木城町告示第15号
令和元年第２回木城町議会臨時会を、次のとおり招集する。
平成31年４月25日
木城町長 半渡 英俊
１ 期 日

令和元年５月８日（水）午前９時

２ 場 所

木城町議会議場
──────────────────────────────

○開会日に応招した議員
久保富士子君

桑原 勝広君

森

眞鍋

伸夫君

博君

中武 良雄君

黒木 泰三君

後藤 和実君

甲斐 政治君

原

神田 直人君

博君

──────────────────────────────
○応招しなかった議員
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令和元年 第２回（臨時）木 城 町 議 会 会 議 録（第１日）
令和元年５月８日（水曜日）

議事日程（第１号）
令和元年５月８日 午前９時00分開会
日程第１ 仮議席の指定
日程第２ 議長の選挙
追加議事日程（第１号）の追加１
日程第１ 議席の指定
日程第２ 会議録署名議員の指名
日程第３ 会期の決定
日程第４ 副議長の選挙
日程第５ 常任委員の選任
日程第６ 議会運営委員の選任
日程第７ 特別委員会の設置及び付託
日程第８ 宮崎県東児湯消防組合議会議員の選出
日程第９ 高鍋・木城衛生組合議会議員の選挙
日程第10 西都児湯環境整備事務組合議会議員の選挙
日程第11 一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団議会議員の選挙
日程第12 町長あいさつ
日程第13 議案第26号 専決処分の承認を求めるについて（木城町税条例等の一部を改正する
条例）
日程第14 議案第27号 専決処分の承認を求めるについて（木城町国民健康保険税条例の一部
を改正する条例）
日程第15 議案第28号 専決処分の承認を求めるについて（平成３０年度木城町一般会計補正
予算 第10号）
日程第16 議案第29号 専決処分の承認を求めるについて（平成３０年度木城町国民健康保険
事業特別会計補正予算 第６号）
日程第17 議案第30号 専決処分の承認を求めるについて（平成３０年度木城町介護保険特別
会計補正予算 第６号）
日程第18 議案第31号 監査委員の選任について
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日程第19 委員会付託の省略
日程第20 議案に対する質疑
日程第21 各委員会の閉会中の調査
──────────────────────────────
本日の会議に付した事件
日程第１ 仮議席の指定
日程第２ 議長の選挙
追加議事日程（第１号）の追加１
日程第１ 議席の指定
日程第２ 会議録署名議員の指名
日程第３ 会期の決定
日程第４ 副議長の選挙
日程第５ 常任委員の選任
日程第６ 議会運営委員の選任
日程第７ 特別委員会の設置及び付託
日程第８ 宮崎県東児湯消防組合議会議員の選出
日程第９ 高鍋・木城衛生組合議会議員の選挙
日程第10 西都児湯環境整備事務組合議会議員の選挙
日程第11 一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団議会議員の選挙
日程第12 町長あいさつ
日程第13 議案第26号 専決処分の承認を求めるについて（木城町税条例等の一部を改正する
条例）
日程第14 議案第27号 専決処分の承認を求めるについて（木城町国民健康保険税条例の一部
を改正する条例）
日程第15 議案第28号 専決処分の承認を求めるについて（平成３０年度木城町一般会計補正
予算 第10号）
日程第16 議案第29号 専決処分の承認を求めるについて（平成３０年度木城町国民健康保険
事業特別会計補正予算 第６号）
日程第17 議案第30号 専決処分の承認を求めるについて（平成３０年度木城町介護保険特別
会計補正予算 第６号）
日程第18 議案第31号 監査委員の選任について
日程第19 委員会付託の省略
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日程第20 議案に対する質疑
日程第21 各委員会の閉会中の調査
──────────────────────────────
出席議員（10名）
１番 久保富士子君

２番 桑原 勝広君

３番 森

５番 眞鍋

伸夫君

博君

６番 中武 良雄君

７番 黒木 泰三君

８番 後藤 和実君

９番 甲斐 政治君

10番 原

11番 神田 直人君

博君

──────────────────────────────
欠席議員（なし）
──────────────────────────────
欠

員（なし）

──────────────────────────────
事務局出席職員職氏名
事務局長 河野 浩俊君
書

議事調査係長 内野宮克俊君

記 橋本 正枝君

──────────────────────────────
説明のため出席した者の職氏名
町長  半渡 英俊君

副町長  横田

教育長  中竹 聖子君

総務財政課長  中井 諒二君

会計管理者  津江 邦彦君

まちづくり推進課長  西田 誠司君

環境整備課長  澤岡 信明君

教育課長  萩原 一也君

税務課長  黒木 宏樹君

福祉保健課長  小野 浩司君

町民課長  藤井

産業振興課長  渕上 達也君

学君

学君


午前９時00分開会
○事務局長（河野 浩俊君） 皆さま、おはようございます。
議会の開会に先立ち、ご案内いたします。携帯電話をお持ちの方は、マナーモードにされるか、
電源をお切りくださるようお願いいたします。いま一度ご確認ください。
それでは、皆さま、ご起立ください。一同、礼。ご着席ください。
議会事務局長の河野浩俊です。
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本臨時会は、一般選挙後、初めての議会であります。
議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定により、出席議員の中で、年長の議
員が、臨時に議長の職務を行うことになっております。
黒木泰三議員が年長でありますので、ご紹介いたします。黒木泰三議員、議長席にお願いいた
します。
○臨時議長（黒木 泰三君） ただいま、紹介されました黒木泰三です。地方自治法第１０７条の
規定により、臨時に、議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いします。
このたびの木城町議会議員選挙におきまして、お互い当選の栄誉を担って議席を得たところで
ございます。
初対面の方もおられるようですので、議員の皆さまの標柱番号１番から順に自席から自己紹介
をお願いいたします。それでは、１番からお願いします。
○議員（１番 久保富士子君） 皆さん、おはようございます。高城の町上から出させていただき
ました久保富士子と言います。よろしくお願いします。これから４年間、皆さまと一緒に木城町
のために頑張っていきたいと思います。ご指導よろしくお願いします。
○臨時議長（黒木 泰三君） ２番、お願いします。
○議員（２番 桑原 勝広君） おはようございます。高城町上から出ています桑原勝広でござい
ます。４年間、皆さんと前向きに町政にかかわっていけたらと思いますので、全力尽くしますの
で、よろしくお願いします。
○臨時議長（黒木 泰三君） ３番、お願いします。
○議員（３番 森

伸夫君） おはようございます。出店北の森伸夫でございます。今、大変心

地よい緊張の中で出席をさせていただいております。対立と協調を目標に、バランスよく議会に
参加できたらというように考えております。よろしくお願いいたします。
○臨時議長（黒木 泰三君） ５番、お願いします。
○議員（５番 眞鍋

博君） 比木地区出身、２期目の眞鍋です。名前だけの議員にならないよ

うに、しっかりと職務を全うしたいと思います。よろしくお願いします。
○臨時議長（黒木 泰三君） ６番、お願いします。
○議員（６番 神田 直人君） おはようございます。石河内出身の神田直人です。２期目です。
よろしくお願いいたします。
○臨時議長（黒木 泰三君） ７番、お願いします。
○議員（７番 中武 良雄君） おはようございます。高城在の中武良雄です。２期目ということ
で、私も大分、公約で言ってきたわけですけれども、１期目は勉強、勉強ということでしたけれ
ど、２期目はやはり実力を発揮しなきゃいけないということで、ちょっと緊張感をもって行いた
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いと思います。よろしくお願いします。
○臨時議長（黒木 泰三君） ８番、黒木でございます。川原から出ております。よろしくお願い
します。
９番、お願いします。
○議員（９番 後藤 和実君） ３期目の後藤和実です。よろしくお願いいたします。
○臨時議長（黒木 泰三君） １０番、お願いします。
○議員（１０番 甲斐 政治君） 皆さん、おはようございます。出店南出身の甲斐政治です。ど
うぞよろしくお願いいたします。
○臨時議長（黒木 泰三君） １１番、お願いします。
○議員（１１番 原

博君） おはようございます。田神出身の原です。よろしくお願いしま

す。
○臨時議長（黒木 泰三君） ありがとうございました。
続いて、執行部の皆さまは、町長から順にお願いいたします。
○町長（半渡 英俊君） さきの町長選挙で、２期目の町政を担うことになりました半渡英俊です。
未来志向で、まちづくり、人づくり、そして人口減少対策を、先頭に立って、全力投球で取り組
んでまいりたいと考えております。
どうか、よろしくお願いいたします。
○臨時議長（黒木 泰三君） 順にお願いします。
○副町長（横田

学君） 副町長の横田学です。どうぞ、よろしくお願いします。

○総務財政課長（中井 諒二君） おはようございます。総務財政課長をしております中井諒二で
ございます。どうぞよろしくお願いします。
○産業振興課長（渕上 達也君） おはようございます。産業振興課長の渕上です。農業委員会事
務局長を併任しております。よろしくお願いします。
○まちづくり推進課長（西田 誠司君） おはようございます。４月よりまちづくり推進課に参り
ました西田といいます。よろしくお願いいたします。
○環境整備課長（澹岡 信明君） おはようございます。私も４月から環境整備課の澤岡です。よ
ろしくお願いします。
○教育長（中竹 聖子君） おはようございます。教育長の中竹聖子でございます。これから一生
懸命、また一緒に頑張っていただきたいと思いますが、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いい
たします。
○教育課長（萩原 一也君） おはようございます。教育課長の萩原一也でございます。どうぞよ
ろしくお願いします。
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○町民課長（藤井

学君） おはようございます。町民課長の藤井学と申します。よろしくお願

いします。
○福祉保健課長（小野 浩司君） おはようございます。福祉保健課長の小野浩司と申します。地
域包括支援センターの所長も兼務をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
○会計管理者（津江 邦彦君） 会計管理者の津江と申します。よろしくお願いします。
○税務課長（黒木 宏樹君） おはようございます。今日初めて議場に参りました税務課長の黒木
でございます。どうぞよろしくお願いします。
○臨時議長（黒木 泰三君） ありがとうございました。
それでは、ただいまから令和元年第２回木城町議会臨時会を開会いたします。
これから、本日の会議を開きます。
本日の議事日程はあらかじめお手元に配付した議事日程第１号のとおりであります。これから
しばらくは、議会の構成等にかかる議事を進めますので、執行部の皆さまは、一部事務組合議会
議員の選挙が終了するまで退場をお願いいたします。入場いただくときは、改めてご案内をいた
します。
ここでしばらく休憩といたします。
午前９時07分休憩
癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡
午前９時08分再開
○臨時議長（黒木 泰三君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第１．仮議席の指定
○臨時議長（黒木 泰三君） 日程第１、仮議席の指定を行います。
仮議席は、ただいま着席の議席といたします。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第２．議長の選挙
○臨時議長（黒木 泰三君） 日程第２、議長の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指
名推選に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〕
○臨時議長（黒木 泰三君） ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行う
ことに決定いたしました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思います。こ
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れにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長（黒木 泰三君） ご異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定い
たしました。
議長に、神田直人君を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長が指名をいたしました神田直人君を議長の当選人と定めるこ
とにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長（黒木 泰三君） ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました神
田直人君が議長に当選されました。
ただいま議長に当選されました神田直人君が議場におられます。
会議規則第３３条第２項の規定による当選の告知をいたします。
議長に当選されました神田直人君をご紹介いたします。登壇の上、ご挨拶をお願いいたします。
○議員（６番 神田 直人君） ご挨拶を申し上げます。
皆さまにはご推挙を賜りまして、まことにありがとうございます。今は責任の重さに身が引き
締まる思いがしております。これから１０人一丸となって、心を１つに、さまざまな課題に取り
組めるよう努めてまいります。どうか、皆様方のご支援、またご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。ありがとうございました。
○臨時議長（黒木 泰三君） 挨拶が終わりました。
承諾されたものと認めます。
以上で、臨時議長の職務は全部終了いたしました。ご協力ありがとうございました。
神田直人議長は議長席にお着き願います。
ここでしばらく休憩といたします。
午前９時12分休憩
癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡
午前９時13分再開
○議長（神田 直人君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。
これからの議事日程については、追加議事日程第１号の追加１として、あらかじめお手元に配
付したとおりであります。
お諮りいたします。追加議事日程第１号の追加１については、本案のとおりといたすところに
ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、追加議事日程第１号の追加１は、
本案のとおり決定いたしました。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第１．議席の指定
○議長（神田 直人君） 日程第１、議席の指定を行います。
議席は、会議規則第４条第１項の規定によって、１番、久保富士子君、２番、桑原勝広君、
３番、森伸夫君、５番、眞鍋博君、６番、中武良雄君、７番、黒木泰三君、８番、後藤和実君、
９番、甲斐政治君、１０番、原博君、１１番、私、神田直人、以上のとおり指定いたします。
それぞれ変更いたしますので、それぞれの議席に移動をお願いいたします。
移動のため、しばらく休憩といたします。
午前９時14分休憩
癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡
午前９時15分再開
○議長（神田 直人君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第２．会議録署名議員の指名
○議長（神田 直人君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員の指名は、会議規則第１２５条の規定により、１番、久保富士子君、２番、桑
原勝広君を指名いたします。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第３．会期の決定
○議長（神田 直人君） 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。本臨時会の会期は、本日５月８日の１日間に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（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は、本日５月８日
の１日間に決定いたしました。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第４．副議長の選挙
○議長（神田 直人君） 日程第４、副議長の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指
名推選にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこと
に決定いたしました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することに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（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定いたし
ました。
副議長に中武良雄君を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしました中武良雄君を副議長の当選人と定めるこ
とにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました中武良
雄君が副議長に当選されました。
ただいま副議長に当選されました中武良雄君が議場におられます。会議規則第３３条第２項の
規定による当選の告知をいたします。
副議長に当選されました中武良雄君をご紹介いたします。登壇の上、ご挨拶をお願いいたしま
す。
○議員（６番 中武 良雄君） ただいま、議長より指名推選をいただきました中武です。微力で
はありますが、議長の補佐役として、一生懸命頑張りたいと思いますので、皆さんのご協力をよ
ろしくお願いいたします。
○議長（神田 直人君） 挨拶が終わりました。
承諾されたものと認めます。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第５．常任委員の選任
○議長（神田 直人君） 日程第５、常任委員の選任を行います。
お諮りいたします。常任委員の選任については、委員会条例第６条第２項の規定により、総務
常任委員に森伸夫君、眞鍋博君、後藤和実君、原博君、私、神田直人の５名を、産業文教常任委
員に久保富士子君、桑原勝広君、中武良雄君、黒木泰三君、甲斐政治君の５名をそれぞれ指名い
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（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました諸君を、

- 10 -

それぞれの常任委員に選任することに決定したしました。
ここで、委員会条例第７条の規定により、各常任委員会において委員長及び副委員長を互選し
ていただきますので、しばらく休憩といたします。
午前９時21分休憩
癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡
午前９時21分再開
○議長（神田 直人君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
各常任委員会において、委員長及び副委員長が互選されましたので、その結果を報告いたしま
す。
総務常任委員会委員長に、眞鍋博君、副委員長に森伸夫君、産業文教常任委員会委員長に、黒
木泰三君、副委員長に、桑原勝広君が互選されました。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第６．議会運営委員の選任
○議長（神田 直人君） 日程第６、議会運営委員の選任を行います。
お諮りいたします。議会運営委員の選任については、委員会条例第６条第２項の規定により、
久保富士子君、桑原勝広君、眞鍋博君、黒木泰三君、原博君の５名を指名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（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました諸君を
議会運営委員に選任することに決定いたしました。
ここで、委員会条例第７条の規定により、議会運営委員会において委員長及び副委員長を互選
していただきますので、しばらく休憩といたします。
午前９時23分休憩
癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡
午前９時23分再開
○議長（神田 直人君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
議会運営委員会において、委員長及び副委員長が互選されましたので、その結果を報告いたし
ます。
委員長に原博君、副委員長に久保富士子君が互選されました。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第７．特別委員会の設置及び付託
○議長（神田 直人君） 日程第７、特別委員会の設置及び付託を議題といたします。
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お諮りいたします。委員会条例第５条の規定によって、議会広報編集に関する調査については、
４人の委員で構成する議会広報編集特別委員会を、新田原基地対策に関する調査については、同
じく４名の委員で構成する新田原基地対策特別委員会を設置し、それぞれに付託して、調査する
ことに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（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、議会広報編集に関する調査につい
ては、４人の委員で構成する議会広報編集特別委員会を、新田原基地対策に関する調査について
は、同じく４名の委員で構成する新田原基地対策特別委員会を設置し、それぞれに付託して、調
査することに決定いたしました。
お諮りいたします。ただいま設置されました特別委員の選任については、委員会条例第６条第
２項の規定により、議会広報編集特別委員会の委員の選任については、久保富士子君、森伸夫君、
中武良雄君、黒木泰三君の４名を、新田原基地対策特別委員会の委員の選任については、桑原勝
広君、黒木泰三君、後藤和実君、原博君の４名を指名いたします。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました諸君を、
それぞれの特別委員に選任することに決定いたしました。
ここで、委員会条例第７条の規定により、各特別委員会において委員長及び副委員長を互選し
ていただきますので、ここでしばらく休憩といたします。
午前９時25分休憩
癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡
午前９時25分再開
○議長（神田 直人君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
各特別委員会において、委員長及び副委員長が互選されましたので、その結果を報告いたしま
す。
議会広報編集特別委員会委員長に中武良雄君、副委員長に森伸夫君、新田原基地対策特別委員
会委員長に原博君、副委員長に後藤和実君が互選されました。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第８．宮崎県東児湯消防組合議会議員の選出
○議長（神田 直人君） 日程第８、宮崎県東児湯消防組合議会議員の選出を行います。
宮崎県東児湯消防組合議会議員については、組合規約第５条の規定により「関係町の議会の議
長」及び「関係町の議会において選出した議員１名」となっております。したがって、本町議会
からは、議長のほかに１名を選出することになります。
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お諮りいたします。選出の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名
推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、選出の方法は、指名推選によるこ
とに決定いたしました。
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（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、議長において指名することに決定
いたしました。
宮崎県東児湯消防組合議会議員に、眞鍋博君を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました眞鍋博君を宮崎県東児湯消防組合議会議員に選
出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（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、宮崎県東児湯消防組合議会議員に
は、議長のほかに眞鍋博君を選出することに決定いたしました。
ただいま宮崎県東児湯消防組合議会議員に選出されました眞鍋博君が議場におられますので、
会議規則第３３条第２項の規定による当選の告知をいたします。
承諾されたものと認めます。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第９．高鍋・木城衛生組合議会議員の選挙
○議長（神田 直人君） 日程第９、高鍋・木城衛生組合議会議員の選挙を行います。
高鍋・木城衛生組合議会議員については、組合規約第５条及び第６条の規定により「関係町の
議会において議員の中から３名を選挙する」ことになっております。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名
推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、指名推選によるこ
とに決定いたしました。
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〕
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○議長（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、議長において指名することに決定
いたしました。
高鍋・木城衛生組合議会議員に、中武良雄君、眞鍋博君、黒木泰三君を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました、中武良雄君、眞鍋博君、黒木泰三君を高鍋・
木城衛生組合議会議員の当選人と定めることに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました、中武
良雄君、眞鍋博君、黒木泰三君が高鍋・木城衛生組合議会議員に当選されました。
ただいま、高鍋・木城衛生組合議会議員に当選されました、中武良雄君、眞鍋博君、黒木泰三
君が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定による当選の告知をいたします。
承諾されたものと認めます。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第１０．西都児湯環境整備事務組合議会議員の選挙
○議長（神田 直人君） 日程第１０、西都児湯環境整備事務組合議会議員の選挙を行います。
西都児湯環境整備事務組合議会議員については、組合規約第５条の規定により「関係市町村の
議会において議員の中から２名を選挙する」ことになっております。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名
推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、指名推選によるこ
とに決定いたしました。
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（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、議長において指名することに決定
いたしました。
西都児湯環境整備事務組合議会議員に、眞鍋博君と私、神田直人を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました眞鍋博君と私、神田直人を西都児湯環境整備事
務組合議会議員の当選人と定めることに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました眞鍋博
君と私、神田直人が西都児湯環境整備事務組合議会議員に当選されました。
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ただいま西都児湯環境整備事務組合議会議員に当選されました眞鍋博君と私、神田直人が議場
におりますので、会議規則第３３条第２項の規定による当選の告知をいたします。
承諾されたものと認めます。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第１１．一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団議会議員の選挙
○議長（神田 直人君） 日程第１１、一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団議会議員の選挙を行
います。
一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団議会議員については、企業団規約第７条の規定により
「関係町の議会においての議員のうちから１名を選挙する」及び「関係町の長または副町長のう
ちから１名を選挙する」となっております。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名
推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、指名推選によるこ
とに決定いたしました。
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（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、議長において指名することに決定
いたしました。
一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団議会議員に、私、神田直人及び町長の半渡英俊君を指名
いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました、私、神田直人、町長の半渡英俊君を一ツ瀬川
営農飲雑用水広域水道企業団議会議員の当選人と定めることに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました、私、
神田直人、町長の半渡英俊君が一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団議会議員に当選されました。
ただいま指名いたしました、神田直人が一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団議会議員に当選
いたしました。よって、会議規則第３３条第２項の規定による当選の告知をします。
承諾させていただきます。
ここで、執行部の入場を求めますので、しばらく休憩といたします。
なお、９時５０分より再開することといたします。
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午前９時35分休憩
癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡
午前９時44分再開
○議長（神田 直人君） 時間前ではございますけれども、全員お揃いですので、休憩前に引き続
き、会議を開きます。
執行部の皆様には、大変お待たせをいたしました。
先ほどの議長選挙によりまして新しく議長になりました神田直人です。執行部の皆様に一言ご
挨拶を申し上げます。
このたび、議員の皆様の推挙をいただき、議長の大役を担うことになりました。どうか、よろ
しくお願いいたします。
今、議会に対する厳しい指摘がありますが、真摯に受けとめ、見直すとともに、議会議員に与
えられた権限をしっかり果たし、町民の皆様に見える議会議員を目指して取り組んでいきたいと
思っております。執行部におかれましても、二元代表制の原理に基づき議会、執行部が、それぞ
れ審議を尽くしてその目的が達成されますよう、ご協力をお願いいたします。以上で、ご挨拶を
終わります。
新しい議会構成は、お手元に配付いたしました議会構成表のとおりです。
なお、一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団議会議員の選挙において「町長または副町長のう
ちから選挙する１名」については、半渡英俊町長が当選されましたので、ここで告知いたします。
承諾されたものと認めます。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第１２．町長あいさつ
○議長（神田 直人君） 日程第１２、町長あいさつを行います。
先に行われました町長選挙後、最初の議会になりますので、ここで町長よりご挨拶をいただき
たいと思います。町長。
○町長（半渡 英俊君） おはようございます。徳仁天皇のご即位、そして令和という元号のもと
での初めての臨時議会であります。貴重なお時間をいただきまして、一言、ご挨拶を申し上げま
す。
４月１６日告示、２１日投開票の統一地方選挙におきまして、木城町議会議員に当選されまし
た経験豊かな議員及び新進気鋭の議員の皆さま方に、衷心より、お祝いとお喜びを申し上げます。
今後、木城町の発展と町民の福利向上にご指導とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し
上げます。
また、私ごとではありますが、同じく、町長選挙におきまして、引き続き２期目の町政運営を

- 16 -

担ってまいります。
議員の皆さまを初め、町民の皆さまからお寄せいただきました期待と負託に対し、身の引き締
まる思いであります。
町民との協働による「継続～挑戦～発展」という信念のもと、初心を忘れず、日々新、全力投
球で、「人が元気、地域が元気、住んでよかったと思えるまちづくり」に取り組む決意でありま
す。
議員の皆さま方のご指導、ご鞭撻、ご協力をお願い申し上げ、町長挨拶といたします。よろし
くお願いいたします。
○議長（神田 直人君） 町長のご挨拶が終わりました。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第１３．議案第２６号
日程第１４．議案第２７号
日程第１５．議案第２８号
日程第１６．議案第２９号
日程第１７．議案第３０号
日程第１８．議案第３１号
○議長（神田 直人君） それでは、これより議案上程を行います。
提出されました日程第１３、議案第２６号から日程第１８、議案第３１号に至る議案について
朗読は省略し、町長から一括して提案理由の説明を求めます。町長。
○町長（半渡 英俊君） 令和元年第２回木城町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆
さまには、何かとご多用の中に、ご出席をいただき、厚くお礼を申し上げます。
ただいま上程いただきました、議案第２６号から議案第３１号に至る６議案について、一括し
て、提案理由の説明を申し上げます。
初めに、議案第２６号。議案第２６号は、専決処分の承認を求めるについてであります。
専決処分の承認を求めるのは、木城町税条例等の一部を改正する条例であります。地方税法の
一部が改正され、平成３１年４月１日から施行されることに伴い、木城町税条例等の一部改正が
必要となりましたが、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第
１７９条第１項の規定により、平成３１年３月２９日に専決処分をしましたので、同条例第３項
の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。
主な改正点は、１つ目に法律改正に伴う規定・定義等の整備及び改正。２つ目、個人の町民税
の非課税範囲の変更。３つ目、軽自動車税の税率の特例の改正。４つ目、軽自動車税の環境性能
割の臨時的軽減の新設等であります。
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次に、議案第２７号。議案第２７号は、専決処分の承認を求めるについてであります。
専決処分の承認を求めるのは、木城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。
地方税法の一部が改正され、平成３１年４月１日から施行されることに伴い、木城町国民健康保
険税条例の一部改正が必要となりましたが、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、
地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成３１年３月２９日に専決処分をしましたので、
同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。
なお、改正点は、１つ目、国民健康保険税の課税限度額の引き上げ。２つ目、減額措置に係る
軽減判定所得の基準額の見直しであります。
次に、議案第２８号。議案第２８号は専決処分の承認を求めるについてであります。
専決処分の承認を求めるのは、平成３０年度木城町一般会計補正予算（第１０号）であります。
議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定によ
り、平成３１年３月２９日に専決処分をしましたので、同条第３項の規定により、これを報告し、
承認を求めるものであります。
補正予算（第１０号）は、予算の総額に歳入歳出それぞれ６,６５４万３,０００円を追加し、
予算の総額をそれぞれ４５億７,４６９万１,０００円にするものであります。
歳入の主なものは、町税増額３,３４４万１,０００円、地方消費税交付金増額１,９４８万
９,０００円、地方交付税増額１,２９６万３,０００円、町債減額１,８５０万円、繰入金減額
２４７万円、諸収入減額１７８万円等であります。
歳出の主なものは、総務費増額４,８９１万９,０００円、消防費増額４,４９５万９,０００円、
予備費増額３,５７５万３,０００円、民生費減額３,０７４万４,０００円、農林水産業費減額
８７０万６,０００円、商工費減額６９２万３,０００円等であります。
次に、議案第２９号。議案第２９号は専決処分の承認を求めるについてであります。
専決処分の承認を求めるのは、平成３０年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
６号）であります。
議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定によ
り、平成３１年３月２９日に専決処分をしましたので、同条第３項の規定により、これを報告し、
承認を求めるものであります。
補正予算（第６号）は、予算の総額から歳入歳出それぞれ、３,５１６万９,０００円を減額し、
予算の総額を、それぞれ６億９,１８４万１,０００円にするものであります。
歳入は、県支出金減額３,７４８万４,０００円、繰入金減額１９６万円、諸収入増額４２７万
５,０００円であります。
歳出は、保険給付費減額３,５２１万円、保険事業費減額５０万円、予備費増額５４万
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１,０００円であります。
次に、議案第３０号。議案第３０号は専決処分の承認を求めるについてであります。
専決処分の承認を求めるのは、平成３０年度木城町介護保険特別会計補正予算（第６号）であ
ります。
議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定によ
り、平成３１年３月２９日に専決処分をしましたので、同条第３項の規定により、これを報告し、
承認を求めるものであります。
補正予算（第６号）は、保険事業勘定の歳出予算において、歳出予算を組み替え、予備費減額
３万３,０００円、保険給付費増額２万円、諸支出金増額１万３,０００円にするもので、予算の
総額に変更はありません。
最後に、議案第３１号。議案第３１号は監査委員の選任についてであります。
議員のうちから選任しておりました後藤和実委員が、平成３１年４月３０日をもって、議員の
任期を満了したため、新たに黒木泰三氏を選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規定
により議会の同意を求めるものであります。
以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。ご審議のうえ、ご賛同賜りまして、承認
及び同意をしていただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長（神田 直人君） 町長の提案理由の説明が終わりました。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第１９．委員会付託の省略
○議長（神田 直人君） 日程第１９、委員会付託の省略を議題といたします。
お諮りいたします。議案第２６号から議案第３１号については、会議規則第３９条第３項の規
定によって、委員会付託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（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、議案第２６号から議案第３１号に
ついては、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第２０．議案に対する質疑
○議長（神田 直人君） 日程第２０、議案に対する質疑を行います。
これより、提案されました議案第２６号から議案第３１号に至る議案に対し、１議案ごとの質
疑を行います。なお、議案第３１号については、審議の関係上、議案第２６号から議案第３０号
に至る議案に対する質疑・討論・採決を行った後に質疑を行うことといたします。
まず、議案第２６号専決処分の承認を求めるについて（木城町税条例等の一部を改正する条
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例）を議題といたします。
議案第２６号に対する質疑はありませんか。１０番、原博君。
○議員（１０番 原

博君） 先ほど町長の説明で４つの変更理由があったのですが、これに

ついて詳細を。説明をお願いします。
○議長（神田 直人君） 税務課長。
○税務課長（黒木 宏樹君） まず１つ目の個人住民税の非課税範囲の変更についてですが、これ
については、子供の貧困に対応するため、事実婚状態ではないことを確認した上で支給される児
童扶養手当の支給を受けている人で、前年の合計所得が１３５万円以下である１人親に対して個
人住民税を非課税とする措置を講ずるものが、まず１点目。
２点目が、軽自動車税の税率の特例の改正についてですが、これについてはグリーン化特例と
いうのが今あるんですけども、これについて現行制度を２年間延長して、平成３４年度から電気
自動車等だけの減税にするというような改正になっております。
それから３番目の軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の新設についてですが、これについて
は消費税引き上げに伴いまして、平成３１年１０月１日から平成３２年９月３０日までの間に取
得した自家用乗用車について環境性能割の税率を１％軽減するというような内容になっておりま
す。
以上です。
○議長（神田 直人君） ほかに質疑はありませんか。１０番、原博君。
○議員（１０番 原

博君） ４つとあったが、３つではなかったですか。

○議長（神田 直人君） 税務課長。
○税務課長（黒木 宏樹君） もう１つは、法の改正によって、条ずれとかそういったものがあり
ますので、そういったものを含めて１つ目の説明をしております。
以上です。
○議長（神田 直人君） ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 以上で、本案に対する質疑を終わります。
次に、議案第２７号専決処分の承認を求めるについて（木城町国民健康保険税条例の一部を改
正する条例）を議題といたします。
議案第２７号に対する質疑はありませんか。１０番、原博君。
○議員（１０番 原

博君） 引き上げの理由と減額の見直しについての説明をもう一度お願

いします。
○議長（神田 直人君） 税務課長。
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○税務課長（黒木 宏樹君） 引き上げの理由については、法の改正によってなっているものであ
りまして、基礎の賦課の限度額を５８万から６１万円、３万円上げるというような改正になって
おります。
以上です。
○議長（神田 直人君） １０番、原博君。
○議員（１０番 原

博君） 法の改正に基づいてやっているのはわかるのですが、その詳細

について少し説明をお願いします。
○議長（神田 直人君） 税務課長。
○税務課長（黒木 宏樹君） 高所得者の基礎賦課限度額というのがあるのですが、これ以上は保
険税を取らないというような。その限度額を上げたという改正です。３万円分上げたということ
です。
○議長（神田 直人君） ほかに質疑はありませんか。９番、甲斐政治君。
○議員（９番 甲斐 政治君） この引き上げによって、健康保険税の運用が毎年繰入金を行って
いくわけですが、これによってそれが少しでも緩和されるのかどうか、見通しはどうでしょうか。
○議長（神田 直人君） 税務課長。
○税務課長（黒木 宏樹君） 見通しとしては、高所得者層の限度額を上げていますので、高所得
者については上がると。ただ、低所得者については、そんなに上がらない、変わらないという形
です。国保税としては、対象者がうちの場合は去年の段階で１７世帯でしたので、そんなには上
がらないのかなと思っております。
○議長（神田 直人君） ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 以上で、本案に対する質疑は終わります。
次に、議案第２８号専決処分の承認を求めるについて（平成３０年度木城町一般会計補正予算
第１０号）を議題といたします。
議案第２８号に対する質疑はありませんか。１０番、原博君。
○議員（１０番 原

博君） ３３ページの負担金補助及び交付金の中のマイナス３００万円、

それと重度心身障害者医療費の７３０万円の減額についてと、３９ページの農業振興費の中のマ
イナス１８９万５,０００円と畜産業費の中の優良家畜導入更新奨励補助金のマイナス２００万
円の説明と、４１ページの商工振興費の中の４８４万６,０００円、この減額についての説明を
お願いいたします。
○議長（神田 直人君） 福祉保健課長。
○福祉保健課長（小野 浩司君） まず、３３ページの負担金補助及び交付金の３００万円の減額
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でありますが、地域ふれあい支え合い事業補助金というのを実施しておりまして、その分の執行
残に伴います減額であります。重度心身医療費の扶助費の７３０万円の減額でありますが、当初
予算で計上しておりました現在行っております身体障害者１、２級、並びに療育手帳Ａと精神障
害者にかかります全ての医療費の軽減の扶助費の当初予算分の計上額と対象費用の減額となって、
減額幅が７３０万円となっているところであります。
以上です。
○議長（神田 直人君） 産業振興課長。
○産業振興課長（渕上 達也君） ３９ページの農業振興費の補助金の１８９万５,０００円の減
額ですが、まず被災農業者向け経営体育成支援事業。台風の被害によって、国、県、あと町の補
助を足してやるものでありますが、国に申請していたものの中で、町単独にしかならない部分が
出てきましたので、町単独のほうに振り替えるということで、県のこの経営体支援事業でやる部
分を１４０万円ほど減額しました。あと有機ＪＡＳの認証取得支援事業補助金が１００万円組ん
でありますが、本年度については４５万９,０００円を補助いたしましたので、残りの部分を減
額して、１８９万５,０００円減額するものであります。
それから、優良家畜導入更新奨励事業補助金外ですが、これにつきましては、まず白木八重牧
場の補助金に対して、実績に伴いまして１０万円の減額。それから、肉用牛生産基盤強化促進事
業の優良家畜導入などの補助金を実績に伴いまして１５０万円減額しております。それから、乳
用牛の補助金ですが、これについても実績に伴いまして３０万円の減額。それから、牛白血病対
策事業も実績で、それほどいらなかったということで。あわせまして２００万円の減額というこ
とであります。
以上です。
○議長（神田 直人君） まちづくり推進課長。
○まちづくり推進課長（西田 誠司君） 予算書の４０、４１ページになります。商工費の商工振
興費委託料減額４８４万６,０００円についてです。主なものといたしまして、こちら比木地区
の青柳地区に対しまして、町のほうで誘致企業団地として造成予定のため測量設計を行いました。
面積につきましては約３ヘクタールです。当初契約では１,３７０万円ほどで契約をしたのです
が、現地調査、測量を行っている中で、今後造成を行うに際し、経費が多額にかかるということ
で基本測量と平面図作成までを実施しております。それに伴い委託料を４５０万円ほど減額して
おります。結果、この委託料につきましては、９２５万円ほどとなっております。なお、この造
成にかかる経費が多額になるということに関しましては、測量を行っていく中で判明したもので
あります。
以上です。
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○議長（神田 直人君） １０番、原博君。
○議員（１０番 原

博君） もう１回３９ページです。農業費の機構集積協力金ですが、こ

の２５２万円についてもう１回説明をお願いします。
○議長（神田 直人君） 産業振興課長。
○産業振興課長（渕上 達也君） 機構集積協力金というのは、中間管理機構等を通して農地の集
積を行っていくものに対して、国のほうからいただくお金を直接住民のほうに支払う制度であり
ます。その今年度の実績が２０２万９,０００円ほどであったということで、差額の２５２万円
を減額するものでございます。
以上です。
○議長（神田 直人君） １０番、原博君。
○議員（１０番 原

博君） その減った理由はなにか、わかっていますか。なぜ少なくなっ

たか。
○議長（神田 直人君） 産業振興課長。
○産業振興課長（渕上 達也君） 減ったということではなく、本年度の当初で、ある程度の面積
を予定していましたが、その面積に対して農地中間管理機構を通さずに直接相対で貸すというよ
うな形で、同意が得られなかった部分がございますので、その分を減額するものであります。
○議長（神田 直人君） ほかに質疑はありませんか。６番、中武良雄君。
○議員（６番 中武 良雄君） ３７ページの健康マイレージ関係の報償費です。これが３０万円
減額と。これは、私も使っていたことがありますが、どれほど町民の方がこれを利用されている
のか。本当にこれが必要なのかという気も、若干しております。状況がどういう状態になってい
るのかをお聞きしたいのと、もう１点、下のほうの女性がん診査委託料です。最近乳がんの女性
が結構多いわけですけども、どういった形のがん診査をされていて、この１００万円減額は検診
者が少なかったからそうなったのか。その辺の状況をお聞きしたいと思います。
○議長（神田 直人君） 福祉保健課長。
○福祉保健課長（小野 浩司君） まず、健康マイレージ事業についてです。３０年度から事業内
容を一部拡大をして、ポイント付加をかけております。したがって、一般健康診査に加えまして、
社会保険等の人間ドック等も対象にして、あわせまして母子保健にかかります乳幼児その他健診、
そういったものも全部ポイントにするという形で拡充をしたところであります。３０年度につき
ましては一定対象者数が増加するということで、当初予算の計上をしていた関係があります。そ
れに対して、ポイント還元した金額の実績に基づいて今回３０万円を減額させていただいている
という形であります。
女性がん検診委託料ですが、ほかの検診委託等と同じように、全て町内対象者に対してハガキ
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や案内文書で周知をしております。乳がん、もしくは子宮がん、そういったものが女性がんの対
象検診ですが、その中で３０年度に実際に、個別検診、集団を含めて、受けられました方の対象
者数で実績が出てくる形でありますので、一応案内周知については、町内全域、全対象者に出し
ておりますので、その中の実績額で今回１００万円という減額が出ているという形であります。
以上です。
○議長（神田 直人君） ６番、中武良雄君。
○議員（６番 中武 良雄君） 減額したのはよくわかりますが、その利用状況は年々どうなって
いるのか。始めた時期は、マイレージのほうはまだ浅いですけれども、その利用が増えているの
か減っているのか、その状況を教えてください。
○議長（神田 直人君） 福祉保健課長。
○福祉保健課長（小野 浩司君） マイレージ事業につきましては、３０年度から拡充をした関係
でポイントに還元された人数については増加をしております。
女性のがん検診につきましても、近年のそういった乳がんや子宮がんのＰＲ等にもよりまして、
比較的対象者に対しての検診率というのは上がっていると把握しているところであります。
以上です。
○議長（神田 直人君） ほかに質疑はありませんか。５番、眞鍋博君。
○議員（５番

眞鍋

博君）

予算書の１２ページの歳入のまず町民税、法人の２,３５１万

１,０００円とその下の固定資産税１,０００万円の詳細をお願いします。それから２４ページの
町債。災害復旧費として予算としては１億１,０００円ぐらいを組んでいたのですが、今回
８,８００万円で、２,０００万円ぐらい減額になっています。木城町の災害復旧に対する工事請
負が、大方めどがついたということなのか、お聞きしたいと思います。
○議長（神田 直人君） 税務課長。
○税務課長（黒木 宏樹君） まず１３ページの法人税ですが、これについては宮崎キヤノンの法
人税が確定したために増額したというものになります。
それから、固定資産税については、調定の９９.５％で収入見込みをしていますが、その実績
が出ましたので、それによって増額しています。
以上です。
○議長（神田 直人君） 総務財政課長。
○総務財政課長（中井 諒二君） ２５ページの町債の災害復旧債、これにつきましては公共土木
施設災害復旧債、それから林道災害復旧債というのがあります。災害を受けた箇所につきまして
は全て発注をいたしております。減額になりましたのは、国の当初の予算につきましては見込み
ということで計上しましたので、その後に国の災害査定、それから入札によります減額、執行残、
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そういったことで起債につきましては減額をしております。
以上でございます。
○議長（神田 直人君） 産業振興課長。
○産業振興課長（渕上

達也君）

今の部分で林道災害復旧債につきましては、当初補助率を

６５％としておりましたけれども、林道につきましては激甚災害指定がありましたので、
９５.７％と補助率が上がりましたので、その分地方債が下がったということです。
○議長（神田 直人君） ５番、眞鍋博君。
○議員（５番 眞鍋

博君） 最後確認ですが、木城町において台風災害の復旧事業は、工事請

負が全て完了したということで捉えてよろしいですか。
○議長（神田 直人君） 産業振興課長。
○産業振興課長（渕上 達也君） 産業振興課関連につきましては、まだ森林災害復旧事業、これ
については終了しておりません。今現状お願いしているのが災害に対する保険の査定。それをま
ずお願いをしております。それが終わったら、特殊地ごしらえ事業ということで国の補助事業で
６５％程度の補助があります。それによって岩渕地区の町有林の作業を行うということで、町が
発注する部分があります。
○議長（神田 直人君） 環境整備課長。
○環境整備課長（澹岡 信明君） 町道関係の災害で、補助対象になった路線が９路線ございます
が、全ての工事の発注はしております。工期的には９月ぐらいには全て完了するということにな
っております。
以上でございます。
○議長（神田 直人君） ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 以上で、本案に対する質疑は終わります。
次に、議案第２９号専決処分の承認を求めるについて（平成３０年度木城町国民健康保険事業
特別会計補正予算 第６号）を議題といたします。
議案第２９号に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 質疑なしと認めます。
次に、議案第３０号専決処分の承認を求めるについて（平成３０年度木城町介護保険特別会計
補正予算 第６号）を議題といたします。
議案第３０号に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（神田 直人君） 質疑なしと認めます。
以上で、議案第２６号から議案第３０号に対する質疑を終わります。
これより、議案第２６号から議案第３０号について議案番号順に従い、討論・採決を行います。
なお、採決は起立によることといたします。
まず、議案第２６号専決処分の承認を求めるについて（木城町税条例等の一部を改正する条
例）を議題といたします。
本案に対する反対の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 賛成の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 討論がありませんので採決に入ります。本案は、承認することに賛成の
諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長（神田 直人君） 賛成全員。したがって、本案は、承認することに決定いたしました。
次に、議案第２７号専決処分の承認を求めるについて（木城町国民健康保険税条例の一部を改
正する条例）を議題といたします。
本案に対する反対の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 賛成の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 討論がありませんので採決に入ります。本案は、承認することに賛成の
諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長（神田 直人君） 賛成全員。したがって、本案は、承認することに決定いたしました。
次に、議案第２８号専決処分の承認を求めるについて（平成３０年度木城町一般会計補正予算
第１０号）を議題といたします。
本案に対する反対の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 賛成の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 討論がありませんので採決に入ります。本案は、承認することに賛成の
諸君の起立を求めます。
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〔賛成者起立〕
○議長（神田 直人君） 賛成全員。したがって、本案は、承認することに決定いたしました。
次に、議案第２９号専決処分の承認を求めるについて（平成３０年度木城町国民健康保険事業
特別会計補正予算 第６号）を議題といたします。
本案に対する反対の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 賛成の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 討論がありませんので採決に入ります。本案は、承認することに賛成の
諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長（神田 直人君） 賛成全員。したがって、本案は、承認することに決定いたしました。
次に、議案第３０号専決処分の承認を求めるについて（平成３０年度木城町介護保険特別会計
補正予算 第６号）を議題といたします。
本案に対する反対の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 賛成の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 討論がありませんので採決に入ります。本案は、承認することに賛成の
諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長（神田 直人君） 賛成全員。したがって、本案は、承認することに決定いたしました。
次に、議案第３１号監査委員の選任についてを議題といたします。
地方自治法第１１７条の規定により、黒木泰三君の退場を求めます。
〔７番 黒木 泰三君 退場〕
○議長（神田 直人君） これより質疑に入ります。
議案第３１号に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 質疑なしと認めます。
これより、議案第３１号に対する討論を行います。
本案に対する反対の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（神田 直人君） 賛成の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（神田 直人君） 討論がありませんので採決に入ります。
なお、採決は起立によることといたします。
本案は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長（神田 直人君） 賛成全員。したがって、本案は、同意することに決定いたしました。
黒木泰三君の着席を求めます。
〔７番 黒木 泰三君 着席〕
○議長（神田 直人君） ただいま、監査委員に選任されました黒木泰三君が議場におられますの
で、同意されたことを告知いたします。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
日程第２１．各委員会の閉会中の調査
○議長（神田 直人君） 日程第２１、各委員会の閉会中の調査を議題といたします。
会議規則第７４条の規定により、各常任委員長から所管事務の調査について、議会運営委員会
から議会の運営に関する事項、議会の会議規則・委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮
問に関する事項及び次期定例会・臨時会に係る事項について、議会広報編集特別委員長から議会
広報の編集・調査等に関することについて、新田原基地対策特別委員長から基地対策に関するこ
とについて閉会中の調査の申し出があります。
お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長、議会広報編集特別委員長、新田原基地対
策特別委員長から申し出のとおり、閉会中の調査を認め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（神田 直人君） ご異議なしと認めます。したがって、各常任委員長、議会運営委員長、
議会広報編集特別委員長、新田原基地対策特別委員長から申し出のとおり、閉会中の調査を認め
ることに決定いたしました。
癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
○議長（神田 直人君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
会議を閉じます。
これで、令和元年第２回木城町議会臨時会を閉会いたします。
ここで、町長から発言を求められていますので、これを許します。町長。
○町長（半渡 英俊君） お礼を申し上げたいと思います。第２回木城町議会臨時会における議案
のご審議、まことにありがとうございました。
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今議会上程の６議案、全て原案のとおり承認及び同意をいただきました。厚くお礼を申し上げ
ます。
ご承知のように、統一地方選挙があり、徳仁天皇がご即位され、元号も令和と改元され、さら
には夏に参議院選挙が予定をされているということで新たな体制のスタートの年となったところ
であります。
一方で今、地方自治体におきましては、地域主権と人口減少対策、そして変化に対応した行財
政運営が求められていると思っております。そのためにも、小さくてもキラリと光るまちづくり、
特色のあるまちづくりに向けて、議員各位のご理解、ご協力とご鞭撻をよろしくお願い申し上げ
まして臨時会のお礼とさせていただきます。
改めまして５月臨時会、ありがとうございました。
○議長（神田 直人君） 議員の皆様は控室のほうにお願いいたします。
○事務局長（河野 浩俊君） 皆様、ご起立ください。一同、礼。ご苦労さまでした。
午前10時32分閉会
癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘

- 29 -

