
質疑があ り、当局 からは 「必ずし も県内の 他市に倣 うわけで はないが 、対象 者全員に記
念品を贈 っている のは大 仙市、大 館市、能 代市の一 部であり 、大部分 の市で は対象者全
員には贈 られてい ない。 従来どお りの敬老 会をどう やったら 実施でき るかと いうことに
主眼をおいて見直しを行った結果、廃止に至ったものである。」との答弁がありました。
高齢者 等雪対策 総合支 援事業に ついてで あります が、「利 用者は利 用券を どのように
して使う のか。」 との質 疑があり 、当局か らは「間 口除雪は 、シーズ ン分と して雪が降
る前に利 用券を事 業者に 渡す。雪 下ろしは 、実際に 作業をし た後、利 用券を 事業者に渡
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す。」と の答弁が ありま した。こ れに対し まして委 員から「 事前に支 払った 間口除雪の
精算はど のように するの か。」と の質疑が あり、当 局からは 「間口除 雪は、 シーズン分
であるた め精算す るもの ではない 。ただし 、小雪で 除雪回数 が極端に 少ない 時もあり得
るので、 過去の実 績を基 準にした 除雪回数 が３分の １以下の 時は、間 口除雪 料金を還付
すること を検討し ている が、今シ ーズンで は除雪回 数が３分 の１を超 えてい る状況であ
る。」との答弁がありました。
保育士 確保推進 事業に ついては 、「年度 内の待機 児童対策 として、 具体的 に保育士は
何人必要となるのか。」との質疑があり、当局からは「待機児童が発生する原因として、
出産後の 育休明け による ものがほ とんどで ある。例 えば、０ 歳児には ３人に １人、１歳
児は６人 に１人の 保育士 が必要に なること を考える と、ある 程度の保 育士を 確保しなけ
れば待機 児童は解 消され ない。」 との答弁 がありま した。さ らに委員 から、 「年度途中
における 入所がで きない 状況は、 保護者も 知ってい るのか。 」との質 疑があ り、当局か
らは「年 度途中の 申し込 み児童は 全員入れ ないわけ ではなく 、申し込 み児童 のうち数名
が入所保 留となる 状況で あるが、 そうした 状況は認 識してい る。」と の答弁 がありまし
た。
校舎等 維持補修 及び施 設整備費 （小・中 学校費） について は、「太 田中学 校の屋根が
さびてい るとのこ とだっ たが、塗 装をした りはしな かったも のなのか 。１回 塗れば１０
年くらい 持つので 、今後 、塗装も 検討し、 経費の削 減に努め てもらい たい。 」との質疑
があり、 当局から は「屋 根の状況 にもよる が、より 効果的な 補修を行 ってい きたい。」
との答弁がありました。
コンピ ュータ及 びイン ターネッ ト設備工 事費につ いては、 「タブレ ットパ ソコンの値
段は幾ら か。」と の質疑 があり、 当局から は「１台 、十五、 六万程度 である 。」との答
弁がありました。さらに委員から「かなり高いと思う。」との質疑があり、当局からは、
「普段は 机の上に 置いて 、画面を 取り外す とタブレ ットパソ コンとし て利用 できるタイ
プであり 、量販店 でもこ れくらい はする。 児童・生 徒が安定 して使用 できる よう、製品
は安定して動作するものを取り入れている。」との答弁がありました。
スクー ルバス運 行事業 費につい ては、「 学校の統 合で、ス クールバ スを使 って通学す
るように なり、歩 かない 環境とな ってきて いる。持 久力など 児童・生 徒の体 力の低下は
ないもの なのか。 また、 それに対 する取り 組み、対 策などは あるのか 。」と の質疑があ
り、これ に対しま して当 局からは 「平成２ ９年度の 全国体力 テストで は、中 学生女子の
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持久走が 課題であ ったが 、各学校 で課題に 取り組ん できたと ころ、全 ての面 で上回る結
果となっ た。南外 小学校 では、地 域、保護 者の理解 を得て、 学校より 五、六 百メートル
ほど手前 でバスか ら降り て歩かせ るといっ た取り組 みをして いる。各 学校に おいても保
護者の理解を得て、取り組んでいきたい。」との答弁がありました。
総合市 民会館運 営費に ついては 、「自主 事業の収 支比率が 低いので はない か。一般財
源の持ち 出しが多 く、事 業の見直 し、入場 者の推計 や目標値 の設定を きちん としている
のか。」 との質疑 があり 、当局か らは「市 民が優れ た文化芸 術を身近 に鑑賞 できる機会
を提供す るのも市 の事業 であるの だが、指 摘の部分 は今後、 検討して いく。 」との答弁
がありました。
これに 対しまし て委員 から「事 業の文化 振興には 理解でき るが、市 民も市 外の人も同
じ恩恵を 受けるの を市の 予算で対 応するの はいかが なものな のか。」 との質 疑があり、
当局から は「入場 料が高 い低いも 、入場者 数、収入 に直結す る部分で あるの で、今後、
時間をいただき、調査検討する。」との答弁がありました。
角間川・川のまち歴史交流の杜整備事業費については、「株式会社角間川が設立され、
地域も盛 り上がっ ている と思うが 、それと 御三家の 観光等に 関しての 連携を どのように
考えてい るのか。 」との 質疑があ り、当局 からは「 平成３１ 年度は、 施設の 公開や管理
について連携を考えており、今後、協議していく。また、案内ボランティアについても、
文化財保 護課が講 師とな り、地域 で案内役 となれる 方を育成 していき たい。 また、観光
に訪れた 方の休憩 、軽食 、お土産 など様々 な分野に ついて地 元と話し 合いを していきた
い。」との答弁がありました。
その他 、質疑が ありま したが、 討論にお いて「基 本的に消 費税に反 対して いる立場か
ら、この 予算につ いては 反対であ る。また 、１００ 歳の長寿 祝金を在 宅者と 入所者を同
一にした点と敬老会の記念品がなくなった点について賛成できないことから反対であ
る。」と いった発 言と総 合市民会 館運営費 の一部に ついて、 「喜多流 の能公 演に関し、
予算と入 場料の比 率に差 がありす ぎること から、公 演自体を 見直しす るか、 入場料をも
う少し高 く設定し 、収支 比率をき ちんと確 保するよ うな事業 にしてい ただき たいという
点から反対である。」との発言がありました。
挙手に よる採決 の結果 、可否同 数のため 、委員長 採決によ り、本件 は原案 のとおり可
決すべきものと決した次第であります。
次に、議案第４７号「平成３１年度大仙市学校給食事業特別会計予算」でありますが、
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当局の内 容説明に 対し、 委員から 「食材の 調達につ いて、団 塊の世代 に趣味 として野菜
栽培に取 り組む人 が多く なってき ており、 地産地消 の観点か ら学校給 食に役 立てること
はできないのか。」との質疑があり、これに対しまして当局からは「市の地場産率は
５５パー セントと 県の目 標である ４４パー セントを 超えてい る。これ からも 安心・安全
の観点から、地場産物を積極的に取り入れていきたい。」との答弁がありました。
そのほ か質疑が ありま したが、 当局の説 明を了と し、討論 はなく、 採決の 結果、出席
委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、 議案第４ ８号「 平成３１ 年度大仙 市奨学資 金特別会 計予算」 及び議 案第４９号
「平成３ １年度大 仙市ス キー場事 業特別会 計予算」 並びに議 案第５８ 号「平 成３１年度
市立大曲 病院事業 会計予 算」であ りますが 、当局の 内容説明 を了とし 、質疑 及び討論は
なく、採 決の結果 、出席 委員の一 致をもち まして、 本件は原 案のとお り可決 すべきもの
と決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長 （茂木

隆）

た だいま の委員長 報告に対 する質疑 を行いま す。質疑 はありません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【１３番

○議長（茂木

隆）

小松栄治議員

降壇】

次に、建設水道常任委員長７番石塚柏君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、７番。
【７番

○建設水道常任委員長（石塚

石塚柏議員
柏）

登壇】

ご報告いたします。

議案第４４号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につきましては、
道 路 河 川 課 の 所 管 す る 予 算 の 内 容 説 明 に 対 し 、 委 員 か ら 、 道 路 維 持 管 理 費 に つ い て、
「現在、 直営の３ 班体制 で市全体 の道路の 路面修繕 を行って いるが、 業者に 発注した場
合と比較 して、金 額にど れくらい の差が出 るのか。 」との質 疑があり 、当局 からは「業
者に発注 した場合 は、工 事費と諸 経費がか かるが、 直営だと 諸経費が かから ず、ほぼ工
事費だけ で対応で きる。 現在、諸 経費がだ いぶ上が ってきて おり、そ の金額 は全体工事
費の７割 から８割 なので 、直営だ とその分 安価であ ると考え ている。 」との 答弁があり
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ました。
また、 委員から 、通学 路歩道整 備事業費 について 、「前年 度と比較 して１ ，２００万
円の減額 となって いるが 、この事 業はもっ と力を入 れていく べきでは ないの か。」との
質疑があ り、当局 からは 「平成２ ９年・３ ０年・３ １年度は 災害復旧 を優先 させるとい
う観点か ら、この 事業に ついては 少し絞っ た形にな っている 。また、 この事 業に活用す
る社会資 本整備総 合交付 金は、要 求に対す る交付額 が年々下 がってき ている ので、国へ
の要求額 を増額す ること や国への 要望活動 を強めて いくこと で、平成 ３２年 度以降は、
この事業の増額について考えてまいりたい。」との答弁がありました。
次に、 都市管理 課の所 管する予 算の内容 説明に対 し、委員 から、道 路改良 事業費につ
いて、「 年度内の 事業完 了を予定 している （仮称） はなびの 小路整備 事業は 、事業終了
後に、ど のような 方法で 事業評価 をするの か。」と の質疑が あり、当 局から は「この事
業は、総 合政策課 が策定 した大曲 大町地区 の都市再 生整備事 業計画の 中の基 幹事業の一
つとして 実施して いる。 事業の評 価は、総 合政策課 で計画の 成果とい うこと で評価され
るものと考えている。」との答弁がありました。
また、 委員から 、公園 維持管理 費につい て、「余 目公園の トイレ解 体に予 算が計上さ
れている が、地元 の理解 は得てい るのか。 」との質 疑があり 、当局か らは「 このトイレ
は老朽化 が激しく 、また 、利用さ れていな いとのこ とで、地 元より撤 去の要 望があった
ため、それに応える形で撤去するものである。」との答弁がありました。
次に、 建築住宅 課の所 管に関す る予算の 内容説明 に対し、 委員から 、住宅 リフォーム
支援事業 費につい て、「 平成２９ 年度から 当初予算 での申請 打ち切り を行っ ていないと
いうことだが、今後も打ち切りを行う予定はないか。」との質疑があり、当局からは
「少なくとも平成３１年度は打ち切りを行わない予定である。」との答弁がありました。
次に、 災害復旧 事務所 の所管す る予算の 説明に対 し、委員 から、林 道維持 費に関連し
て、「林 道災害も 含めて 、災害が 起きたと きにきち んと対応 できるマ ニュア ル等は作成
している のか。」 との質 疑があり 、当局か らは「災 害復旧事 務所が設 置され てから１年
２カ月程 しか経っ ていな いが、こ れまでの わずかな 時間で積 み上げて きたも のをマニュ
アル程度に作成して残してまいりたい。」との答弁がありました。
その他 、２、３ の質疑 がありま したが、 当局の内 容説明を 了とし、 討論は なく、採決
の結果、 出席委員 の一致 をもちま して、本 件は原案 のとおり 可決すべ きもの と決した次
第であります。
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次に、 議案第６ １号「 平成３１ 年度大仙 市下水道 事業会計 予算」に つきま しては、当
局からの 内容説明 に対し 、委員か ら、建設 改良費に ついて、 「現在、 内水排 除に特化し
た雨水排 水管理総 合計画 を策定中 であり、 そのため にいろい ろな調査 をして いると思う
が、計画 策定後は 、どの ような事 業を想定 されてい るのか。 」との質 疑に対 し、当局か
らは「計 画では重 点対策 地区とし て五つの 排水区を 定めた。 その中で 既存の 排水ポンプ
で内水排 除が可能 なのか どうか、 また、既 存のポン プで賄い きれない 部分に ついては、
新たに排水ポンプを設置するなどの検討を進めている。」との答弁がございました。
また、 委員から 「五つ の排水区 の中で排 水の流れ の悪いと ころがあ れば、 側溝の改良
は行うの か。」と の質疑 があり、 当局から は「側溝 を拡幅す るとなる と、計 画を一から
再検討し なければ ならな くなるの で、現段 階で側溝 の改良等 は考えて いない 。しかし、
大雨等で 流れの悪 い場所 が出た場 合には、 その都度 、それに 合わせて 再検討 を重ねてい
く。」との答弁がありました。
そのほ か２、３ の質疑 がありま したが、 当局の内 容説明を 了とし、 討論は なく、採決
の結果、 出席委員 の一致 をもちま して、本 件は原案 のとおり 可決すべ きもの と決した次
第であります。
次に、議案第５９号「平成３１年度大仙市上水道事業会計予算」及び議案第６０号
「平成３ ０年度大 仙市簡 易水道事 業会計予 算」の２ 件につい ては、当 局から の内容説明
を了とし 、質疑、 討論は なく、採 決の結果 、出席委 員の一致 をもちま して、 本２件は原
案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長 （茂木

隆）

た だいま の委員長 報告に対 する質疑 を行いま す。質疑 はありません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【７番

○議長 （茂木

隆）

石塚柏議員

降壇】

こ れより 討論を行 います。 討論の通 告があり ますので 発言を許しま

す。１１番佐藤文子さん。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１１番。
【１１番

佐藤文子議員
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登壇】

○１１ 番（佐藤 文子）

私は、 議案第４ ４号、平 成３１年 度大仙市 一般会計 予算に反対討

論を述べたいと思います。
反対の理由は、第１に、本予算が国の財政計画で強調されたとする消費税１０パー
セントへ の増税を 前提に 編成され ており、 ほとんど の市の施 設の使用 料や手 数料におい
て、消費税増税の条例改正並びにその予算化をしたものであります。
我が党は、消費税増税中止を求める立場から賛成できないのであります。
第２に は、人口 減少や 特例措置 の段階的 縮減によ る地方交 付税の大 幅減少 が、自由財
源となる 一般財源 が一層 厳しくな るとはい え、市民 サービス に係る各 種補助 金、助成金
の見直しと削減が随所で行われているからであります。
老人福 祉費では 、高齢 者生活支 援サービ ス事業の 要介護者 移送サー ビスで 利用者負担
を新設、 高齢者等 雪対策 総合支援 事業で助 成率の縮 減、敬老 の日事業 の在宅 の１００歳
長寿祝金 及び米寿 祝金の 半減と記 念品の廃 止など、 高齢者向 けサービ スがば っさりと削
られております。
また、 環境衛生 費では 、浄化槽 設置整備 事業費補 助金の市 のこれま でのか さ上げ分を
半減化さ せたこと 、また 、予防接 種経費の 高齢者の インフル エンザ助 成金の 縮減などが
あります。
中には 、消防団 員の雨 合羽配給 など評価 できる点 もありま すが、市 民サー ビスの後退
が目立つ予算編成だと言わざるを得ないのであります。
消費税 増税は、 市民全 般、生活 全般にわ たり一層 の負担を もたらし 、消費 不況や経済
悪化を深 刻にしま す。行 政も物件 費や維持 費、投資 的経費で 新たなる 消費税 負担が増加
し、財政 の悪化は 進むこ とになり ます。増 税分は、 全て社会 保障に充 てると して、今回
は幼児教 育・保育 料の無 償化を打 ち出しま したが、 低所得者 ほど負担 が重い 消費税を無
償化の財 源とする ことに 対し、切 実な願い を逆手に 取った増 税の押し 付けと いった批判
も出されております。
また、 発表され た景気 動向では 、政府も 国内景気 が落ち込 みの局面 に入っ た可能性を
認めざる を得ない 事態と なってお り、共同 通信の３ 月調査で 、１０月 からの 消費税増税
反対が賛 成を大き く上回 る結果と なりまし た。消費 税増税は 、今から でも止 められる、
その運動 が今、広 がって おり、我 が党もそ の中止を 求め、引 き続き頑 張るこ とを申し上
げて討論を終わります。
【１１番

佐藤文子議員
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降壇】

○議長（茂木

隆）

次に、１９番髙橋徳久君。
（「はい、議長、１９番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、１９番。
【１９番

○１９番（髙橋徳久）

髙橋徳久議員

登壇】

だいせんの会の髙橋徳久でございます。

私は、 議案第４ ４号、 平成３１ 年度大仙 市一般会 計予算に つきまし て、賛 成の立場か
ら意見を述べさせていただきます。
今回提 出された 平成３ １年度大 仙市一般 会計予算 でありま すが、地 方交付 税のうち普
通交付税は、合併算定替適用額の段階的な縮減や人口減少の影響などが主な要因となり、
前年度比 較５億５ ，２１ ０万５千 円の大幅 な削減と なってお り、財政 調整基 金の取り崩
し４億５ ，０００ 万円を 繰り入れ ても前年 度を約６ 億４，０ ００万円 も下回 る２９３億
円程度の 予算計上 となり 、大幅な 一般財源 不足によ る大変緊 縮した厳 しい予 算となって
おり、編 成に当た って事 業費の精 査や先送 り、また 、全事業 の見直し をする など大変な
ご苦労があったと推察いたします。心から敬意を表したいと存じます。
施政方 針の中で 、昨年 と同様に 第２次大 仙市総合 計画推進 に係る四 つのキ ーワード、
「少子化 ・人口減 少対策 」「大仙 らしさ（ 地域資源 ）の活用 」「地域 の人づ くり」「だ
いせんラ イフの確 立と発 信」、さ らに、近 年自然災 害が多発 している ことか ら、新たに
「防災減災対策の推進と都市基盤の整備」を加えた五つの視点に基づいて予算編成を
行ったと伺いました。
「大曲 武道館改 修事業 」や西仙 北中央公 民館の改 築に伴う 「（仮称 ）大綱 交流館整備
事業」「花火産業構想第Ⅱ期」による地方創生への取り組み、さらに重点施策である
「子育て 支援と教 育の充 実」「農 業振興と 地方創生 の推進」 「地域振 興と活 力あるまち
づくり」 「移住・ 定住の 促進と雇 用の創出 」「防災 ・減災対 策と都市 基盤整 備」など、
限られた財源の中で施政方針の実現に向けて予算計上されております。
老松市 政が誕生 してか ら４月で 折り返し となる２ 年が経過 します。 今後と も市民目線
と地域目 線により 、災害 復旧・市 民の福祉 の向上に 向け、大 仙市のさ らなる 飛躍と発展
のため、 施策を着 実に実 行され、 大きな成 果を挙げ られます ことをご 期待申 し上げます
とともに 、市長は じめ職 員の皆様 、お一人 お一人が ご健勝で ご奮闘さ れます よう、心か
らのエールを送り、賛成討論といたします。
【１９番

髙橋徳久議員
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降壇】

○議長（茂木

隆）

次に、１０番藤田和久君。
（「はい、議長、１０番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、１０番。
【１０番

○１０番（藤田和久）

藤田和久議員

登壇】

日本共産党の藤田和久です。私は、議案第５９号、議案第６０号、

議案第６１号、この三つの議案の反対討論を行います。
この三 つの議案 には、 消費税が 組み込ま れており ます。消 費税がな ぜいけ ないのか、
この点について説明いたします。
一つは 、消費税 は消費 にかかる 税負担で あり、低 所得者層 ほど負担 が重く 、年収が多
いほど負 担割合が 低いこ とから、 消費税は 格差拡大 を進める 「最大の 不公平 税制」とい
われております。
また、 企業や事 業者の 負担は、 ほとんど 少ない上 、輸出企 業の大半 を占め る大企業に
は、輸出 還付金制 度とい うのがあ ります。 莫大なお 金が還付 されてい ます。 トヨタ自動
車には、年間３，６００億円以上が還付されています。
二つ目 には、消 費税は 、社会保 障と国の 財政再建 のためと いうこと で、今 から２８年
前にスタ ートしま した。 これまで の消費税 の税収は ３４９兆 円になり ます。 国民１人当
たり２７５万円負担したことになります。ところが、この間の法人税３税（法人所得税、
法人事業 税、法人 住民税 ）の減税 の累計が ２８０兆 円を超え ておりま す。す なわち、消
費税収の 約８割が 社会保 障などの ためでは なく、大 企業の法 人税率の 穴埋め に使われて
きたことになります。
我が党 は、消費 税を廃 止し、憲 法がうた っている 「生活費 非課税」 「所得 に応じた総
合課税」 にすべき と主張 しており ます。さ らに研究 開発減税 の縮小や 法人税 率等の引き
下げを１０年前に戻すだけで約２０兆円以上の税収が可能だとしております。
三つ目 に、消費 税の税 率アップ がこの１ ０月に予 定されて おります が、既 に国の増税
の根拠が 崩れさっ ており ます。一 つは、ア ベノミク スで「７ 年連続景 気拡大 」などと宣
伝してき ましたが 、政府 資料の根 拠となる 毎月勤労 統計等の 偽装が発 覚し、 政府資料の
信頼度が 大問題と なって おります 。そして 二つ目に は、先週 改めて政 府（内 閣府）で景
気指数を 発表しま したが 、２０１ ５年の景 気を１０ ０とした 場合、今 年の景 気は９７と
発表され ました。 景気は かなり後 退してい ることに なります 。各種世 論など により、消
費税もや むを得な いと考 えている 人たちも 含め、今 年の１０ 月からの 増税は やめてもら
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いたいと いうこと が多数 になって います。 流通業界 などの経 済界から も反対 の意見が出
されており、消費税率引き上げは困難な状況になっております。
四つ目 として、 日本の 現在の経 済状況は 、大企業 は景気が 良く、４ ００兆 円以上の内
部留保を 抱えてお ります けれども 、国内の 消費不況 は一向に 改善して おりま せん。むし
ろ昨年あ たりから 日用品 や食料品 の値上が りが続き 、４年前 に比べて 確実に 後退してい
るという ことは間 違いあ りません 。１０月 からの増 税を実施 したら、 日本経 済に混乱を
来すことは間違いありません。
こうし たことか ら私た ち日本共 産党は、 消費税が 最大の不 公平税制 であり 、廃止も含
め基本的に反対であること、そして、１０月からの増税がかなり厳しい状況であること、
そして今 年１０月 の消費 税増税に も反対で あること などから 、この三 つの議 案に消費税
を組み込 むことに 反対で あること を申し述 べます。 よって、 議案５９ 号、６ ０号、６１
号に反対を表明して、討論を終わりたいと思います。
【１０番
○議長 （茂木

隆）

藤田和久議員

降壇】

ほ かに討 論の通告 がありま せんので 、これに て討論を 終結いたしま

す。
これよ り、ただ いま議 題となっ ておりま す案件中 、議案第 ４４号、 平成３ １年度大仙
市一般会 計予算を 採決い たします 。この採 決は起立 によって 行います 。本件 に対する委
員長報告 は原案可 決であ ります。 本件は、 委員長報 告のとお り決する ことに 賛成の諸君
の起立を求めます。
（賛成者２３人
○議長（茂木

隆）

起立）

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、 ただいま 議題と なってお ります案 件中、議 案第５９ 号、平成 ３１年 度大仙市上
水道事業 会計予算 を採決 いたしま す。この 採決は起 立によっ て行いま す。本 件に対する
委員長報 告は原案 可決で あります 。本件は 、委員長 報告のと おり決す ること に賛成の諸
君の起立を求めます。
（賛成者２４人
○議長（茂木

隆）

起立）

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、 ただいま 議題と なってお ります案 件中、議 案第６０ 号、平成 ３１年 度大仙市簡
易水道事 業会計予 算を採 決いたし ます。こ の採決は 起立によ って行い ます。 本件に対す
る委員長 報告は原 案可決 でありま す。本件 は、委員 長報告の とおり決 するこ とに賛成の
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諸君の起立を求めます。
（賛成者２４人
○議長（茂木

隆）

起立）

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、 ただいま 議題と なってお ります案 件中、議 案第６１ 号、平成 ３１年 度大仙市下
水道事業 会計予算 を採決 いたしま す。この 採決は起 立によっ て行いま す。本 件に対する
委員長報 告は原案 可決で あります 。本件は 、委員長 報告のと おり決す ること に賛成の諸
君の起立を求めます。
（賛成者２４人
○議長（茂木

隆）

起立）

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第４５号から議案第５８号までの１４件を一括して採決いたします。本
１４件に 対する委 員長報 告は原案 可決であ ります。 本１４件 は、委員 長報告 のとおり決
することにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って本１ ４件は、 原案のと おり可決され

隆）

次に、日程第６０、請願第１０号を議題といたします。

ました。

○議長（茂木

本件に関し、委員長の報告を求めます。総務民生常任委員長２３番金谷道男君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、２３番。
【２３番

金谷道男議員

○総務民生常任委員長（金谷道男）

登壇】

ご報告いたします。

請願第 １０号「 国に対 し『消費 税増税中 止を求め る意見書 』の提出 を求め る請願書」
について は、委員 から「 同一趣旨 の陳情が 前回提出 されてか ら情勢が 変わっ ていないこ
とから、 不採択と すべき 」との意 見と「願 意妥当で あり、採 択すべき との意 見が出され
ました。
挙手に よる採決 の結果 、賛成少 数により 、本件は 不採択す べきもの と決し た次第であ
ります。
以上で報告を終わります。
○議長 （茂木

隆）

た だいま の委員長 報告に対 する質疑 を行いま す。質疑 はありません
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か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【２３番

○議長（茂木

隆）

金谷道男議員

降壇】

これより討論を行います。討論はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

討論なしと認めます。

これよ り、請願 第１０ 号を採決 いたしま す。この 採決は起 立によっ て行い ます。本件
に対する 委員長報 告は不 採択であ ります。 本件を採 択と決す ることに 賛成の 諸君の起立
を求めます。
（賛成者４人

起立）

○議長（茂木

隆）

起立少数であります。よって本件は、不採択と決しました。

○議長（茂木

隆）

次に、日程第６１、陳情第２３号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。教育福祉常任委員長１３番小松栄治君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１３番。
【１３番

小松栄治議員

○教育福祉常任委員長（小松栄治）

登壇】

報告いたします。

陳情第 ２３号「 幼児教 育・保育 の無償化 、待機児 童解消、 保育士の 処遇改 善のための
必要な措 置を国に 求める 陳情」に つきまし ては、願 意妥当と 認め、採 決の結 果、出席委
員の一致をもちまして、採択すべきものと決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長（茂木

隆）

ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。
【１３番

○議長（茂木

隆）

小松栄治議員

これより討論を行います。討論はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

降壇】

討論なしと認めます。
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これより陳情第２３号を採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。
本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

ご異議なしと認めます。よって本件は、採択することに決しました。

○議長（茂木

隆）

次に、日程第６２、意見書案第１５号を議題といたします。

意見書案第１５号は教育福祉常任委員長から提出されております。
お諮り いたしま す。意 見書案第 １５号は 、会議規 則第３７ 条第３項 の規定 により、提
案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って本件 について は、提案 理由の説明は

省略することに決しました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。

ただい ま議題と なって おります 本件は、 会議規則 第３７条 第２項の 規定に より、委員
会には付託いたしません。
これより討論を行います。討論はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

討論なしと認めます。

これよ り意見書 案第１ ５号を採 決いたし ます。本 件は、原 案のとお り可決 することに
ご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って本件 は、原案 のとおり 可決されまし

た。
お諮り いたしま す。た だいま議 決されま した意見 書案第１ ５号につ いて、 その条項、
字句、数 字、その 他の整 理を要す るものに つきまし ては、そ の整理を 議長に 委任された
いと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って、条 項、字句 、数字、 その他の整理
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は、議長に委任することに決しました。

○議長 （茂木

隆）

次 に、日 程第６３ 、各委員 会からの 閉会中の 継続審査 及び所管事務

調査の申し出についてを議題といたします。
各委員 長から審 査及び 調査中の 事件につ き、会議 規則第１ ０４条並 びに第 １１０条の
規定によ り、お手 元に配 付いたし ましたと おり閉会 中の継続 審査及び 所管事 務調査の申
し出がありました。
お諮り いたしま す。各 委員長か らの申し 出のとお り、閉会 中の継続 審査及 び所管事務
調査とすることにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って、各 委員長か らの申し 出のとおり決

○議長（茂木

隆）

以上で、本定例会の日程は全部終了いたしました。

○議長（茂木

隆）

これにて平成３１年第１回大仙市議会定例会を閉会いたします。

しました。

大変ご苦労様でした。
午後

０時１８分

閉
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