平成 20 年第２回かほく市議会定例会議事日程（第３号）
平成 20 年６月２０日（金）午前 10 時 00 分開議
開会宣告
日程第１

議案第 52 号〜議案第 61 号、議案第 63 号
（委員長報告、質疑、討論、採決）

閉議閉会
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平成 20 年第２回かほく市議会定例会議事日程（第３号の１）
平成 20 年６月 20 日（金）午前 10 時 00 分開議
追加日程第１

総務常任委員会視察研修の件
・研修期日

７月 16 日（水）〜７月 17 日（木）

・研修地（研修目的）
奈良県葛城市議会

（指定管理者制度導入状況について）

大阪府寝屋川市議会

（市税のコンビニエンスストアでの収
納について）

・研修人数
追加日程第２

総務常任委員

６人

産業建設常任委員会視察研修の件
・研修期日

７月 17 日（木）〜７月 18 日（金）

・研修地（研修目的）
兵庫県神戸市議会

（
「こうべバイオガス」と天然ガス自動
車の導入について）

兵庫県神戸市議会

（商店街の活性化方策として｢北野工房
のまち｣の運営等について）

・研修人数
追加日程第３

産業建設常任委員

６人

市民文教常任委員会視察研修の件
・研修期日

７月 28 日（月）〜７月 29 日（火）

・研修地（研修目的）
静岡県牧之原市議会 （エコアクション 21 と環境への取り組
みについて）
愛知県瀬戸市議会
・研修人数
追加日程第４

（放課後学級の取り組み状況について）

市民文教常任委員

６人

行政改革特別委員会視察研修の件
・研修期日

８月

４日（月）〜８月

５日（火）

・研修地（研修目的）
香川県善通寺市議会

（行政改革の取り組みについて）

岡山県備前市議会

（行政改革の取り組みについて）

・研修人数

行政改革特別委員

６人

議長

１人
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追加日程第５

議会運営委員会視察研修の件
・研修期日

８月 11 日（月）〜８月 12 日（火）

・研修地（研修目的）
長野県須坂市議会（議会運営及び議会活性化の取り組みにつ
いて）
長野県諏訪市議会（議会運営及び議会活性化の取り組みにつ
いて）
・研修人数

追加日程第６

議会運営委員

６人

議長

１人

常任委員会及び特別委員会の閉会中の継続調査の件
（３常任委員会・２特別委員会）

追加日程第７

議会運営委員会の閉会中の継続調査の件

閉議閉会
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第３日目会議録
平成２０年第２回かほく市議会定例会会議録(第３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
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議

長

６月２０日(金)
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修一
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幹雄
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成一
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山田
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副
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総
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民

部
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松本
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教

育

部

長

酒井

弘幸

消
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髙橋

勲

地方自治法第

総

務

課

長

虎谷

寛

財

政

課

長

山越

充

１２１条の規

企画情報課長

森田

善明

管

理

課

長

綾瀬

登志勝

定により説明

税

長

浅野

順平

納

税

課

長

根布

清孝

のため出席し

会計管理者兼会計課長

石山

義久

監査委員事務局長

喜多

学

た者の職氏名

市

長

川端

憲治

子育て支援課長

酒尾

浩

健康福祉課長

浅野

道人

保険医療課長

髙平

嘉和

介護予防課長

能任

哲正

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

澤野

安隆

上下水道課長

油野

茂樹

出 席 議 員

欠 席 議 員

副議長

なし

市

務
民

課
課
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市
務

部
防

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

防

課

長

谷口

孝三

定により説明

予

長

釜井

泰廣

消

防

署

長

牧

武雄

のため出席し

財政課長補佐

中田

肇

議会事務局長

沖野

悌二

議会事務局次長

丸井

厚司

議会事務局書記

竹谷

孝

として出席し 傍 聴 者 受 付 係

長木

朋子

傍聴者受付係

山本

仁美

防

課

た者の職氏名

本会議に職務
のため出席し
た者の職氏名
本会議に係員
た者の職氏名

議 事 日 程 議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。
以下余白
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議事の経過

第３日目

ます。
６月 17 日、午前９時から、委員全員の出席

開会・開議

にて委員会を開催し、所管部課長より詳細な説

午前 10 時 00 分

開会

明を求め、審議を行いました。
まず、議案第 53 号、平成 20 年度かほく市一

○議長【西田正剛君】ただいまのところ、出席

般会計補正予算（第１号）中、「第１表

議員数は、18 人であります。定足数に達してい

歳出予算補正のうち所管に係る歳入全部、歳出

ますので、これより、本日の会議を開きます。

２款１項（12 目除く）
・５項」、
「第２表 債務負

また、説明員として本日の会議に委嘱された

担行為補正」
、
「第３表

者の職・氏名は６月 10 日の会議に配付の説明

歳入

地方債補正」について

であります。

員一覧表のとおりであります。

第１表、歳入歳出予算補正の内容につきまし

議事日程の報告

ては、歳入の県支出金で学校基本統計調査交付

○議長【西田正剛君】本日の議事日程は、お手

金の追加交付、繰越金で前年度繰越金の増額、

元に配付のとおりです。

市債で合併特例債を充当する合併振興基金積

会議時間の延長

立事業債の計上であるとの説明でありました。

○議長【西田正剛君】あらかじめ、本日の会議

歳出につきましては、総務費で庁舎整備の規

時間を延長しておきます。

模、配置や分庁舎の整理、利活用、実施スケジ

日程第１

ュール等についての基本計画を策定するため

議案第 52 号〜議案第 61 号及び議案第 63

の委託料のほか、合併特例債を活用し、将来の

○議長【西田正剛君】日程第１、議案第 52 号

財政負担に対処するために基金造成するまち

平成 20 年度かほく市老人保健特別会計補正予

づくり基金積立金の計上が主なものであると

算(第１号)に係る専決処分の承認を求めるこ

の説明でありました。

とについてから、議案第 61 号 河北郡市広域

第２表、債務負担行為補正については、用途

事務組合規約の変更について、及び議案第 63

地域指定計画策定業務を、平成 23 年度までの

号 市道の路線変更についてまでの 11 件を一

４ヶ年で行うための追加であるとの説明であ

括議題とします。

りました。

ただいま、議題となりました各議案について

第３表、地方債補正については、合併振興に

の審査の経過並びに結果について、各常任委員

係る基金積立事業として合併特例債を充当し、

長の報告を求めます。

平成 25 年度までに約 19 億円あまりを積み立て

常任委員長報告
○議長【西田正剛君】総務常任委員長

るものであり、本年度の限度額を４億５千 980
山口博

万円とするものであるとの説明でありました。

之亟君。

主な審議内容について申し上げますと、まち

○総務常任委員長【山口博之亟君】はい、議長。

づくり基金積立金の予算計上の時期について

平成 20 年第２回かほく市議会定例会におきま

質疑があり、３月の市長選挙を控えて、当初予

して、総務常任委員会に付託されました議案に

算を準通年型予算としたため、基金積立金など

ついて、審査の経過並びに結果をご報告いたし

一部政策的事業については、今回の補正予算で
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計上したものであるとの答弁がありました。

来年の 10 月以降、公的年金から個人市民税が

また、庁舎整備にかかる基本計画策定の実施

天引きされる特別徴収制度が新たに創設され

スケジュールについての質疑があり、昨年度、

たことにより、所要の改正を行うものであると

副市長を委員長とする庁舎整備基本計画策定

の説明でありました。

委員会を立ち上げ、現在は職員によるワーキン

審議の結果、妥当と認め、全員賛成で原案を

ググループを設置し、庁舎整備を進めていく上

可とすることに決しました。

での課題の洗い出しなどを行っているとのこ

次に議案第 58 号、石川県市町村職員退職手

とでありました。今後は、議会への中間報告等

当組合規約の変更についてでありますが、石川

を行った後に、市民へのパブリックコメントを

県市町村職員退職手当組合に加盟している組

実施し、本年度中に策定を終えたいとの答弁が

織の中で、「白山石川医療施設組合」が「白山

ありました。

石川医療企業団」に名称を変更したため、地方

審議の結果、妥当と認め、全員賛成で原案を

自治法の規定により規約の一部を改正するも

可とすることに決しました。

のであるとの説明でありました。

次に議案第 55 号、かほく市まちづくり基金

審議の結果、妥当と認め、全員賛成で原案を

条例の制定についてでありますが、かほく市総

可とすることに決しました。

合計画に基づき、地域住民の一体感の醸成及び

以上、本委員会に付託されました議案につい

地域振興のため、基金を設置して、将来実施予

て、審査の経過、並びに結果のご報告と致しま

定の事業の財源に充てるために条例を制定す

す。

るものであり、平成 25 年度までに約 19 億円あ

○議長【西田正剛君】次に、市民文教常任委員

まりを積立てるとの説明でありました。

長

冨澤明次君。

主な審議内容として、基金に属する現金の管

○市民文教常任委員長【冨澤明次君】はい、議

理方法についての質疑があり、現在の基金運用

長。平成 20 年第２回かほく市議会定例会にお

においては、確実かつ有利な方法として定期預

きまして、市民文教常任委員会に付託されまし

金で運用しておりますが、今後は他団体の事例

た議案について、審査の結果並びに経過をご報

を研究しながら、安全性・確実性等を考慮し、

告いたします。

国債等の有価証券での資金運用も可能か、検討

６月 13 日午前９時から、委員全員出席にて

していくとの答弁がありました。

委員会を開催し、教育長ほか、所管部課長より

審議の結果、妥当と認め、全員賛成で原案を

詳細な説明を求め審議を行いました。

可とすることに決しました。

まず、議案第 52 号

次に議案第 56 号、かほく市税条例の一部を

平成 20 年度かほく市老

人保健特別会計補正予算（第１号）に係る専決

改正する条例についてでありますが、地方税法

処分の承認を求めることについてであります。

等の一部を改正する法律並びに関係省令の改

主な内容は、平成 19 年度の老人保健特別会

正に伴い、いわゆる「ふるさと納税」に伴う個

計決算見込額において、国庫負担金等の一部が

人市民税の寄附金控除の拡充や、上場株式等の

未収入となったことにより歳入が不足したこ

配当・譲渡益の軽減税率廃止、損益通算の範囲

とに伴い、平成 20 年度の老人保健特別会計か

の拡大、また 65 歳以上の年金受給者を対象に、

ら繰上充用したのが主なもので、平成 20 年５
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月 30 日付けで専決処分したとの説明がありま

多機能型居宅介護１箇所で、計２事業所への地

した。

域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金を

審議の結果、妥当と認め、全員賛成で原案を

それぞれ計上したものであるとの説明があり

承認することに決しました。
次に、議案第 53 号

ました。

平成 20 年度かほく市一

衛生費では、市内２地区でごみステーション

般会計補正予算（第１号）についてであります。

化方式を実施することに伴う補助金を計上し

主な内容として、歳入では、国庫支出金で、

たものであるとの説明がありました。

かほく市介護保険事業計画に基づく地域密着

教育費では、問題を抱える子供等の自立支援

型サービスの整備を図るための地域介護・福祉

事業として、市内小中学校における不登校等の

空間整備等施設整備交付金、平成 21 年度から

問題に対して、スクールソーシャルワーカーに

実施される裁判員制度に対応するための住民

よる家庭訪問や講演会の開催等に関する経費、

基本台帳電算処理システム改修費交付金、不登

高松小学校のパソコン教室のパソコン及び宇

校児童等に対する支援を目的とした問題を抱

ノ気小学校の教職員用パソコンのリース料、小

える子供等の自立支援事業委託金を、県支出金

学校補充学習サポーター派遣モデル事業とし

では、小学校の授業内容の充実を図るための小

て、七塚小学校を対象に、基礎・基本的な知識

学校補充学習サポーター派遣モデル事業委託

の定着を図るため、放課後に退職教員による補

金を、寄附金では、社会福祉費寄附金で７件、

充授業等を実施するために必要な経費、及び金

学校教育費寄附金で１件の寄附金をそれぞれ

津体育館の消防設備の修繕費を計上したもの

計上したとの説明がありました。

であるとの説明がありました。

歳出では、総務費で、防犯灯の設置等におけ

主な審議内容は、地域介護・福祉空間整備等

る補助金について、町会・区長会との協議によ

施設整備事業についての質疑があり、認知症対

り、事務手続きの軽減を図るため、修繕等の経

応型通所介護については、認知症の方が通所で

費を市が支払いし、これに係る地元負担を年度

訓練等のサービスを行うものと、小規模多機能

末に協力金として市に納入することにしたも

型居宅介護については、通いサービス、訪問サ

ので、補助金を減額し、新たに修理費を計上し

ービス、及び宿泊サービスの３つのサービスを

たものであります。また、平成 21 年度から導

行う民間の事業所に対して補助金を交付する

入される裁判員制度による裁判所からの要請

旨の答弁がありました。

に応じて必要な住民基本台帳からの情報を提

また、小学校補充学習サポーター派遣モデル

供するための電算処理システムの開発委託費

事業等の各事業と、現在検討中の学校支援本部

を計上したものであるとの説明がありました。

事業との整合性について、及び各モデル校選定

民生費では、地域福祉基金への積立金、高松

の考え方についての質疑があり、各モデル事業

社会福祉センター消防設備の修理費、宇ノ気老

と学校支援本部事業との整合性を図りつつ、場

人福祉センター浴槽配管改修等の設計監理委

合によっては別の位置付けとすることも視野

託料及び工事請負費、地域密着型の介護サービ

に入れ、より効果的となるよう事業の実施に取

スの充実を図るため、市内の北部圏域に認知症

り組んでいくものとする。また、モデル校選定

対応型通所介護１箇所及び南部圏域に小規模

においては、積極的に応募を行ったうえで、市
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内各小中学校の状況を見極めながら適切に選

きまして、産業建設常任委員会に付託されまし

定しているとともに、必要と判断される事業に

た議案について、審議の経過並びに結果をご報

ついては、小学校英語活動事業のように全ての

告致します。

学校で対応していくとの答弁がありました。

６月 16 日、午前９時から、委員全員の出席

審議の結果、妥当と認め、全員賛成で原案を

にて委員会を開催し、所管部課長はじめ関係職

可とすることに決しました。

員より

詳細な説明を求め、審議を行いました。

次に、議案第 57 号 かほく市心身障害者医

まず、議案第 53 号、平成 20 年度かほく市一

療費の助成に関する条例の一部を改正する条

般会計補正予算（第１号）中、所管に係る歳入

例についてでありますが、この条例改正は、上

並びに歳出についてであります。

位法令の改正に伴っての引用条項等の改正を

主な内容として、労働費では、福祉巡回バス

行うものでありますが、内容については変更が

事業における実証実験を本年 10 月より実施す

ないものであるとの説明がありました。

ること。

審議の結果、妥当と認め、全員賛成で原案を

農林水産業費では、本年度より石川県の戦略

可とすることに決しました。

作物「ルビーロマン」の本格販売にあたり、高

次に、議案第 59 号 河北郡市斎場施設組合

松ぶどう生産組合が購入する非破壊糖度測定

の解散について、議案第 60 号 河北郡市斎場

器に県３分の１、市 10 分の１を補助し、産地

施設組合の解散に伴う財産処分について、及び

競争力の強化を図りたいとの説明がありまし

議案第 61 号 河北郡市広域事務組合規約の変

た。

更の３議案についてでありますが、現在、河北

商工費では、かほく市商業協同組合、高松フ

郡市斎場施設組合が業務を行っている火葬場

ァミリースタンプ会が、本年９月１日を以って

の設置、管理及び運営等の業務を河北郡市広域

合併することを受け、システム等の統合費用を

事務組合に移行するにあたり、地方自治法第

国庫補助要望していたものが、今回採択された

288 条及び第 289 条の規定により、河北郡市斎

ことに伴い、商工会地域総合振興を図るため、

場施設組合を解散し、同組合の全ての財産を河

市として支援を行いたいとの説明がありまし

北郡市広域事務組合に帰属させる。

た。

これにより、河北郡市広域事務組合の規約の

土木費では、除雪対策事業で市道除雪委託に

一部改正が必要との説明がありました。

伴う民間借上機械 35 台分の固定費を新たに計

審議の結果、妥当と認め、全員賛成で原案を

上し、除雪機械の確保に努めるとともに、新規

可とすることに決しました。

除雪機械３台を購入し、市所有の除雪機械を増

以上で、本委員会に付託されました議案につ

強して冬期の除雪体制に望みたいとの説明が

いて、審査の経過、並びに結果についてのご報

ありました。

告を終わります。

維持管理事業については、既設消雪井戸の一

○議長【西田正剛君】次に、産業建設常任委員

部で老朽化による揚水量低下や砂の吸上げ等

長

によって、必要な揚水量の確保が出来なくなっ

金田正信君。

○産業建設常任委員長【金田正信君】はい、議

た井戸について、状況調査や揚水試験を行い、

長。平成 20 年第２回かほく市議会定例会にお

今後の修繕に向けた検討及び修繕工事を実施
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したいとの説明がありました。

汚泥棟屋根シートの破損部分の補修を行いた

また、都市計画においては、用途地域指定に

いとの説明がありました。

向けた用途地域指定計画策定を平成 23 年度ま

審議の結果、妥当と認め、全員賛成で原案を

での４年間で取り組みたいとの説明がありま

可とすることに決しました。

した。

次に、議案第 63 号、市道の路線変更につい

公園維持管理事業では、七塚中央公園のメイ

てであります。

ンコロニーテントマットが、利用者の増加に伴

当路線は、市土地開発公社が狩鹿野地内にお

い、使用頻度も増したことから、安全面も考慮

いて宅地造成事業を行った際に築造したもの

して全面張替えを行いたいとの説明がありま

であり、既設接続市道の起点を変更し、認定す

した。

るものであるとの説明がありました。

また、本年７月より、新たに補助金交付要綱

審議の結果、妥当と認め、全員賛成で原案を

を定め、一般住宅を対象とした耐震診断及び耐

可とすることに決しました。

震改修工事の費用を補助し、耐震化の促進を図

以上、本委員会に付託されました議案につい

りたいとの説明がありました。

て、審査の経過並びに結果のご報告と致します。

主な審議内容として、福祉巡回バス事業にお

○議長【西田正剛君】以上で、各常任委員長の

ける市営バス料金との兼ね合いについての質

報告が終わりました。

疑があり、今回は実証実験であるため、本格導

委員長報告に対する質疑

入の見極めが付いた時点で対応したい旨、答弁

○議長【西田正剛君】これより、３常任委員長

がありました。

の報告に対する質疑を行います。質疑はありま

また、除雪対策事業では、固定費のコスト比

せんか。

較についての質疑があり、稼動時間が 48 時間

（なしの声あり）

を超えると従来の時間当り単価より安価にな

○議長【西田正剛君】質疑なしと認めます。こ

る旨、答弁がありました。

れで、質疑を終わります。

公園維持管理事業では、七塚中央公園等で近

討論

年続発している、一部深夜来園者による迷惑行

○議長【西田正剛君】これから、討論を行いま

為の対応についての質疑があり、来月から予定

す。討論はありませんか。

していた警備保障会社による夜間巡回を今月

（なしの声あり）

から前倒しし、警戒を強めて行く旨、答弁があ

○議長【西田正剛君】討論なしと認めます。こ

りました。

れで討論を終わります。

以上、慎重審議の結果、妥当と認め、全員賛

採決

成で原案を可とすることに決しました。

○議長【西田正剛君】これから、直ちに採決に

次に、議案第 54 号、平成 20 年度かほく市下

入りたいと思います。これにご異議ありません

水道事業特別会計補正予算（第１号）について

か。

であります。

（異議なしの声あり）

公共下水道管理事業として、北新町場外ポン

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。

プ場しさ掻揚機の修繕及び北部浄化センター

よって、これから採決いたします。
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議案第 52 号

平成 20 年度かほく市老人保健

告のとおり決定することに賛成の諸君の起立

特別会計補正予算(第１号)に係る専決処分の

を求めます。

承認を求めることについてを採決します。

（賛成者起立）

本案に対する市民文教常任委員長の報告は

○議長【西田正剛君】起立全員です。

原案承認であります。議案第 52 号について、

よって、議案第 55 号は、常任委員長の報告

常任委員長の報告のとおり、決定することに賛

のとおり可決されました。

成の諸君の起立を求めます。

次に、議案第 56 号 かほく市税条例の一部
（賛成者起立）

を改正する条例についてを採決します。本案に

○議長【西田正剛君】起立全員です。

対する総務常任委員長の報告は原案可決であ

よって、議案第 52 号は、常任委員長の報告

ります。議案第 56 号について、常任委員長の

のとおり承認されました。
次に、議案第 53 号

報告のとおり決定することに賛成の諸君の起

平成 20 年度かほく市一

立を求めます。

般会計補正予算（第１号）を採決します。

（賛成者起立）

本案に対する３常任委員長の報告は原案可

○議長【西田正剛君】起立全員です。

決であります。議案第 53 号について、３常任

よって、議案第 56 号は、常任委員長の報告

委員長の報告のとおり、決定することに賛成の

のとおり可決されました。

諸君の起立を求めます。

次に、議案第 57 号 かほく市心身障害者医
（賛成者起立）

療費の助成に関する条例の一部を改正する条

○議長【西田正剛君】起立全員です。

例についてを採決します。本案に対する市民文

よって、議案第 53 号は、３常任委員長の報

教常任委員長の報告は原案可決であります。議

告のとおり可決されました。
次に、議案第 54 号

案第 57 号について、常任委員長の報告のとお

平成 20 年度かほく市下

り決定することに賛成の諸君の起立を求めま

水道事業特別会計補正予算（第１号）を採決し

す。

ます。本案に対する産業建設常任委員長の報告

（賛成者起立）

は原案可決であります。

○議長【西田正剛君】起立全員です。

議案第 54 号について、常任委員長の報告の

よって、議案第 57 号は、常任委員長の報告

とおり決定することに賛成の諸君の起立を求

のとおり可決されました。

めます。

次に、議案第 58 号 石川県市町村職員退職
（賛成者起立）

手当組合規約の変更についてを採決します。本

○議長【西田正剛君】起立全員です。

案に対する総務常任委員長の報告は原案可決

よって、議案第 54 号は、常任委員長の報告

であります。議案第 58 号について、常任委員

のとおり可決されました。

長の報告のとおり決定することに賛成の諸君

次に、議案第 55 号 かほく市まちづくり基

の起立を求めます。

金条例の制定についてを採決します。本案に対

（賛成者起立）

する総務常任委員長の報告は原案可決であり

○議長【西田正剛君】起立全員です。

ます。議案第 55 号について、常任委員長の報

よって、議案第 58 号は、常任委員長の報告
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のとおり可決されました。

10 時 45 分から全員協議会を開催しますので、

次に、議案第 59 号 河北郡市斎場施設組合

ご移動をお願いします。

の解散について及び議案第 60 号 河北郡市斎

休憩

10 時 35 分

場施設組合の解散に伴う財産処分についての

再開

11 時 40 分

２件を一括して採決します。以上２件に対する

再開

市民文教常任委員長の報告は原案可決であり

○議長【西田正剛君】ただいまのところ、出席

ます。議案第 59 号及び議案第 60 号の２件につ

議員数は 18 人です。定足数に達しております

いて、常任委員長の報告のとおり決定すること

ので、休憩前に引き続き会議を開きます。

に賛成の諸君の起立を求めます。

○議長【西田正剛君】お諮りします。総務常任

（賛成者起立）

委員長から、常任委員会として、７月 16 日か

○議長【西田正剛君】起立全員です。

ら 17 日にかけて、
「指定管理者制度導入状況に

よって、議案第 59 号及び議案第 60 号の以上

ついて」を研修目的に、奈良県葛城市へ、また、

２件は、常任委員長の報告のとおり可決されま

「市税のコンビニエンスストアでの収納につ

した。

いて」を研修目的に、大阪府寝屋川市を訪れ、

次に、議案第 61 号 河北郡市広域事務組合

常任委員会としての行政視察研修を実施した

規約の変更についてを採決します。本案に対す

いとの申し出がありました。

る市民文教常任委員長の報告は原案可決であ

また、産業建設常任委員長からは、常任委員

ります。議案第 61 号について、常任委員長の

会として、７月 17 日から 18 日にかけて、「こ

報告のとおり決定することに賛成の諸君の起

うべバイオガスと天然ガス自動車の導入につ

立を求めます。

いて」また、「商店街の活性化方策として
（賛成者起立）

北

野工房のまちの運営等について」を研修目的に、

○議長【西田正剛君】起立全員です。

兵庫県神戸市を訪れ、常任委員会としての行政

よって、議案第 61 号は、常任委員長の報告

視察研修を実施したいとの申し出がありまし

のとおり可決されました。

た。

次に、議案第 63 号 市道の路線変更につい

また、市民文教常任委員長からは、７月 28

てを採決します。本案に対する産業建設常任委

日から 29 日にかけて「エコアクション 21 と環

員長の報告は原案可決であります。議案第 63

境への取り組みについて」を研修目的に静岡県

号について、常任委員長の報告のとおり決定す

牧之原市へ、また、「放課後学級の取り組み状

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

況について」を研修目的に愛知県瀬戸市を訪れ、

（賛成者起立）

常任委員会としての行政視察研修を実施した

○議長【西田正剛君】起立全員です。

いとの申し出がありました。

よって、議案第 63 号は、常任委員長の報告

また、行政改革特別委員長からは、８月４日

のとおり可決されました。

から５日にかけて「行政改革の取り組みについ

暫時休憩

て」を研修目的に香川県善通寺市、岡山県備前

○議長【西田正剛君】それでは、ここで、暫時

市を訪れ、特別委員会としての行政視察研修を

休憩をいたします。

実施したいとの申し出がありました。
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さらに、議会運営委員長からは、８月 11 日

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。

から 12 日にかけて「議会運営及び議会活性化

よって、産業建設常任委員長の申し出のとおり、

の取り組みについて」を研修目的に長野県須坂

視察研修を実施することに決定をいたしまし

市、同県諏訪市を訪れ、議会運営委員会として

た。

の行政視察研修を実施したいとの申し出があ

追加日程第３

りました。

市民文教任委員会視察研修の件

以上の５件を日程に追加し追加日程第１か

○議長【西田正剛君】追加日程第３、市民文教

ら追加日程第５として議題にしたいと思いま

常任委員会視察研修の件を議題とします。

す。これにご異議ありませんか。

お諮りします。市民文教常任委員長の申し出

（異議なしの声あり）

のとおり、視察研修に委員を参加させることに

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。

ご異議ありませんか。

よって、総務常任委員会視察研修の件、産業建

（異議なしの声あり）

設常任委員会視察研修の件、市民文教常任委員

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。

会視察研修の件、行政改革特別委員会視察研修

よって、市民文教常任委員長の申し出のとおり、

の件及び議会運営委員会視察研修の件を日程

視察研修を実施することに決定をいたしまし

に追加し、追加日程第１から追加日程第５とし

た。

て、議題とすることに決定いたしました。

追加日程第４

追加日程第１

行政改革特別委員会視察研修の件

総務常任委員会視察研修の件

○議長【西田正剛君】追加日程第４、行政改革

○議長【西田正剛君】追加日程第１、総務常任

特別委員会視察研修の件を議題とします。

委員会視察研修の件を議題とします。

お諮りします。行政改革特別委員長の申し出

お諮りします。総務常任委員長の申し出のと

のとおり、視察研修に委員を参加させることに

おり、視察研修に委員を参加させることにご異

ご異議ありませんか。

議ありませんか。

（異議なしの声あり）
（異議なしの声あり）

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。

よって、行政改革特別委員長の申し出のとおり、

よって、総務常任委員長の申し出のとおり、視

視察研修を実施することに決定をいたしまし

察研修を実施することに決定をいたしました。

た。

追加日程第２

追加日程第５

産業建設常任委員会視察研修の件

議会運営委員会視察研修の件

○議長【西田正剛君】追加日程第２、産業建設

○議長【西田正剛君】追加日程第５、議会運営

常任委員会視察研修の件を議題とします。

委員会視察研修の件を議題とします。

お諮りします。産業建設常任委員長の申し出

お諮りします。議会運営委員長の申し出のと

のとおり、視察研修に委員を参加させることに

おり、視察研修に委員を参加させることにご異

ご異議ありませんか。

議ありませんか。
（異議なしの声あり）

（異議なしの声あり）
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○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。

104 条の規定により、閉会中の継続調査の申し

よって、議会運営委員長の申し出のとおり、視

出があります。これを日程に追加し、追加日程

察研修を実施することに決定をいたしました。

第７として、議題にしたいと思います。これに

追加日程第６

ご異議ありませんか。

常任委員会及び特別委員会の

（異議なしの声あり）

閉会中の継続調査の件

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。

○議長【西田正剛君】お諮りします。総務常任

よって、議会運営委員会の閉会中の継続調査の

委員長をはじめとする３常任委員長及び、広報

件を日程に追加し、追加日程第７として、議題

特別委員長並びに、行政改革特別委員長から、

とすることに決定をいたしました。

目下、委員会で調査中の事項につき、会議規則

追加日程第７、議会運営委員会の閉会中の継

第 104 条の規定により、閉会中の継続調査の申

続調査の件を議題といたします。

し出があります。

お諮りします。議会運営委員長の申し出のと

これらを日程に追加し、追加日程第６として

おり、閉会中の継続調査とすることにご異議あ

議題にしたいと思います。これにご異議ありま

りませんか。

せんか。

（異議なしの声あり）
（異議なしの声あり）

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。

よって、議会運営委員長から申し出のあった事

よって、常任委員会及び特別委員会の閉会中の

項につきましては、閉会中も継続して調査する

継続調査の件を日程に追加し、追加日程第６と

ことに決定をいたしました。

して議題とすることに決定をいたしました。

閉議・閉会

追加日程第６、常任委員会及び特別委員会の

○議長【西田正剛君】以上で、本定例会に付議

閉会中の継続調査の件を議題にします。

された議件は、全部議了いたしました。

お諮りします。各委員長の申し出のとおり、

これをもちまして、平成 20 年第２回かほく

閉会中の継続調査とすることにご異議ありま

市議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でし

せんか。

た。
（異議なしの声あり）

午前 11 時 50 分

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のあった事項につ
きましては、閉会中も継続して調査することに
決定をいたしました。

議

長

西田

正剛

副 議 長

杉本

正一

署名議員

多々見

署名議員

山口

追加日程第７
議会運営委員会の閉会中の継続調査の件
○議長【西田正剛君】お諮りします。議会運営
委員長から、議会の運営に関する事項、議会の

武

会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、
議長の諮問に関する事項について、会議規則第
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博之亟
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