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―― 午前９時３０分 開会 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

開会宣告 

●議長（辰田直久） おはようございます。定足数に達しておりますので、これより、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布したとおりでございま 

す。議事に入ります前に、１２月８日の定例会第１日目にお配りした議事日程の第１号 

の差し替えをお願をしておきます。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

●議長（辰田直久） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。１５番三上議員、１

番大和議員、お願いをいたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 議案の質疑 

●議長（辰田直久）  日程第２、議案の質疑。これより議案第８９号から議案第９８号まで

の質疑を行います。始めに、議案第８９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第８９号の質疑を終わります。続きまして、議 

案第９０号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第９０号の質疑を終わります。続きまして、議

案第９１号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第９１号の質疑を終わります。続きまして、議

案第９２号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第９２号の質疑を終わります。続きまして、議

案第９３号に対する質疑に入ります。本件の質疑につきましては、歳入、歳出全般にわた

っての質疑とさせていただきます。質疑の際は、あらかじめページ数を示して、これを行

っていただきますようお願いをいたします。質疑はありませんか。 

●日野原議員（日野原利郎） １０番 

●議長（辰田直久） １０番、日野原議員 

●日野原議員（日野原利郎） ページ数１３ページ、企画費の負担金、補助及び交付金のとこ

ろで協働のまちづくり事業というので、２団体１６０万が予算化されております。これは

前のページの歳入のほうで、まちづくり事業助成交付金ということで、宝くじ関係の助成



金だと思うんですよ、一般財源で無い全額助成金で賄う事業になっておりますが、一つの

あの、やまんばよさこい隊の関連しての９２万というのはお聞きしていますし、理解はし

ておりますが、もう一つの３０才の成人式実行委員会に対する６８万、まあの、その件に

ついてもうちょっと内容を教えて頂ければと思うんですが。 

●原定住促進課長（原修） 議長、番外 

●議長（辰田直久） 原定住促進課長 

●原定住促進課長（原修） ３０才の成人式につきましては、その趣旨目的ですが、邑南町で

つくっております総合戦略メニューのなかの邑南町出身者の帰郷機会創出支援の一環と

して行うものでもあり、今年度３０才を迎える町民や出身者を対象として、邑南町３０才

の成人式として開催するものであります。邑南町出身者の帰郷機会を創出して、将来のＵ

ターン増加につなげることを目的としまして、今年度３０才を迎える町内の有志で結成さ

れた実行委員会に委託して実施することになっております。邑南町では初の試みなんです

が、日時は来年の２８年１月１０日日曜日１０時から１４時を想定しております。場所は

いこいの村しまねでございます。内容ですが、第１部を式典と３０才のパネルディスカッ

ションということを想定し、第２部で交流会というものを計画しております。主催は邑南

町３０才の成人式実行委員会、実行委員長小泉あつしさんで行う計画を立てております。 

●日野原議員（日野原利郎） １０番 

●議長（辰田直久） １０番、日野原議員 

●日野原議員（日野原利郎） 大変いいことだと言うようには思うんですけども、３０才に限

定されておるというところが、なんとなく同窓会じゃないんですが、いろいろパネルディ

スカッションをやられたりするということなんで、今後の町づくりに大いに参画して頂け

ればという期待は持つんですが、同年代だけというのはなんとなくその辺がもうちょっと

弱いかなと、例えば３０代とか、若い人を集めるとかそういうんであれば、比較的幅広い

意見も聞けると思うんですよ、３０才だけというのに何となくひかかったもんでちょっと

ご質問しました。いずれにしても後言いませんが、３０才の成人式、これを契機にさらに

邑南町の町づくりに大いに参画して頂けるようにこの会が出来ればいいなというように

思います。以上です。 

●原定住促進課長（原修） 議長、番外 

●議長（辰田直久） 原定住促進課長 

●原定住促進課長（原修） すみません、補足させて下さい。３０才に限定するというのは、

同級生が集まって交流することで、しだいに薄れていく同級生のつながりが再構築されて、

さらに新たなネットワークが生まれ地元愛も生まれるんではないかと言うことで、想定し

ております。また、今回限りで終わるものでなく、また来年再来年も計画して継続的に３

年間はその財源も確保しておりますので、継続するつもりでおりますので申し添えさせて

下さい。 



●議長（辰田直久） 他にございますか。 

●清水議員（清水優文） １１番 

●議長（辰田直久） １１番、清水議員 

●清水議員（清水優文） ２１ページ、飼料イネ収穫機購入事業費、これ当初予算では１千９

５１万３千円となっておりましたが、機種を変更されたんか、それともこんなに安くなっ

たんか聞きたいんですが。 

●植田農林振興課長（植田弘和）  

はい、これは入札減によるものでございます。 

●瀧田議員（瀧田均） ２番 

●議長（辰田直久） ２番、瀧田議員 

●瀧田議員（瀧田均） ページ数２３ページですが、商工費の３番観光費のところですが、い

こいの村と霧の湯の管理費と言うことで、１６０万計上されていますが、内容は枯れ松の

処理と言うふうに聞きましたが、どの位の枯れ松の倒木を予定されているのかお聞きした

いと思います。 

●原定住促進課長（原修） 議長、番外 

●議長（辰田直久） 原定住促進課長 

●原定住促進課長（原修） 枯れ松処分の総量は２００立米と言うことを想定しておりまし

て、これの処分費にかかる経費で約１６０万の事業費を想定しているものであります。 

●瀧田議員（瀧田均） ２番 

●議長（辰田直久） ２番、瀧田議員 

●瀧田議員（瀧田均） 本数はわからないですか、約。 

●原定住促進課長（原修） 議長、番外 

●議長（辰田直久） 原定住促進課長 

●原定住促進課長（原修） 大小様々な木がありまして、本数は把握しておりません。聞いて

おりませんので。 

●瀧田議員（瀧田均） ２番 

●議長（辰田直久） ２番、瀧田議員 

●瀧田議員（瀧田均） 以前、あの私の家の裏の木を森林組合に倒木をお願いしたんですが、

その時に２本で２０何万と言う見積もりを出されて、非常に高いので取りやめをしたんで

すが、どのぐらいの本数があるのかなと思ってお聞きしたところです。はいわかりました。 

●議長（辰田直久） 他にございませんか。 

●中村議員（中村昌史） ９番 

●議長（辰田直久） ９番、中村議員 

●中村議員（中村昌史） ２７ページ、いや、２６，７、２８，９災害復旧費の、えーと職員

手当等の減額ですが、時間外手当の減額と言うことをお伺いしましたが、えー６００万と



５９０万、まあ１千２００万弱ですが、時間数にしてどれぐらいな時間になるのかを教え

てください。 

●服部総務課長（服部導士） 議長、番外 

●議長（辰田直久） 服部総務課長 

●服部総務課長（服部導士） ええこの時間外につきましては、約４千時間位になろうと思い

ますけれども、この分につきましては、今後の事業のほうも終了しつつありますので、そ

の分の精査をしてですね、あの結果的には一般管理費のほうへ、移し替えをさせて頂いた

という事になっておりますのでよろしくお願いします。 

●中村議員（中村昌史） ９番 

●議長（辰田直久） ９番、中村議員 

●中村議員（中村昌史） えーと４千時間、まあかなりの時間になろうかと思いますが、当初

予算の時に、これだけ必要だったのか、当初予算の組み方の見込みというのは、どう言う

ふうな考え方でされておったのかをお伺いしたい。 

●服部総務課長（服部導士） 議長、番外 

●議長（辰田直久） 服部総務課長 

●服部総務課長（服部導士） ええ当初予算の段階では、各費目にありますけれども、概ね人

件費の１０％を一応計上させて頂いておりますのでよろしくお願いします。 

●議長（辰田直久） 他にありませんか。 

●宮田議員（宮田博） ６番 

●議長（辰田直久） ６番、宮田議員 

●宮田議員（宮田博） えーと１５ページの、顔認証導入システム費、１４万６千円とありま

すが、どの様なものなのか、このシステム自体にすりゃあ非常に安価な様に思いますし、

どの様なものでどう言うふうに使うのかご説明を。 

●種町民課長（種文昭） 議長、番外 

●議長（辰田直久） 種町民課長 

●種町民課長（種文昭） 顔認証システムでございますが、個人番号カードの申請をされて、

個人番号カードに顔写真がついたものが役場のほうに来ます。それで、ご本人が窓口に来

られまして、それで、個人番号カードの写真と、ご本人の、お顔が同一と確認できない場

合に、パソコンを利用致しまして、そのシステムによりまして同一の方であるかという判

断を致します。それであの安価と言われましたけれども、これはカメラとスキャナーの価

格でございまして、パソコンはあの、役場で保管しているものを使うということにしてお

ります。 

●議長（辰田直久） よろしいですか、はい、他にありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようでございますので、議案第９３号の質疑を終わります。続きま



して、議案第９４号に対する質疑に入ります。本件の質疑につきましても、歳入、歳出全

般にわたって行います。あらかじめページ数を示して、これを行っていただきますようお

願いをいたします。質疑はありませんか。ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第９４号の質疑を終わります。続きまして、議

案第９５号に対する質疑に入ります。本件の質疑につきましても、歳入、歳出全般にわた

って行います。あらかじめページ数を示して、これを行っていただきますようお願いをい

たします。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第９５号の質疑を終わります。続きまして、議

案第９６号に対する質疑に入ります。本件の質疑につきましても、歳入、歳出全般にわた

って行います。あらかじめページ数を示して、これを行っていただきますようお願いいた

します。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第９６号の質疑を終わります。続きまして、議

案第９７号に対する質疑に入ります。本件の質疑につきましても、歳入、歳出全般にわた

って行います。あらかじめページ数を示して、これを行っていただきますようお願いをい

たします。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第９７号の質疑を終わります。続きまして、議

案第９８号に対する質疑に入ります。本件の質疑につきましても、歳入、歳出全般にわた

って行います。あらかじめページ数を示して、これを行っていただきますようお願いをい

たします。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第９８号の質疑を終わります。以上で、議案第

８９号から議案第９８号までの質疑はすべて終了いたしました。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

散会宣告 

 

●議長（辰田直久） 以上で、本日の日程はすべて議了(ぎりょう)いたしました。本日はこれ

にて散会といたします。ご苦労さまでした。 

 

―― 午前９時４６分 散会 ―― 
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