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平成３１年第２回邑南町議会定例会（第５日目）会議録 
１．招集年月日   平成３１年３月４日（平成３１年２月２０日告示） 

２．招集の場所    邑南町役場  議場 
３．開   会     平成３１年３月１５日（金） 午後１時１５分 
                      閉会  午後１時５１分 
４．応招議員  
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均  ３番 平野 一成  ４番 和田 文雄 
  ５番 宮田 博  ６番 漆谷 光夫  ７番 大屋 光宏  ８番 中村 昌史 
９番 日野原 利郎 １０番 清水 優文 １１番 辰田 直久 １２番 亀山 和巳 

１３番  石橋 純二 １４番 三上 徹 １５番 山中 康樹   
５．不応招議員  なし 
６．出席議員  １５名 
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均  ３番 平野 一成  ４番 和田 文雄 
  ５番 宮田 博  ６番 漆谷 光夫  ７番 大屋 光宏  ８番 中村 昌史 

９番 日野原 利郎 １０番 清水 優文 １１番 辰田 直久 １２番 亀山 和巳 

１３番 石橋 純二 １４番 三上 徹 １５番 山中 康樹   

７．欠席議員   ０名 
 議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名 
        
８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

職 名 氏  名 職 名 氏  名 職 名 氏  名 
町  長 石橋 良治 副 町 長 日高 輝和 総務課長 服部  導士 
管財課長 朝田 誠司 定住促進課長 三上 直樹 企画財政課長 柳川 修司 
町民課長 種 由美 税務課長 種 文昭 福祉課長 沖 幹雄 

農林振興課長 植田 弘和 商工観光課長 日高 始 建設課長 土﨑 由文 
水道課長 川中 栄二 保健課長 口羽 正彦 会計課長 渡邊 庸子 

羽須美支所長 服部 勲 瑞穂支所長 川信 学   
教 育 長 土居 達也 学校教育課長 洲濵 浩敏 生涯学習課長 大橋 覚 

監査委員 森脇 義博 農業委員会長 田中 正規   

９．本会議に職務のため出席した者の氏名 
    議会事務局長 大賀 定  事務局統括課長補佐 日高 泉 
１０．町長提出議案の題目  別紙のとおり 
１１．会議録署名議員の氏名 
  議席 氏 名 議席 氏 名 

２番 瀧田 均 ３番 平野 一成 

１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。 
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平成３１年第２回邑南町議会定例会議事日程（第５号） 
 

平成３１年３月１５日（金）午後１時１５分開議  
 
 
 開議宣告 
 
  議事日程の報告 
 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
 
日程第２ 議案の討論、採決 
 

議案第 ４ 号 指定管理者の指定について（邑南町青少年旅行村） 
 
議案第 ５ 号 指定管理者の指定について（邑南町集団宿泊研修施設） 
 
議案第 ６ 号 指定管理者の指定について（邑南町ほたるの館） 
 
議案第 ７ 号 指定管理者の指定について（はすみ交流センターほか） 
 
議案第 ８ 号 指定管理者の指定について（邑南町観光案内所ほか） 
  
議案第 ９ 号 指定管理者の指定について（邑南町農作業準備休憩施設） 
 
議案第１０号 指定管理者の指定について（邑南町婦人若者等活動促進施設） 
 
議案第１１号 指定管理者の指定について（邑南町猪肉加工場） 
 
議案第１２号 邑南町課設置条例の一部改正について 
 
議案第１３号 邑南町個人情報保護条例の一部改正について 
 
議案第１４号 邑南町職員定数条例の一部改正について 
 
議案第１５号 邑南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 
 
議案第１６号 邑南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改

正について 
 
議案第１７号 邑南町情報通信施設条例の一部改正について 
 
議案第１８号 邑南町町営バス条例の一部改正について 
 
議案第１９号 邑南町税条例の一部改正について 
 
議案第２０号 邑南町国民健康保険直営診療所条例の一部改正について 
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議案第２１号 いわみ温泉活用施設条例の一部改正について 
 
議案第２２号 邑南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 
 
議案第２３号 邑南町高齢者等介護予防生活支援事業費用徴収条例の一部改正につい          
       て 
 
議案第２４号 邑南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 
 
議案第２５号 邑南町医療福祉従事者確保奨学基金条例の一部改正について 
 
議案第２６号 邑南町水道布設工事等に関する基準を定める条例の一部改正について 
 
議案第２７号 邑南町立体育館条例の一部改正について 
 
議案第２８号 消費税法等の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 
 
議案第２９号 邑南町債権管理条例の制定について 
 
議案第３０号 邑南町債権管理条例の制定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて 
 
議案第３１号 邑南町森林環境保全対策基金条例の制定について 
 
議案第３２号 邑南町第２次総合振興計画の一部変更について 
 
議案第３３号 邑南町過疎地域自立促進計画の一部変更について 
 
議案第３４号 邑南町地域保健福祉計画の一部変更について 
 
議案第３５号 平成３０年度邑南町一般会計補正予算第１０号について 
 
議案第３６号 平成３０年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第５号につい          
       て 
 
議案第３７号 平成３０年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第６

号について 
 
議案第３８号 平成３０年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第３号につい

て 
 
議案第３９号 平成３０年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第４号について 
 
議案第４０号 平成３０年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第３号について 
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議案第４１号 平成３０年度邑南町水道事業会計補正予算第１号について 
 
議案第４２号 平成３１年度邑南町一般会計予算について 
 
議案第４３号 平成３１年度邑南町国民健康保険事業特別会計予算について 
 
議案第４４号 平成３１年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計予算につい          
       て 
 
議案第４５号 平成３１年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計予算について 
 
議案第４６号 平成３１年度邑南町下水道事業特別会計予算について 
 
議案第４７号 平成３１年度邑南町電気通信事業特別会計予算について 
 
議案第４８号 平成３１年度邑南町水道事業会計予算について 

 
日程第３ 閉会中の継続調査の付託 
 
日程第４ 議員派遣 
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平成３１年第２回邑南町議会定例会追加議事日程（第５号の追加） 

 
平成３１年３月１５日（金）  

 
 
追加日程第１ 委員会提出議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
 

発委第 １ 号 邑南町議会委員会条例の一部改正について 
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平成３１年第２回 邑南町議会 定例会（第５日目）会議録 
【平成３１年３月１５日（金）】 
―― 午後１時１５分 開議 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
開議宣告 

●山中議長（山中康樹） 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をしたとおりでございます。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
●山中議長（山中康樹） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。２番 、瀧田議員。 

３番、平野議員。お願いをいたします。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 議案の討論・採決 
●山中議長（山中康樹） 日程第２、議案の討論、採決。これより、議案第４号から議案第４８ 
号までの討論、採決に入ります。討論は、反対討論から始め、賛成討論、反対討論と交互に

行います。はじめに、議案第４号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

４号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第４号、指定管理者の 

指定につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第５号に対する討論に入ります。はじめに、反対討 

論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

５号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第５号、指定管理者の 

指定につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第６号に対する討論に入ります。ここで、地方自 

治法第１１７条の規定により、石橋議員の退場を求めます。 

（石橋議員退場） 

●山中議長（山中康樹） 議案第６号に対する反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

 
●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 
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６号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第６号、指定管理者の 

指定につきましては、原案のとおり決定をいたしました。ここで、退場されております、石 

橋議員の入場を求めます。 

                  （石橋議員入場） 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第７号に対する討論に入ります。ここで、地方自 

治法第１１７条の規定により、中村議員の退場を求めます。 

（中村議員退場） 

●山中議長（山中康樹） 議案第７号に対する反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

７号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第７号、指定管理者の 

指定につきましては、原案のとおり決定をいたしました。ここで、退場されております、中 

村議員の入場を求めます。 

（中村議員入場） 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第８号に対する討論に入ります。はじめに、反対 

討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

８号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第８号、指定管理者の 

指定につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第９号に対する討論に入ります。ここで、地方自 

治法第１１７条の規定により、三上議員の退場を求めます。 

（三上議員退場） 

●山中議長（山中康樹） 議案第９号に対する反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

９号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第９号、指定管理者の 

指定につきましては、原案のとおり決定をいたしました。ここで、退場されております、三 

上議員の入場を求めます。 

（三上議員入場） 
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●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第１０号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

１０号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第１０号、指定管理者 

の指定につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第１１号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

１１号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第１１号、指定管理者 

の指定につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第１２号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

１２号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第１２号、邑南町課設 

置条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第１３号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

１３号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第１３号、邑南町個人 

情報保護条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第１４号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
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（「ありません」の声あり） 
●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

１４号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第１４号、邑南町職員 

定数条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第１５号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

１５号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第１５号、邑南町職員 

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしま 

した。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第１６号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

１６号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第１６号、邑南町特別 

職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する、給与及び旅費に関する条例の一部改正につ 

きましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第１７号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

１７号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第１７号、邑南町情報 

通信施設条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第１８号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 
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１８号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第１８号、邑南町町営 
バス条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第１９号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

１９号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第１９号、邑南町税条 
例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第２０号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

２０号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第２０号、邑南町国民 

健康保険直営診療所条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第２１号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

２１号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第２１号、いわみ温泉 

活用施設条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第２２号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

２２号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第２２号、邑南町災害弔慰金の支 
給等に関する条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 
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●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第２３号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

２３号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第２３号、邑南町高齢 
者等介護予防生活支援事業費用徴収条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をい 

たしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第２４号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

２４号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第２４号、邑南町放課後児童健全 

育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、原案のとお

り決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第２５号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

２５号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第２５号、邑南町医療福祉従事者 

確保奨学金、奨学基金の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第２６号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

２６号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第２６号、邑南町水道 

布設工事等に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいた 

しました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第２７号に対する討論に入ります。はじめに、反 
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対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

２７号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第２７号、邑南町立体 

育館条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第２８号に対する討論に入ります。はじめに、反

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

２８号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第２８号、消費税法等 

の改正に伴う関連条例の、関係条例の設備に関する条例のせい、関係条例の、整備につきま 

しては、原案のとおり決定をいたしました。 

（議事中断） 

●山中議長（山中康樹） はい、したがって、議案第２８号、消費税、消費税法等の改正に伴う 

関係条例の整備に関する条例の制定につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第２９号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

２９号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第２９号、邑南町債権管理条例の 

制定につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第３０号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

３０号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第３０号、邑南町債権管理条例の 

制定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきましては、原案のとおり決定をいたし 
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ました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第３１号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

３１号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第３１号、邑南町森林環境保、邑 

南町森林環境保全対策基金条例の制定につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第３２号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

３２号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第３２号、邑南町第２ 

次総合振興計画の一部変更につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第３３号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

３３号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第３３号、邑南町過疎地域自立 

促進計画の一部変更につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第３４号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

３４号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第３４号、邑南町地域 

保健福祉計画の一部変更につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第３５号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 
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●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

３５号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第３５号、平成３０年度邑南町 

一般会計補正予算第１０号につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第３６号に対する討論に入ります。はじめに、反

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案、 

議案第３６号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第３６号、平成３０年度邑南町 

国民健康保険事業特別会計補正予算第５号につきましては、原案のとおり決定をいたしまし

た。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第３７号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

３７号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第３７号、平成３０年 

度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第６号につきましては、原案のとお 

り決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第３８号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

３８号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第３８号、平成３０年 

度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第３号につきましては、原案のとおり決定を 

いたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第３９号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
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（「ありません」の声あり） 
●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

３９号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第３９号、平成３０年 

度邑南町下水道事業特別会計補正予算第４号につきましては、原案のとおり決定をいたしま 

した。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第４０号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

４０号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第４０号、平成３０年 

度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第３号につきましては、原案のとおり決定をいたし 

ました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第４１号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

４１号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第４１号、平成３０年度邑南町 

水道事業会計補正予算第１号につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第４２号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●清水議員（清水優文） １０番。 

●山中議長（山中康樹） １０番、清水議員。 

●清水議員（清水優文） １０番、清水でございます。平成３１年度一般会計予算案について、 

賛成の立場で討論をいたします。予算編成のテーマは、つなげ、民の力へとし、重点施策及

び行財政改善計画の着実な実行を目指しての予算編成とのことでした。そこで、いわみスタ

ジアムに設置してあるスコアボードが、故障により使用できない状態で、各種大会に支障を

来してきました。矢上高校野球部後援会、中体連、スポーツ少年団、邑南町軟式野球連盟等、

７団体より要望書が提出されていました。今予算には、スコアボードが修復できないと判断

され、新しいスコアボードを設置するため６，６００万あまりの予算が計上されており、大

変喜んでおるところです。より多く使用している矢上高校野球部には、昨年、県大会ベスト

４の進出により、甲子園出場の強豪校、広島商業、石見智翠館高校、大社高校、浜田高校を
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はじめ交流試合の申込みが多く有り、修復していただくことを熱望していました。野球部の

保護者をはじめ、地域の高校野球ファン、相手チームの保護者等、多くの観覧者もおられ、

町の活性化の一翼を担っております。早期に着工していただくことを期待し、賛成討論とい

たします。議員諸氏の賛同をよろしくお願いいたします。以上。 

●山中議長（山中康樹） 反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようでございますので、討論を終わり、これより採決に入ります。 

議案第４２号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第４２号、平成３１年 

度邑南町一般会計予算につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第４３号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

４３号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第４３号、平成３１年 

度邑南町国民健康保険事業特別会計予算につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第４４号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

４４号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第４４号、平成３１年 

度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計予算につきましては、原案のとおり決定をい 

たしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第４５号に対する討論に入ります。はじめに、反

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

４５号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第４５号、平成３１年度邑南町後 
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期高齢者医療事業特別会、特別会計予算につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第４６号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

４６号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第４６号、平成３１年度邑南町下 

水道事業特別会計予算につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第４７号に、４７号に対する討論に入ります。は 

じめに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

４７号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第４７号、平成３１年 

度邑南町電気通信事業特別会計予算につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第４８号に対する討論に入ります。はじめに、反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

４８号に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第４８号、平成３１年 

度邑南町水道事業会計予算につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） ここで、暫時休憩といたしますので、そのままでお待ちください。 

        （追加議事日程を配布） 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
追加日程第１ 委員会提出議案の上程・説明・質疑・討論・採決 

●山中議長（山中康樹） 再開いたします。ただいま、議会運営委員長から、発委第１号、邑 

南町議会委員会条例の一部改正についてが提出をされました。お諮りをいたします。発委

第１号、邑南町議会委員会条例の一部改正についてを日程に追加し、追加日程第１として、

日程の順序を変更し、ただちに議案にしたいと思いますが、これにご異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、発委第１号、邑南町議会委員会 

条例の一部改正についてを日程に追加し、追加日程第１とし、日程の順序を変更し、ただ 

ちに議案とすることに決定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第１、委員会提出議案の上程、説明、質疑、討論、採決に 
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入ります。発委第１号、邑南町議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。       

提出者からの趣旨説明を求めます。 

●大屋議会運営委員長（大屋光宏） はい。 

●山中議長（山中康樹） 大屋議会運営委員会委員長。 

（委員長登壇） 

●大屋議会運営委員長（大屋光宏） 発委第１号につきまして、説明をいたします。発委第１号、 

平成３１年３月１５日、邑南町議会議長、山中康樹様、提出者、議会運営員会委員長、大屋 

光宏。邑南町議会委員、委員会条例の一部改正について。上記の議案を別紙のとおり、地方

自治法第１０９条第６項及び第７項、並びに会議規則第１３条第３項の規定により、提出い

たします。新旧対照表をご覧ください。先ほど、邑南町課設置条例が改正されました。それ

に伴いまして、総務教、総務教民常任委員会、並びに産業建設常任委員会の所管について整

理を行うものです。えぇと、総務教民常任委員会につきましては、企画財政課が、名称が変

わりましたので、財務課として総務教民常任委員会の所管とし、産業建設常任委員会につき

ましては、えぇと、財務課を削除し、定住促進課を地域みらい課とし、あぁ、すみません。

税務課を、えぇ、定住促進課が地域みらい課に名称が変わりましたので、産業建設常任委員

会の所管とし、・税務課を削除するものです。併せまして、細かいことではございますが、

現行の定住促進課の前の、あのぉ、課の区切りが句読点を使っておりましたので、・に併せ

て改正をするものです。戻っていただきまして、附則として、この条例は平成３１年４月１

日から施行するとなっております。よろしくお願いいたします。以上です。 
●山中議長（山中康樹） 山中議長（山中康樹） 以上で、提出者からの説明は終了いたしま 

した。これより、発委第１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） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、発委第１号に対する質疑を終わります。 

（委員長降壇） 

●山中議長（山中康樹） これより、討論に入ります。討論は、反対討論からはじめ、賛成討論、 

反対討論と交互に行います。はじめに、発委第１号に対する反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。発委第 

１号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、発委第１号、邑南町議会委 

 会条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第３ 閉会中の継続調査の付託 

●山中議長（山中康樹） 日程第３、閉会中の継続、調査の付託について、を議題といたします。 

各員長よりお手元に配付しておりますとおり、閉会中の継続、調査の申し出がありました。

お諮りをいたします。各委員長の申して、申し出のとおり、これを閉会中の継続、調査に付

することに、ご異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、各委員長の申し出のとおり、これ

を閉会中の継続、調査に付することに決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
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日程第４ 議員派遣について 
●山中議長（山中康樹） 日程第４、議員派遣について、を議題といたします。お諮りをいたし 

ます。邑南町議会会議規則第１２６条の規定により、お手元に配布のとおり、議員を派遣し

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） 

●山中議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣につきましては、お手元 

に配布のとおり、議員を派遣することに決定をいたしました。 
～～～～～～～○～～～～～～～ 

閉会宣告 
●山中議長（山中康樹） 以上で、本定例会に付議されました案件は、全て議了をいたしました。

お諮りをいたします。本定例会に付議されました案件は、全て議了いたしましたので、本日

をもって閉会したいと思います。これに、ご異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日をもって閉会する 

ことに決定をいたしました。以上をもちまして、本日の会議を閉じます。これをもちまして、

平成３１年第２回邑南町議会定例会を閉会といたします。ありがとうございました。 
―― 午後１時５１分 閉会 ―― 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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