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議会運営委員会
（本庁２階議会会議室）
本会議（議場）
議案上程、提案理由説明
全員協議会（本庁２階議会会議室）

広報特別委員会
（議会庁舎第 2 会議室）
本会議（議場）
質疑、委員会付託、一般質問
市民文教常任委員会
（本庁２階議会会議室）
産業建設常任委員会
（本庁２階議会会議室）
総務常任委員会
（本庁２階議会会議室）

行政改革特別委員会
（本庁２階議会会議室）

議会運営委員会
（本庁２階議会会議室）

本会議（議場）
委員長報告、質疑、討論、採決
１０：００
全員協議会（本庁２階議会会議室）
閉議閉会
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常任委員会付託議案審査表

委員会名

市 民 文 教
常任委員会
書記 福原 勇夫
（健康福祉課係長）

産 業 建 設
常任委員会
書記 北川 峰章
（下水道課係長）

開催日時

３月 ５日(水)
９：００

３月 ６日(木)
９：００

付託議案
議案第 １号中
第１表 歳入歳出予算のうち
所管に係る歳入全部
第１表 歳入歳出予算のうち
歳出 ２款１項（９目・１２目）・３項、３款、
４款１項・２項、９款１項（４目）、１０
款、１１款３項
議案第 ６号 、議案第 ７号 、議案第 ８号
議案第 ９号
議案第１３号中
第１表 歳入歳出予算補正のうち
歳出 ３款
議案第１４号中
第１表 歳入歳出予算補正のうち
所管に係る歳入全部
第１表 歳入歳出予算補正のうち
歳出 ２款１項(１２目)、３款、４款１項・２
項、９款１項(４目)、１０款、
議案第１７号 、議案第１８号 、議案第１９号
議案第２７号 、議案第３１号 、議案第３２号、
議案第３３号 、議案第３４号 、議案第４０号、
議案第４１号
議案第 １号中
第１表 歳入歳出予算のうち
所管に係る歳入全部
第１表 歳入歳出予算のうち
歳出 ４款３項、５款、６款、７款、８款、
１１款１項・２項
議案第 ３号 、議案第１０号 、議案第１１号
議案第１２号
議案第１３号中
第１表 歳入歳出予算補正のうち
歳出 ８款
議案第１４号中
第１表 歳入歳出予算補正のうち
所管に係る歳入全部
第１表 歳入歳出予算補正のうち
歳出 ４款３項、５款、６款、７款、８款、
１１款
議案第１６号 、議案第２０号 、議案第２１号
議案第２２号 、議案第３５号 、議案第３６号
議案第３７号 、議案第３８号 、議案第３９号
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総
務
常任委員会
書記 西盛 豊樹
（管理課係長）

３月 ７日(金)
９：００

議案第 １号中
第１表 歳入歳出予算のうち
所管に係る歳入全部
第１表 歳入歳出予算のうち
歳出 １款、２款１項(９目・１２目除く）・
２項・４項・５項・６項、
９款１項(４目除く)、１２款、１３款、
１４款
第２表 債務負担行為
第３表 地方債
議案第 ２号 、議案第 ４号 、議案第 ５号
議案第１３号中
第１表 歳入歳出予算補正のうち
歳入全部
議案第１４号中
第１表 歳入歳出予算補正のうち
所管に係る歳入全部
第１表 歳入歳出予算補正のうち
歳出 １款、２款１項(１２目除く）
・２項・
４項、９款１項(４目除く)、１２款
第２表 繰越明許費
第３表 地方債補正
議案第１５号 、議案第２３号 、議案第２４号
議案第２５号 、議案第２６号 、議案第２８号
議案第２９号 、議案第３０号
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平成２０年第 1 回かほく市議会定例会議事日程（第１号）
平成２０年２月２９日（金）午前１０時００分開議
開会宣告
日程第１

会議録署名議員の指名

日程第２

会期決定の件

日程第３

諸般の報告

日程第４

議案第１号〜議案第４１号、同意第１号〜同意第５号
（議案上程、提案理由説明）

日程第５

発議第１号
(議案上程、提案理由説明)

日程第６

休会決定の件

閉議散会
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第１日目会議録
平成２０年第１回かほく市議会定例会会議録(第１号)
招集年月日

平成２０年

招集の場所

かほく市役所議場

開 会 (開 議 )

平成２０年

応 招 議 員

出席議員に同じ

不応招議員

欠席議員に同じ
議

長

２月２９日(金)

２月２９日(金) 午前１０時００分宣告

１８番

別宗

明敏

１番

遠田

３番

１０番

沖津

千万人

順

２番

安達

肇

宇野

順一

４番

多々見

武

５番

山口

博之亟

６番

金田

正信

７番

冨澤

明次

８番

杉本

正一

９番

荒井

三喜雄

１１番

中村

修一

１２番

竹内

幹雄

１３番

西田

正剛

１４番

杉本

成一

１５番

寺内

照雄

１６番

山田

孝一

１７番

猪村

博靖

長

油野

和一郎

副

長

架谷

外茂治

教育委員会教育長

遠田

敏博

総

長

中田

政昭

市

西

正一

産業建設部長

高井

孝治

出 席 議 員

欠 席 議 員

副議長

なし

市
民

部

長

市
務

部

企業局長兼下水道課長

川島

起世志

教

育

部

長

助実

金司

地方自治法第

消

長

高橋

勲

総

務

課

長

板坂

卓之

１２１条の規

財

政

課

長

酒井

弘幸

企画情報課長

森田

善明

定により説明

管

理

課

長

大多

光正

税

長

山口

外志雄

のため出席し

納

税

課

長

油野

茂樹

会計管理者兼会計課長

石山

義久

た者の職氏名

監査委員事務局長

喜多

学

市

長

川端

憲治

子育て支援課長

酒尾

浩

健康福祉課長

藤本

憲

保険医療課長

松本

吉雄

環境安全課長

田丸

成一

都市建設課長

大西

潤

農林水産課長

杉本

外次

商工観光課長

沖野

悌二

水

高野

定信

防
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務
民

道

課
課

課

長

地方自治法第

学校教育課長

梶

義裕

生涯学習課長

沖野

利之

１２１条の規

体育振興課長

松田

一雄

消

長

宗藤

護

定により説明

予

新藏

利美雄

財政課長補佐

越井

謙一

哲雄

議会事務局次長

丸井

厚司

傍聴者受付係

長木

朋子

防

課

長

防

課

のため出席し
た者の職氏名

本会議に職務

議会事務局長

英

議会事務局書記

竹谷

孝

として出席し 傍 聴 者 受 付 係

打出

喜代文

のため出席し
た者の職氏名
本会議に係員
た者の職氏名

市長提出の
議案の題目

議案第 １号
議案第 ２号
議案第 ３号
議案第 ４号
議案第 ５号
議案第 ６号
議案第 ７号
議案第 ８号
議案第 ９号
議案第１０号
議案第１１号
議案第１２号
議案第１３号

平成２０年度かほく市一般会計予算
平成２０年度かほく市土地取得特別会計予算
平成２０年度かほく市営バス事業特別会計予算
平成２０年度かほく市墓地特別会計予算
平成２０年度かほく市ケーブルテレビ事業特別会計予算
平成２０年度かほく市国民健康保険特別会計予算
平成２０年度かほく市老人保健特別会計予算
平成２０年度かほく市後期高齢者医療特別会計予算
平成２０年度かほく市介護保険特別会計予算
平成２０年度かほく市大海財産区特別会計予算
平成２０年度かほく市下水道事業特別会計予算
平成２０年度かほく市水道事業会計予算
専決処分の承認を求めることについて
（平成１９年度かほく市一般会計補正予算（第７号））
議案第１４号 平成１９年度かほく市一般会計補正予算（第８号）
議案第１５号 平成１９年度かほく市土地取得特別会計補正予算（第１号）
議案第１６号 平成１９年度かほく市営バス事業特別会計補正予算（第１号）
議案第１７号 平成１９年度かほく市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
議案第１８号 平成１９年度かほく市老人保健特別会計補正予算（第２号）
議案第１９号 平成１９年度かほく市介護保険特別会計補正予算（第３号）
議案第２０号 平成１９年度かほく市大海財産区特別会計補正予算（第２号）
議案第２１号 平成１９年度かほく市下水道事業特別会計補正予算（第３号）
議案第２２号 平成１９年度かほく市水道事業会計補正予算（第３号）
議案第２３号 専決処分の承認を求めることについて
（工事請負契約の締結についての一部変更について）
議案第２４号 専決処分の承認を求めることについて
（工事請負契約の締結についての一部変更について）
議案第２５号 かほく市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の制定
について
議案第２６号 かほく市ケーブルテレビ施設整備基金条例の制定について
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議案第２７号 かほく市後期高齢者医療に関する条例の制定について
議案第２８号 かほく市部制条例等の一部を改正する条例について
議案第２９号 かほく市税条例の一部を改正する条例について
議案第３０号 かほく市児童館条例及びかほく市砂利等採取審議会条例の一部を
改正する条例について
議案第３１号 かほく市国民健康保険条例の一部を改正する条例について
議案第３２号 かほく市介護保険条例の一部を改正する条例について
議案第３３号 かほく市敬老年金条例の一部を改正する条例について
議案第３４号 かほく市ふれあい荘条例を廃止する条例について
議案第３５号 かほく市商工業振興条例の一部を改正する条例について
議案第３６号 かほく市産業文化センター条例の一部を改正する条例について
議案第３７号 かほく市営バスの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
例について
議案第３８号 かほく市公共下水道受益者分担金条例の一部を改正する条例につ
いて
議案第３９号 かほく市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改
正する条例について
議案第４０号 かほく市奨学資金支給条例の一部を改正する条例について
議案第４１号 事務の相互委託に関する規約の制定及び事務の相互委託に関する
規約の一部変更について
同意第 １号 かほく市公平委員会の委員の選任に付き同意を求めることについ
て
同意第 ２号 かほく市監査委員の選任に付き同意を求めることについて
同意第 ３号 かほく市固定資産評価審査委員会の委員の選任に付き同意を求め
ることについて
同意第 ４号 かほく市教育委員会の委員の任命に付き同意を求めることについ
て
同意第 ５号 かほく市教育委員会の委員の任命に付き同意を求めることについ
て
発議第 １号 かほく市議会会議規則の一部を改正する規則について
議 事 日 程 議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。

会議録署名
議員の指名

議長は、会議録署名議員に次の２人を指名した。
１７番

猪村

議員

博靖

以下余白
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１番

遠田

順

議員

議事の経過

第１日目

諸般の報告
○議長【別宗明敏君】日程第３、諸般の報告を

開会・開議
午前 10 時 00 分

行います。
開会

地方自治法第 121 条の規定により、市長に対
し、本定例会に説明員として出席要求をいたし

○議長【別宗明敏君】ただいまのところ、出席

ましたところ、説明のために委嘱された者の

議員数は、18 人であります。

職・氏名は、別紙の説明員の職・氏名一覧表と

定足数に達しておりますので、これより、平

して、お手元に配付してありますのでご了承願

成 20 年第１回かほく市議会定例会を開会し、

います。

直ちに本日の会議を開きます。

また、監査委員から平成 19 年 11 月分、12 月

議事日程の報告

分、平成 20 年１月分の例月現金出納検査の結

○議長【別宗明敏君】本日の議事日程は、お手

果及び定期監査の結果についての報告があり

元に配付のとおりであります。

ましたので、その写しを配付してありますので

会議時間の延長

ご了承願います。

○議長【別宗明敏君】あらかじめ、本日の会議

次に、市長から市政全般にわたる報告の申し

時間を延長しておきます。

出がありましたので、これを許します。油野市

日程第１

長。

会議録署名議員の指名

○市長【油野和一郎君】はい議長。

○議長【別宗明敏君】日程第１、会議録署名議

本日ここに、平成 20 年第１回かほく市議会

員の指名を行います。

定例会を招集致しましたところ、議員各位には、

会議録署名議員は、会議規則第 81 条の規定

公私とも何かとご多用のところご出席を賜わ

によって、17 番 猪村博靖君、１番 遠田順君を

り、厚くお礼を申し上げます。

指名いたします。

開会にあたりまして、一言、ご挨拶を申し上
日程第２

げます。

会期決定の件

早いもので、平成 19 年度もあと残すところ

○議長【別宗明敏君】日程第２、会期決定の件

１ヵ月となりました。

を議題といたします。

平成 16 年３月１日に合併してかほく市とな

お諮りします。本定例会における会期は、本

りましてから、本日でちょうど丸４年となり、

日から３月 12 日までの 13 日間としたいと思い

いよいよ明日から５年目へ入ることになりま

ます。

す。

これにご異議はありませんか。

いま、改めてこの４年間を振り返ってみます

（異議なしの声あり）

と、全国的に平成の大合併が進め始められた中、

○議長【別宗明敏君】ご異議なしと認めます。

様々な課題や難関を乗り越えてようやく合併

よって、会期は本日から３月 12 日までの 13

に漕ぎ着けたかほく市を待ち受けていたのは、

日間とすることに決定をいたしました。

地方にとって強い逆風の吹く、厳しい荒海の時

日程第３

代でもありました。「サービスは高く、負担は
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軽く」を合併の基本理念として掲げた新生かほ

しては、市民の皆様による検討委員会を設ける

く市の舵取りを、初代市長として任せて頂いた

とともに、議会の調査委員会からもご意見、ご

ものの、荒海の中、かほく市を船出させること

報告を賜わり、「かほく市庁舎整備方針」を策

はそう容易なことではありませんでした。

定させて頂きました。また、市全体のまちづく

思い起こせば、東庁舎３階の大集会室を議場

りの基本となる都市計画マスタープランにつ

と致しまして、在任特例の 44 名の市議会議員

きましても、２年をかけて策定を致しました。

の皆様とともに、初めての経験となる市議会に

このように、平成 18 年度は平成 17 年度に引き

臨ませて頂きました。２日間にわたって行われ

続き、かほく市の礎を固めるための取り組みを

ました一般質問の数々や、全員協議会での厳し

進めた１年でありました。

いご指摘、矢継ぎ早の質疑応答など、今となり

そして４年目となる平成 19 年度、本年度は

ましては懐かしい感さえ致しております。

市長としての任期四年目でもあり、締め括りの

そのような中で、河北台中学校と宇ノ気中学

１年として、選択と集中という考えのもとに、

校改築工事の同時着工をはじめ、合併前から計

かほく市の発展のための土台をしっかりと創

画の進められておりました各種の事業や、合併

り上げることに重点を置いた１年でありまし

後改めて取り交わしましたメスキルヒ市との

た。

姉妹都市提携など、かほく市になりまして新た

ご承知のように、合併と同時に計画を立ち上

に定めなければならない取り決めや、合併後も

げ準備を進めて参りましたケーブルテレビ事

継続して取り組んで行かなければならない事

業につきましては、有利な財源の確保などの課

務事業などに忙殺されたのが、１年目の平成 16

題もありましたが、ようやく、この４月に開局

年度でありました。

の運びとなりました。今後は、市民の皆様の加

２年目となる平成 17 年度は、在任特例終了

入促進を図るためにも地域チャンネルの充実

後の市議会議員選挙による新たな市議会の誕

を図るとともに、様々な地元情報の発信により、

生とともにスタートを致しました。市の事業と

多くの市民ニーズに応えることができるよう

致しましては、河北台・宇ノ気の両中学校の校

取り組んで行かなければならないと考えてお

舎完成や、高松中学校の耐震大規模改修工事の

ります。

完了のほか、第１次総合計画、行政改革大綱な

また、合併前の宇ノ気町時代から構想が練ら

ど、市政を運営していく上で基本となる計画に

れておりましたリバーシティ計画も、国内最大

ついても策定を致しました。また、市民憲章を

手のイオンの進出が実現し、本年秋にはグラン

はじめ市の花・木・鳥を制定し、「いい風

ドオープンを迎える予定となりました。この大

い夢

い

かほく」のキャッチフレーズ、ロゴマー

型商業施設は、今後の、かほく市の更なる発展、

クも作成するなど、平成 17 年度はかほく市の

活性化のためにもたいへん大きな起爆剤にな

礎となる取り組みを進めた１年でありました。

ると考えており、市と致しましても、大いに期

３年目となる平成 18 年度は、保育園施設整

待を寄せるものであります。

備計画による初めての統合保育園として、７月

長いようで、今となりましては短く感じられ

に大海保育園を開園致しました。そして、合併

る四年間でありましたが、この間、旧３町の融

時からの懸案でありました庁舎整備につきま

和については特に重点的に取り組んできたつ
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もりであります。もちろん、小中学校をはじめ

そのためには、かほく市にとって何が本当に

とした教育環境の整備、子育て支援の充実、安

必要なのか、これから何をしていかなければな

全・安心のまちづくりなど、そのほかの施策に

らないのか、真剣に議論をしていく必要があり

おきましても、できることから一歩ずつ取り組

ます。そして、執行部はもとより、議会の皆様、

ませて頂いて参りました。

市民の皆様も含めて、市全体が一丸となって、

至らぬところもあったかと思いますが、これ

将来に向けた取り組みを進めていくことが求

まで、議会の皆様をはじめ多くの市民の皆様に

められると考えております。

並々ならぬご支援を賜わり、大きな力で後押し

平成 20 年度以降も、本当に厳しい正念場が

をして頂くことによりまして、大過なくかほく

続くと思われます。かほく市が誕生してから４

市を船出させることができ、そして、概ね順調

年間、まだまだ発展途上ではありますけれども、

に軌道に乗せることができたものと考えてお

胸を張って誇ることのできる成長を遂げてき

ります。

たかほく市であると思っております。今後は、

皆様方には、この場をお借り致しまして、改

３万５千人の英知を結集して、更なる成長を遂

めて心からお礼を申し上げます。本当にありが

げるため、進むべき方向を間違わずに、足並み

とうございました。

を揃えてしっかりと前進していくことを願う

来たる４月 10 日で私は任期満了となります

ものであります。

が、議員各位には、その後も１年間の任期を残

最後に、これまで議会の皆様、市民の皆様か

されており、引き続き、かほく市の更なる発展、

ら賜わって参りましたご支援、ご協力に対しま

活性化につながるご尽力、ご努力をお願い申し

して、いま一度心からお礼を申し上げますとと

上げたいと思います。

もに、平成 20 年度が、活力のあるかほく市の

しかし、地方を取り巻く環境は、今後、益々

実現に向けて前進するための、真の第一歩を刻

厳しくなって参ります。かほく市におきまして

むことのできる１年となるよう念願と期待を

も、今のうちから、更に厳しい状況を迎えるこ

致しまして、本定例会に際しましての私の挨拶

とをしっかりと想定しつつ、将来に備えておか

と致します。

なければならないと思われます。

○議長【別宗明敏君】これで諸般の報告を終わ

平成 20 年度、かほく市は合併して５年目を

ります。

迎えることになりますが、合併後 10 年間の合

日程第４

併特例債の発行と、同じく交付税の 10 年間の

議案第１号〜議案第 41 号

算定特例による有利な交付額となる優遇制度

同意第１号〜同意第５号

につきましては、皆様もご承知のとおりであり

○議長【別宗明敏君】日程第４、議案第１号

ます。

成 20 年度かほく市一般会計予算から、議案第

10 年間の上半期でかほく市の礎を築くため

41 号

平

事務の相互委託に関する規約の制定及

努力をして参りましたが、残りの下半期、平成

び事務の相互委託に関する規約の一部変更に

25 年度までには、本当に厳しい時代を生き抜い

ついてまでの 41 件、同意案件５件の併せて 46

ていくための力を備えた自治体に脱皮してい

件を一括議題といたします。

かなければなりません。

市長から提案理由の説明を求めます。
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油野市長。

な実施によりまして、市民の皆様の安全、安心

○市長【油野和一郎君】それでは、只今から提

を確保するとともに、将来の市勢発展へ向けて

案理由の説明を申し上げます。

着実な歩みを進めることに十分配慮しながら

本日ここに、上程致しました議案第１号から

取り組むこととしたものであります。

第 41 号までの議案 41 件、並びに同意５件につ

主だった方針と致しましては、自治体間競争

きまして、一括してその大要をご説明致します。

に打ち勝つためのインフラ整備はもとより、子

少し長くなるかと思いますが、議員各位には、

育て支援、市民生活の安全、安心の確保などを

ご理解の上ご容赦を賜わりますようお願い致

重点施策として積極的に取り組むことと致し

します。

ました。また、物件費等については平成 19 年

まず、議案第１号から議案第 12 号までの各

度も大幅な削減を図ったものでありますが、平

会計の平成 20 年度当初予算についてでありま

成 20 年度はそれ以上の削減とし、市単独の補

す。

助金につきましても、平成 17 年度当初ベース

この平成 20 年度当初予算につきましては、

の 10 パーセント減となるシーリングを継続す

去る２月 15 日に開催致しました予算内示会に

るなど、限られた財源の中で、引き続き「選択

おいてその概要を説明させて頂いたところで

と集中、優先順位」を明確にした予算編成とし

ありますが、いま一度、基本的な部分を中心に

たものであります。

ご説明申し上げたいと思います。

また、本来、当初予算は、新年度の市政にお

まず、当初予算の編成方針についてでありま

ける施策や諸課題などに対する年間を通じた

すが、これまでにもお話し致しましたように

取り組みを明らかにするものでありますが、今

「サービスは高く、負担は軽く」という合併の

回は、私の任期満了に伴う市長選挙を控えてい

基本理念や、三位一体の改革による財政負担が、

ることから、政策的な経費の中で判断が求めら

かほく市にとって依然として重くのしかかっ

れる一部の経費については計上を見送り、準通

ており、一層厳しい財政状況を余儀なくされて

年型予算として編成したものであります。

いるところであります。

しかしながら、市民生活の安全、安心の確保

平成 20 年度は、国の地方財政計画において、

のための事業や、大型事業で継続して実施して

地方交付税が平成 15 年度以来となる 1.3 パー

いかなければならないもの、また教育環境の整

セントの伸びとなっておりますが、一方では自

備に関する事業など、真に必要な施策につきま

動車重量譲与税などのいわゆる道路特定財源

しては、十分に配慮して編成したものでありま

の暫定税率の先行きが不透明な状況であり、地

すので、議員各位にはご理解を賜りますようお

方にとっては大きな懸念材料となっておりま

願いを申し上げます。

す。

次に、当初予算の規模など全体像について申

このような中ではありますが、私の思いであ

し上げます。

る「元気のある、住んでよかった、これからも

まず、平成 20 年度の一般会計当初予算につ

住み続けたいと言われるまち、かほく市の実

いてでありますが、予算額は 135 億 7,500 万円

現」を目指し、平成 19 年度に引き続き、総合

となり、前年度比で 2,500 万円の減額、0.2 パ

計画を基本としながら、併せて行政改革の着実

ーセントの減となっております。
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平成 19 年度で、七塚小学校の耐震補強工事

に基づき特別会計を設けて予算執行するもの

や大型商業施設周辺の道路整備事業、ケーブル

であり、初年度予算として３億 2,870 万円を計

テレビ事業などの大きな事業がほぼ終了して、

上致しております。

減額要因が大きくなっておりますが、平成 20

高齢者の一部の方には新たな負担増にもな

年度は、継続事業として高松北部統合保育園建

り、非常に厳しい時代となりましたが、医療保

設工事の着工や、宇ノ気北部統合保育園の取り

険制度の改正に何とかご理解を賜わり、ご協力

組みのほか、市内一円の防災行政無線の整備を

をお願いするものであります。

予定していることもあり、全体としては、若干

10 会計となりました特別会計の当初予算合

の減額ながらほぼ同規模となっております。

計額は、88 億 3,851 万６千円となり、前年度と

次に、特別会計についてでありますが、特別

比較致しますと、35 億 8,701 万２千円の減額、

会計におきましては、これまでの土地取得特別

28.9 パーセントの大きな減となっております。

会計など八つの会計に加え、平成 20 年度から

主な要因は、今ほど申し上げました老人保健制

新たに「ケーブルテレビ事業特別会計」及び「後

度から後期高齢者医療制度へ移行することが

期高齢者医療特別会計」の２会計が増えて、合

大きいものでありますが、実質的には、支払基

わせて 10 会計となっております。

金交付金の関係によるものであり、市の負担が

新たな特別会計であるケーブルテレビ事業

大きく減額することにはなっておりませんの

特別会計につきましては、本年４月 1 日開局の

でご理解をお願い致します。

ケーブルテレビ事業の管理、運営について、特

なお、この後期高齢者医療制度への移行に伴

別会計を設けて経理を区分するものであり、初

い、本来、老人保健特別会計については廃止と

年度予算として 8,600 万円を計上致しておりま

なるべきところでありますが、旧制度の医療給

す。

付費の支払い等の関係で、当面は残しておくこ

なお、伝送路から軒下までの引込工事委託料

とになりますのでご了承をお願い致します。

につきましては、無料サービス期間を平成 20

そのほか、財政調整基金の状況について申し

年度までとしている関係もあり、これまでと同

上げますと、平成 20 年度当初予算における取

様、一般会計に所要額を計上しておりますので

り崩し額が平成 19 年度当初予算とほぼ同額と

ご理解をお願い致します。

なり、依然として５億 5,000 万円余りの一般財

また、もう一つの新しい後期高齢者医療特別

源の不足が見込まれております。平成 21 年度

会計についてでありますが、75 歳以上の方々の

においては更に公債費の増加なども見込まれ

医療保険制度が、４月１日より老人保健制度か

ており、より一層厳しい財政運営を強いられる

ら後期高齢者医療制度に移行致します。ご案内

ものと考えております。

のように、医療給付などについては石川県後期

また、歳入の状況について申し上げますと、

高齢者医療広域連合が行いますけれども、保険

歳入の根幹である市税につきましては、所得税

料の徴収事務については各自治体が行うこと

から個人住民税への税源移譲により、平成 19

となっております。この徴収事務にかかる経費

年度は大きな伸びとなりましたが、平成 20 年

並びに徴収した保険料を後期高齢者医療広域

度は、固定資産税、都市計画税の伸びによる 1.5

連合に納める納付金などについて、政令の規定

パーセント増、39 億 9,274 万２千円を見込むも
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のであります。

６点にわたって説明致します。

次に、地方譲与税であります自動車重量譲与

まず第１点目に、「新たな発展のための取り

税と地方道路譲与税、加えて自動車取得税交付

組み」についてであります。

金の、いわゆる道路特定財源の歳入予算につき

冒頭に申し上げましたように、平成 20 年度

ましては、暫定税率による平成 19 年度の実績

は、子育て支援並びに安全安心のまちづくりを

見込みをもとに計上するものであります。

重点施策として位置づけております。

この暫定税率につきましては、これまでにも

子育て支援と致しましては、平成 19 年度に

説明してきておりますように、廃止されて本則

実施設計を行いました高松北部統合保育園の

の税率に戻りますと１億 1,000 万円余りの歳入

建設に着手するほか、谷地内で計画をしており

不足が見込まれることになり、市と致しまして

ます宇ノ気北部統合保育園の用地取得並びに

も非常に厳しい財政局面を迎えることになり

実施設計に取り掛かり、平成 21 年度の着工を

ます。場合によりましては、道路関係予算を更

目指すものであります。

に縮減しなければならない状況に追い込まれ

また、能登半島地震や新潟県中越沖地震につ

ることも予想されます。現時点で、見通しがは

いては市民の皆様の記憶にまだ新しいものと

っきりしたわけではありませんが、当初予算に

思いますが、万一の災害発生時の適切な情報伝

おきましては暫定税率維持を前提に編成せざ

達手段として、市内一円に防災行政無線を整備

るを得ない状況でありましたのでご理解をお

するほか、消防署の救助工作車や消防団の消防

願い致します。

ポンプ車の更新、更には、すでに中学校に配備

また、地方交付税につきましては、普通交付

されております自動体外式除細動器、いわゆる

税で 40 億円、特別交付税で３億 5,000 万円、

ＡＥＤを、市内の全小学校にも配備することと

合わせて１億円の増額となる 43 億 5,000 万円

致しました。

を見込むものであります。

第２点目に、「地域が一体となって支える健

先ほども申し上げましたように、地方財政計

康・福祉のまちづくり」への取り組みでありま

画では平成 15 年度以来の 1.3 パーセントの増

す。

が示されておりますが、普通交付税につきまし

子育て支援につきましては、今ほど申し上げ

ては、地方税の偏在是正を目的として新たに設

ましたように更に重点化を図り、高松北部統合

けられた地方再生対策費分並びに臨時財政対

保育園並びに宇ノ気北部統合保育園の事業に

策債など交付税措置のある起債の償還費が増

取り組み、子育て支援の環境整備を積極的に推

加することなどにより、計画より若干多めの

進するものであります。

2.6 パーセントの増を見込むものであります。

また、市内６箇所の学童保育クラブの土曜日

特別交付税につきましては、平成 19 年度と同

の保育時間について、現在の 12 時半までから

額を見込んでおり、交付税全体で 2.4 パーセン

午後６時までに延長するほか、予防接種事業で

トの増とするものであります。

は、麻しん、いわゆる「はしか」の予防接種を、

次に平成 20 年度の主要施策についてであり

今後５年間にわたり、中学１年生と高校３年生

ますが、厳しい財政状況の中、かほく市発展の

を対象に実施することとし、幼児健診のフォロ

ために予定しております主な取り組みとして、

ーアップ体制の充実につきましても力を入れ
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て参りたいと考えております。

署の救助工作車や消防団の消防ポンプ車１台

第３点目に、「創造力といきがいをはぐくむ

を更新するほか、本年度、石川県が実施してい

教育・文化のまちづくり」の取り組みについて

る浸水想定区域調査結果に基づき、宇ノ気川流

であります。

域のハザードマップを作成することとしてお

小学校の耐震整備につきましては、平成 19

ります。

年度で七塚小学校の耐震補強工事が完了致し

そのほか、下水道事業では、平成 19 年度の

ました。引き続き、外日角小学校の耐震補強工

金津地区の管渠工事終了に伴い、国道 159 号の

事につきましては、当初、平成 19 年度に実施

沿線等を除いて市内の面的整備はほぼ完了し

設計を行い、平成 20 年度に耐震補強工事に着

たことになり、平成 20 年度は北部浄化センタ

工する予定としておりましたが、急遽、財源的

ーの自家発電装置と脱水設備を整備し、下水道

に有利な国の補正予算で対応できる見込みと

処理業務に支障のないよう対応するものであ

なりました。このため、平成 19 年度補正予算

ります。

として工事費等を計上すると同時に、その全額

第５点目に、「地域の発展と活力を支える機

を平成 20 年度に繰り越すこととし、実質的に

能的な都市基盤が整ったまちづくり」の取り組

は平成 20 年度において着工、完了を目指すも

みについてであります。

のであります。

情報通信基盤の整備として実施しておりま

また、大海小学校の体育館につきましても耐

すケーブルテレビ事業につきましては、先ほど

震補強工事の必要性について耐震診断を実施

申し上げましたように、本年四月に開局し、か

致しますとともに、先ほども申し上げましたよ

ほく市の情報発信の新たな核として、充分に機

うに、市内全小学校へのＡＥＤ配備など、平成

能を果たすよう運営して参りたいと考えてお

20 年度も教育施設での安全確保に努めて参り

ります。当面の課題である加入率につきまして

たいと考えております。

は、多くの方々に加入して頂くことができるよ

そのほか、損傷の著しい大海西山弥生の里の

う地域チャンネルに工夫を図り、親しみやすく

復元住居のかやの葺き替えや、地域伝統芸能等

役に立つケーブルテレビの運営を目指して参

の映像記録の製作、また、国際交流事業におき

りたいと考えておりますので、ご理解、ご協力

ましては、メスキルヒ市への青少年派遣事業を

を賜りますようよろしくお願いを申し上げま

予定しており、今後とも姉妹都市交流の推進を

す。

図って参りたいと考えております。

また、大型商業施設の進出につきましては、

第４点目に、「安全でうるおいのある暮らし

これまでに必要なインフラ整備として周辺道

を支える生活基盤の充実したまちづくり」の取

路の整備などの支援をして参りました。当初は

り組みについてであります。

平成 20 年春のオープンに合わせて道路整備等

先ほども申し上げましたように、防災行政無

を行って参りましたが、オープン時期が春から

線の整備につきましては、能登半島地震の経験

秋に延期されたことから、事業を一部繰り越し、

を踏まえ、１年前倒しをして整備することとし、

農道の舗装工事につきましては平成 20 年度に

平成 19 年度に実施設計を済ませ、平成 20 年度

実施することに変更致しました。完成後は、か

に施設整備を行うものであります。また、消防

ほく市の活性化に大きな効果をもたらすもの
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と考えており、１日も早いオープンを期待する

続きまして、平成 19 年度各会計の補正予算

ものであります。

についてであります。

そのほか、地域の生活道路の整備につきまし

まず、議案第 13 号の平成 19 年度一般会計補

ては、必要な箇所から順次実施して参りますと

正予算にかかる専決処分の承認につきまして

ともに、雪寒対策事業につきましては、現状を

は、急激な原油価格の高騰に伴い灯油価格の上

充分に踏まえつつ、真に必要かどうかを踏まえ

昇が著しい中、低所得者の方々の負担を軽減す

た上で取り組んで参りたいと考えております。

るための緊急福祉灯油助成事業に係る経費の

第６点目に、「様々な産業が育ち、地域の個

ほか、本年１月 27 日に出動致しました除雪委

性を創出する元気なまちづくり」の取り組みに

託料及び消雪設備の修繕費について計上した

ついてであります。

ものでありますので、ご理解をお願い致します。

農林水産業の振興につきましては、平成 20

次に、議案第 14 号から議案第 22 号までの一

年度も引き続き地域農産物のブランド化の推

般会計、土地取得特別会計、市営バス事業特別

進を図りつつ、県内外に発信をして参りますと

会計、国民健康保険特別会計、老人保健特別会

ともに、「農地・水・環境保全向上対策」とし

計、介護保険特別会計、大海財産区特別会計、

て先進的な営農活動に取り組んでいる地区に

下水道事業特別会計及び水道事業会計の平成

対しまして、資源保全向上活動支援事業を実施

19 年度補正予算について説明致します。

して参ります。

これらの補正予算は、特別なものを除き、い

また、地籍調査事業につきましては、平成 20

ずれも３月補正ということで年度末における

年度より新たに狩鹿野地区に着手致しますと

実績を見込んだ、いわゆる精算補正が主なもの

ともに、大海財産区につきましても、隣町との

となりますので、新たに追加をしております事

区域境界をはっきりとするため、実施を予定し

業等についてのみご説明を致します。

ております。

まず、一般会計で、外日角小学校整備事業に

そのほか、商工業の振興におきましては、商

係る事業費として２億 6,201 万円を計上してお

工会の運営や活動に対して引き続き支援をす

りますが、先ほども申し上げましたように、平

るほか、中小企業の皆様を支援し、経営基盤の

成 19 年度の国の補正予算に伴う補助採択を受

強化を図るため、設備投資の促進に対する利子

けて実施する方が、財源的にも大変有利である

補給などを実施しながら、商工会と連携した地

と判断して計上するものでありますので、議員

域産業の育成に取り組んで参りたいと考えて

各位にはご理解を賜りますようお願い申し上

おります。

げます。

以上、平成 20 年度の当初予算に盛り込んだ

そのほかには、水道事業で実施しております

主要施策につきまして、総合計画の施策体系に

石綿セメント管更新事業に対する一般会計か

沿ってご説明を申し上げました。依然として、

らの出資金、能登西部バス・金沢中央バスの運

厳しい財政状況ではありますが、
「選択と集中」

行に係る生活バス路線維持補助金や原油価格

により優先順位を明確にして実施するもので

高騰対応省エネルギー型農業機械等緊急整備

ありますので、議員各位のご理解をお願い申し

対策補助金、並びに市債のうち政府系資金で利

上げます。

率５パーセント以上の高利債の繰上償還に係
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る本年度許可分の所要額などを計上するもの

めることについてであります。

であります。

この専決処分も、同じく昨年５月に締結致し

また、特別会計の補正につきましても特段大

ました「かほく市ケーブルテレビ施設整備工事

きな追加事業はありませんが、下水道事業特別

（センター施設）」の契約について、自家発電

会計及び水道事業会計におきましては、今ほど

設備の騒音対策や自主放送設備の仕様の見直

申し上げました一般会計と同様、高利債から低

しに伴い増額変更する必要が生じたものであ

利債への借換えをするための所要額を計上し

りますが、同様に変更金額が１千万円を超えな

ております。

いため、市長が専決できる規定に基づきまして、

なお、大型商業施設の周辺道路の整備工事に

２月１日付けで変更契約を締結したものであ

関しまして、オープン時期が今年の春から秋に

ります。

延びたことによりまして、一部を平成 20 年度

次に、議案第 25 号、かほく市認可地縁団体

に繰り越し、また、農道２路線の工事につきま

の印鑑の登録及び証明に関する条例の制定に

しては、平成 20 年度に実施することに致しま

ついてであります。

したことは、先ほども申し上げたとおりであり

この条例は、これまで地方自治法の規定のみ

ます。

に基づき運用して参りました地縁団体の印鑑

以上、簡単ではありますが、一般会計をはじ

登録等の事務について、新たに条例を制定して

めとする各会計の平成 19 年度補正予算につい

当該事務に関する規定を整備することにより、

てご説明致しました。外日角小学校整備事業な

事務の確実性と地縁団体の利便増進を図るも

ど一部を除きまして、実績見込みによる精算的

のであります。

な補正となっておりますので、ご理解を賜りま

次に、議案第 26 号、かほく市ケーブルテレ

すようお願い申し上げます。

ビ施設整備基金条例の制定についてでありま

続きまして、予算以外の議案について説明致

す。

します。

この条例は、本年四月に開局のケーブルテレ

まず、議案第 23 号、工事請負契約の締結に

ビ事業において、今後の施設整備、更新を円滑

ついての一部変更に係る専決処分の承認を求

に実施するため、基金を設置して運用を図ると

めることについてであります。

ともに、併せて、ケーブルテレビ事業特別会計

この専決処分は、昨年五月に締結致しました

の設置につきましても規定するものでありま

「かほく市ケーブルテレビ施設整備工事（伝送

す。

路施設）」の契約について、伝送路ルートの一

次に、議案第 27 号、かほく市後期高齢者医

部見直しに伴い増額変更する必要が生じたも

療に関する条例の制定についてであります。

のでありますが、変更金額が１千万円を超えな

この条例は、本年４月スタートの 75 歳以上

いため、市長が専決できる規定に基づきまして、

の後期高齢者医療制度におきまして、かほく市

本年の２月１日付けで変更契約を締結したも

が行うべき事務等について新たに規定するも

のであります。

のであります。

次に、議案第 24 号、工事請負契約の締結に

なお、特別会計の設置規定につきましては、

ついての一部変更に係る専決処分の承認を求

国民健康保険特別会計や介護保険特別会計と
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同様に、あらかじめ政令で規定されているため、

一部負担金の負担割合の変更や、葬祭費を８万

市の条例で定める必要はありませんので、ご了

円から５万円に減額するなど、所要の改正を行

承のほどよろしくお願い致します。

うものであります。

次に、議案第 28 号、かほく市部制条例等の

この改正により、サービスの低下となる部分

一部を改正する条例についてであります。

もありますが、４月からスタートする後期高齢

この条例改正は、平成 20 年度の市の組織機

者医療制度との整合を図る必要から改正する

構の改正において、水道課と下水道課の２課で

ものでありますので、議員各位にはご理解を賜

構成しております企業局を廃止し、産業建設部

わりますようお願い申し上げます。

内に上下水道課を創設するものでありますが、

次に、議案第 32 号、かほく市介護保険条例

これに伴い、部制条例をはじめ関係条例を一括

の一部を改正する条例についてであります。

して改正するものであります。

この条例改正は、昨年 12 月に施行された介

次に、議案第 29 号、かほく市税条例の一部

護保険法施行令等の一部改正に伴い、平成 17

を改正する条例についてであります。

年度の税制改正により介護保険料が大幅上昇

この条例改正は、入湯税の課税免除及び税率

となった場合に適用する激変緩和措置につい

について、県内自治体の状況等を踏まえて見直

て、平成 19 年度に引き続き平成 20 年度も同様

しを行い改正するものであります。

の措置を講ずるため、所要の改正を行うもので

なお、実質的には、現時点で市内におきまし

あります。

ては影響が生じない見込みでありますので、ご

次に、議案第 33 号、かほく市敬老年金条例

理解のほどお願い致します。

の一部を改正する条例についてであります。

次に、議案第 30 号、かほく市児童館条例及

この条例改正は、これまで満 80 歳以上の高

びかほく市砂利等採取審議会条例の一部を改

齢者の皆様に支給して参りました敬老年金に

正する条例についてであります。

ついて、年額６千円を３千円に引き下げるもの

この条例改正は、市議会の活性化推進のため、

であります。

昨年の８月に議長から申し出のありました各

県内の状況を見ますと、80 歳以上の方に敬老

種審議会・協議会等から議会選出委員を除外す

年金を支給しているところが殆どなく、できる

ることにつきまして、該当する２件の条例にお

ことならかほく市独自の施策として継続して

いて、当該規定を削除するものであります。

参りたいところでありますが、現在の厳しい財

なお、条例以外の要綱等で規定されている場

政状況からやむを得ず支給額を引き下げざる

合につきましても、順次、除外するための改正

を得ないものでありますので、議員各位のご理

手続きを進めておりますので、ご理解のほどお

解を賜わりますようよろしくお願い申し上げ

願い致します。

ます。

次に、議案第 31 号、かほく市国民健康保険

次に、議案第 34 号、かほく市ふれあい荘条

条例の一部を改正する条例についてでありま

例を廃止する条例についてであります。

す。

これは、今般、社会福祉法人白千鳥会の運営

この条例改正は、本年２月に施行された国民

するまつかぜハイツが障害者自立支援法によ

健康保険法の一部改正に伴い、療養給付に係る

る指定事業所となることに伴い、市の指定事業
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所であるふれあい荘の経営権を白千鳥会に譲

用者の方々の利便増進を図るものであります。

渡して、あわせて管理、運営してもらうため、

次に、議案第 38 号、かほく市公共下水道受

当該条例を廃止するものであります。これらの

益者分担金条例の一部を改正する条例につい

施設を白千鳥会で一体的に管理、運営すること

てであります。

により、今後の経営の安定化を目指すものであ

この条例改正は、合併時に制定された当該条

りますので、ご理解のほどよろしくお願い致し

例の延滞金利率の規定に一部誤りがあったた

ます。

め、今回、訂正するものであります。

次に、議案第 35 号、かほく市商工業振興条

なお、当該受益者分担金は、市内で余地地区

例の一部を改正する条例についてであります。

のみが対象となっており、現在、当該事業が実

この条例改正は、１千万円を超える助成金額

施されていないことからこれまでに適用され

を交付する場合におきまして、これまで運用と

ておりませんので、ご理解のほどよろしくお願

して実施して参りました３年分割の交付につ

い致します。

いて、助成を受けた企業で特別償却の計算にお

次に、議案第 39 号、かほく市都市計画下水

ける必要性から、これを正式に条例の中で規定

道事業受益者負担に関する条例の一部を改正

するものであります。併せて、助成の申請時期

する条例についてであります。

など所要の改正についても行うものでありま

この条例改正も、今ほどの議案と同様に、合

す。

併時に制定された延滞金利率の規定において

次に、議案第 36 号、かほく市産業文化セン

誤りが判明したため、訂正を行うものでありま

ター条例の一部を改正する条例についてであ

すが、実際の延滞金の計算においては、正規の

ります。

計算式が入力されている専用の受益者負担金

この条例改正は、本年度の途中から変更致し

システムにより算出しており、これまでの延滞

ました産業文化センター３階にある財団法人

金額には間違いがないものでありますので、ご

日本繊維製品品質技術センターの使用面積の

理解のほどよろしくお願い致します。

増加に伴い、一般に貸し出しできる部分や面積、

次に、議案第 40 号、かほく市奨学資金支給

使用料等について、全館を一斉に見直しするも

条例の一部を改正する条例についてでありま

のであり、併せて、所在地の地番訂正など所要

す。

の改正についても行うものであります。

この条例改正は、昨年の 12 月に実施された

次に、議案第 37 号、かほく市営バスの設置

学校教育法の一部改正に伴い、当該条例中に引

及び管理に関する条例の一部を改正する条例

用している条項番号を変更するものであり、内

についてであります。

容には変更のないものであります。

この条例改正は、現在運行しております「看

次に、議案第 41 号、事務の相互委託に関す

護大学線」について、以前から要望のありまし

る規約の制定及び事務の相互委託に関する規

た大学構内でのバス停を設置するとともに、こ

約の一部変更についてであります。

れまで回送区間となっておりました高松駅か

これは、現在、金沢市、白山市、かほく市、

らバスの車庫前の区間を運行路線として追加

川北町、野々市町、津幡町、内灘町の３市４町

することにより、学生をはじめ周辺住民など利

で実施しております住民票等の広域行政窓口
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サービスについて、本年の八月より、小松市、

ることについてであります。

加賀市、能美市の３市と新たに規約を締結し、

これは、現在の委員５名のうち遠田敏博委

区域の拡大を図るものであります。

員と寺西哲秀委員の２名が、本年の４月 27 日

併せて、現行の３市４町における規約におい

をもって任期満了となることに伴い、同意第４

て、本年五月頃に実施が見込まれております住

号では遠田敏博氏を、同意第５号では寺西哲秀

民基本台帳法及び戸籍法の一部改正に伴う変

氏を、引き続き再任することにつきまして、地

更についても、あらかじめ対応するための規定

方教育行政の組織及び運営に関する法律の規

を設けておくものであります。

定に基づき、議会の同意を求めるものでありま

以上が、予算関係以外の議案であります。

す。

続きまして、同意案件についてご説明を申し

以上、大変長くなりましたが、本日提出致し

上げます。

ました議案等の概要について、一括して説明を

まず、同意第１号、かほく市公平委員会の委

申し上げました。

員の選任に付き同意を求めることについてで

議員各位におかれましては、慎重なるご審議

あります。

を頂き、適切なる決議を賜わりますようお願い

これは、現在の委員３名のうち、金津五雄委

を申し上げまして、提案理由の説明とさせて頂

員が本年の４月 27 日をもって任期満了となる

きます。

ことに伴い、引き続き同氏を再任することにつ

○議長【別宗明敏君】以上で説明が終わりまし

きまして、地方公務員法の規定に基づき、議会

た。

の同意を求めるものであります。

日程第５

次に、同意第２号、かほく市監査委員の選任

発議第１号

に付き同意を求めることについてであります。

○議長【別宗明敏君】日程第５、発議第１号

これは、現在の委員２名のうち、中村久一委

か

ほく市議会会議規則の一部を改正する規則に

員が本年の４月 27 日をもって任期満了となる

ついてを議題といたします。

ことに伴い、引き続き同氏を再任することにつ

提案理由の説明を求めます。

きまして、地方自治法の規定に基づき、議会の

11 番、中村修一君。

同意を求めるものであります。

○11 番【中村修一君】発議第１号

かほく市議

次に、同意第３号、かほく市固定資産評価審

会会議規則の一部を改正する規則について、た

査委員会の委員の選任に付き同意を求めるこ

だいま上程されました発議第 1 号について、提

とについてであります。

案理由の説明をさせていただきます。

これは、現在の委員３名のうち、川渕崇由委

提出者、かほく市議会議員

員が本年の４月 27 日をもって任期満了となる

者、かほく市議会議員

ことに伴い、引き続き同氏を再任することに着

西田正剛であります。

きまして、地方税法の規定に基づき、議会の同

中村修一。賛成

荒井三喜雄、同じく、

本市議会における議会活性化の一環として、

意を求めるものであります。

「市民に開かれた議会、市民に親しまれる身近

次に、同意第４号及び同意第５号の、かほく

な議会」との観点から、平成 20 年第２回議会

市教育委員会の委員の任命に付き同意を求め

定例会から、一般質問における一問一答方式の
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導入を決定しております。

ら３月 11 日までの、併せて 10 日間は、休会と

この導入に伴い、質問の回数を無制限とする

することに決定をいたしました。

ため、議会会議規則第 64 条（準用規定）の文

次回は、３月４日午前 10 時から会議を開き

中、質問に係る準用項目の内、第 56 条（質疑

ます。

の回数）を削ることで対処し、別紙のとおり議

以上で、本日の日程は、全部終了いたしまし

案を提出するものであります。

た。

なお、発言時間の制限は従来どおり 30 分と

本日はこれにて散会いたします。ご苦労様で

なっておりますので、議員各位のご賛同を賜り

した。

ますよう、よろしくお願いいたします。以上で
す。

午後５時９分

○議長【別宗明敏君】以上で説明が終わりまし
た。
暫時休憩
○議長【別宗明敏君】ここで、暫時休憩をいた
します。
11 時５分から全員協議会を開催しますので、
ご移動をお願いいたします。
【休憩 午前 11 時 53 分】
【再開 午後 ５時 ８分】
再開
○議長【別宗明敏君】ただいまのところ、出席
議員数は 18 人です。
定足数に達しておりますので、休憩前に引き
続き、会議を開きます。
日程第６
休会決定の件
○議長【別宗明敏君】日程第６、休会決定の件
を議題とします。
お諮りします。委員会審査等のため、３月１
日から３月３日、３月５日から３月 11 日まで
の、併せて 10 日間は、休会としたいと思いま
す。
これにご異議はありませんか。
（異議なしの声あり）
○議長【別宗明敏君】ご異議なしと認めます。
よって、３月１日から３月３日、３月５日か
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閉議散会

