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平成２９年第２回（６月）日置市議会臨時会 

 

１．会期日程 

月  日 曜 会  議  別 摘        要 

 ６月 ５日 月 本  会  議 開 会 

 

２．付議事件 

   議案番号            事     件     名 

  報告第 ２号 平成２８年度日置市継続費繰越計算書の報告について 

  報告第 ３号 平成２８年度日置市繰越明許費繰越計算書の報告について 

  報告第 ４号 平成２８年度日置市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

  同意第 １号 日置市教育長の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第 ２号 日置市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第 ３号 日置市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

  同意第 ４号 日置市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

  同意第 ５号 日置市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

  同意第 ６号 日置市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

  同意第 ７号 日置市固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることについて 

  同意第 ８号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第 ９号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第１０号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第１１号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第１２号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第１３号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第１４号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第１５号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第１６号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第１７号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第１８号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第１９号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第２０号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 
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  同意第２１号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第２２号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第２３号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第２４号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第２５号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第２６号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

  同意第２７号 日置市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

  同意第２８号 日置市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

  承認第 １号 専決処分（日置市税条例の一部改正）につき承認を求めることについて 

  承認第 ２号 専決処分（日置市国民健康保険税条例の一部改正）につき承認を求めることについて 

  承認第 ３号 専決処分（平成２８年度日置市一般会計補正予算（第１３号））につき承認を求めるこ

とについて 

  承認第 ４号 専決処分（平成２８年度日置市介護保険特別会計補正予算（第４号））につき承認を求

めることについて 

  承認第 ５号 専決処分（平成２９年度日置市一般会計補正予算（第１号））につき承認を求めること

について 

 



 

 

 

 

 

 

 

第 １ 号 （ ６ 月 ５ 日） 
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議事日程（第１号） 

 日 程               事     件     名 

日程第 １ 仮議席の指定について 

日程第 ２ 議長の選挙について 

日程第 ３ 議席の指定について 

日程第 ４ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ５ 会期の決定について 

日程第 ６ 副議長の選挙について 

日程第 ７ 常任委員会委員の選任について 

日程第 ８ 議会運営委員会委員の選任について 

日程第 ９ 報告第 ２号 平成２８年度日置市継続費繰越計算書の報告について 

日程第１０ 報告第 ３号 平成２８年度日置市繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第１１ 報告第 ４号 平成２８年度日置市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

日程第１２ 同意第 １号 日置市教育長の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第１３ 同意第 ２号 日置市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第１４ 同意第 ３号 日置市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることにつ

いて 

日程第１５ 同意第 ４号 日置市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることにつ

いて 

日程第１６ 同意第 ５号 日置市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることにつ

いて 

日程第１７ 同意第 ６号 日置市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることにつ

いて 

日程第１８ 同意第 ７号 日置市固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第１９ 同意第 ８号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第２０ 同意第 ９号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第２１ 同意第１０号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第２２ 同意第１１号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第２３ 同意第１２号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第２４ 同意第１３号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第２５ 同意第１４号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第２６ 同意第１５号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 
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日程第２７ 同意第１６号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第２８ 同意第１７号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第２９ 同意第１８号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第３０ 同意第１９号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第３１ 同意第２０号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第３２ 同意第２１号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第３３ 同意第２２号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第３４ 同意第２３号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第３５ 同意第２４号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第３６ 同意第２５号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第３７ 同意第２６号 日置市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

日程第３８ 同意第２７号 日置市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第３９ 同意第２８号 日置市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第４０ 承認第 １号 専決処分（日置市税条例の一部改正）につき承認を求めることについて 

日程第４１ 承認第 ２号 専決処分（日置市国民健康保険税条例の一部改正）につき承認を求めることに

ついて 

日程第４２ 承認第 ３号 専決処分（平成２８年度日置市一般会計補正予算（第１３号））につき承認を

求めることについて 

日程第４３ 承認第 ４号 専決処分（平成２８年度日置市介護保険特別会計補正予算（第４号））につき

承認を求めることについて 

日程第４４ 承認第 ５号 専決処分（平成２９年度日置市一般会計補正予算（第１号））につき承認を求

めることについて 
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午前10時00分開会 

○事務局長（上園博文君）   

 一同、礼。ご着席願います。 

 皆さま、おはようございます。事務局長の

上園でございます。 

 本臨時会は、一般選挙後の初めての議会で

ございますので、議長が選挙されるまでの間、

地方自治法第１０７条の規定によりまして、

出席議員の中で年長の議員が臨時の議長の職

務を行うことになっております。ご出席の議

員中、田畑純二議員が年長の議員でございま

すので、ご紹介を申し上げます。議長席のほ

うにご着席をお願いいたします。 

〔臨時議長着席〕 

○臨時議長（田畑純二君）   

 皆さんおはようございます。ただいま紹介

をいただきました田畑純二でございます。 

 地方自治法第１０７条の規定によりまして、

臨時議長の職務を行います。どうぞ、皆さん

のご協力をよろしくお願いします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △開  会 

○臨時議長（田畑純二君）   

 ただいまから、平成２９年第２回日置市議

会臨時会を開会します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △開  議 

○臨時議長（田畑純二君）   

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付してあります

議事日程によって進めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１ 仮議席の指定について 

○臨時議長（田畑純二君）   

 日程第１、仮議席の指定についてでありま

すが、仮議席は、ただいま着席の議席といた

します。 

 ここで、臨時会開会に当たり、宮路高光市

長より発言を求められていますので、これを

許可します。 

〔市長宮路高光君登壇〕 

○市長（宮路高光君）   

 皆様、おはようございます。 

 平成２９年度第２回日置市臨時議会の開会

に当たり、ご挨拶申し上げます。 

 初めに、議員各位におかれましては、去る

５月２１日に執行されました日置市議会議員

選挙におきまして、市民の絶大なる支持と大

きな期待を担われ当選されました。ここに改

めて、皆様に深甚なる敬意を表しお祝い申し

上げます。おめでとうございます。 

 在任期中は日置市の市政発展と市民福祉の

向上に特段のご活躍を期待申し上げる次第で

ございます。本日は議会におかれまして、早

速、議長、副議長の選任を初め、各常任委員

会委員や議会運営委員会委員の選任など、議

会構成にあたられることになりますが、今後、

本市の重要な政策や課題に対しまして、積極

的なご審議をいただきますようお願い申し上

げます。 

 さて、私ごとでございますけれど、このた

び平成２９年５月２１日に執行されました日

置市市長選挙におきまして、引き続き４期目

の市政を担うことになりました。まことに光

栄に存じますとともに、改めてその責任の重

さをかみしめ、身の引き締まる思いでござい

ます。 

 市民の皆様方からいただきました大きな信

頼と期待に応えるために、誠心・誠意を全力

で尽くしてまいりたいと思っております。今

後の市政の所信表明及び政策的な実施内容に

つきましては、次の定例会におきまして申し

述べたいと思っております。議員各位のご理

解とご協力を賜りますよう切にお願いを申し

上げまして、平成２９年日置市臨時議会に当

たりましての市長挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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  △日程第２ 議長の選挙について 

○臨時議長（田畑純二君）   

 日程第２、議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○臨時議長（田畑純二君）   

 ただいまの出席議員は２２人です。 

 投票用紙を配付いたします。 

〔投票用紙配付〕 

○臨時議長（田畑純二君）   

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（田畑純二君）   

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○臨時議長（田畑純二君）   

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 念のためために申し上げます。投票は単記

無記名です。投票用紙に被選挙人の名前を記

載の上、点呼に応じて投票を行います。 

 事務局長が議席番号と氏名を呼びますので、

順次投票を願います。 

〔議員投票〕 

○臨時議長（田畑純二君）   

 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（田畑純二君）   

 投票漏れなしと認めます。 

 これで投票を終了いたします。 

 議場を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○臨時議長（田畑純二君）   

 開票を行います。会議規則第３１条第２項

の規定により、開票立会人に桃北勇一君、佐

多申至君を指名します。 

 開票の立会いをお願いします。 

〔開票〕 

○臨時議長（田畑純二君）   

 選挙の結果を報告します。 

 投票総数２２票、これは、先ほどの出席議

員数に符合しています。そのうち有効投票

２１票、無効投票１票です。有効投票中、並

松安文君１４票、漆島政人君５票、田畑純二

２票、以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は６票です。よって、

並松安文君が議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選された並松安文君が議

場におられますので、本席から、会議規則第

３２条第２項の規定により、当選の旨を告知

いたします。 

 当選されました並松安文君は登壇して、議

長当選のご挨拶をお願いします。 

〔並松安文議長登壇〕 

○仮議席１８番（並松安文君）   

 皆さんおはようございます。ただいまご指

名いただきました並松安文でございます。 

 まず、この皆さんの指名されましたお礼を

申し上げたいと思います。本当にありがとう

ございました。 

 私は先ほど全協のときに表明をさせていた

だきました。そのときに、今回、９名の方が

選挙で入れかわりました。約４０数％の方が

入れかわり、また、これから次の４年のとき

に出やすい議会をしないといけないというこ

とで、皆さんに協力をお願いしました。 

 これから我々議会は、執行部に対しまして

チェック、そして、また政策提言ということ

が我々の目標でございます。２２名一緒にな

って、この意見をまとめながら私はその代表

といいますか、まとめ役ということで執行部

のほうへ意見を申したいと思っております。 

 これから２年間ですが、私も一所懸命頑張

りますので、皆さんの協力をひとつよろしく

お願いします。 

 本日はありがとうございました。 
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○臨時議長（田畑純二君）   

 以上をもちまして、臨時議長の職務を終了

いたしました。皆様、ご協力ありがとうござ

いました。議長を交代します。議長は、議長

席にご着席をお願いします。 

 ここでしばらく休憩いたします。休息の時

間を５分とし、次の開議を１０時２５分とい

たします。 

〔臨時議長退席、議長着席〕 

午前10時19分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前10時25分開議 

○議長（並松安文君）   

 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 

  △日程第３ 議席の指定について 

○議長（並松安文君）   

 日程第３、議席の指定についてを議題とし

ます。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定によ

り、議長において指定します。 

 議席は、ただいま着席のとおり指定します

が、議長選挙に伴い、議長の議席を 終番と

するために、大園貴文君を１８番、漆間政人

君を１９番、田畑純二君を２０番、池満渉君

を２１番、そして私、並松安文を２２番に変

項します。 

 ここでしばらく休憩します。 

午前10時25分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前10時27分開議 

○議長（並松安文君）   

 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 

  △日程第４ 会議録署名議員の指名につ

いて 

○議長（並松安文君）   

 日程第４、会議録署名議員の指名について

を議題とします。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規

定によって、桃北勇一君、佐多申至君を指名

します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第５ 会期の決定について 

○議長（並松安文君）   

 日程第５、会期の決定のついてを議題とし

ます。 

 お諮りします。本臨時会の会議は、本日

６月５日、１日限りとしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、会期は

本日６月５日、１日限りと決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第６ 副議長の選挙について 

○議長（並松安文君）   

 日程第６、副議長の選挙についてを議題と

します。 

 この選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（並松安文君）   

 ただいまの出席議員数は２２名です。 

 投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（並松安文君）  投票用紙の配付漏れ

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 投票用紙の漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（並松安文君）   

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。念のため申

し上げます。投票は単記無記名です。投票用

紙に被選挙人の名前を記載の上、点呼に応じ
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て投票を行います。 

 事務局長が議席番号と氏名を読みますので、

順次、投票をお願いします。 

〔議員投票〕 

○議長（並松安文君）   

 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 投票漏れなしと認めます。投票を終了いた

します。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（並松安文君）   

 開票を行います。会議規則第３１条第２項

の規定により、開票立会人に、是枝みゆきさ

ん、冨迫克彦君を指名します。 

〔開票〕 

○議長（並松安文君）   

 投票結果を報告します。 

 投票総数２２票、これは先ほどの出席議員

数に符合します。 

 そのうち、有効投票２１票、無効投票１票

です。有効投票中、池満渉君１１票、大園貴

文君１０票、以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は６票です。よって、

池満渉君が副議長に当選されました。 

 副議長に当選された池満渉君が議場におら

れますので、本席から会議規則第３２条第

２項の規定により当選の旨を告知いたします。 

 当選されました池満渉君は登壇して、副議

長当選のご挨拶をお願いします。 

〔池満 渉副議長登壇〕 

○２１番（池満 渉君）   

 ただいま副議長にご推挙当選をさせていた

だきました。本当にありがとうございました。

これから本当に立候補をしたい、私たちも議

員になりたいと言われるような、そんな活動

が議会議員がしっかりできるように、皆さん

と一緒に頑張っていきたいと思います。 

 議員が誇りを持って仕事ができるように、

市民のために頑張ってまいります。議長を補

佐しながら、皆さんとともに新しい、いい議

会をつくりたいと思います。 

 ありがとうございました。よろしくお願い

します。 

○議長（並松安文君）   

 以上で、副議長の選挙を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第７ 常任委員会委員の選任につ

いて 

○議長（並松安文君）   

 日程第７、常任委員会委員の選任について

を議題とします。 

 委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、議長が指名することと

なっております。 

 それでは指名します。 

 総務企画常任委員会は、佐多申至君、山口

政夫君、中村尉司君、下御領昭博君、山口初

美さん、門松慶一君、田畑純二君、池満渉君。 

 次に、文教厚生常任委員会は、冨迫克彦君、

樹治美君、橋口正人君、黒田澄子さん、西薗

典子さん、坂口洋之君、並松安文。 

 次に、産業建設常任委員会は、桃北勇一君、

是枝みゆきさん、重留健朗君、福元悟君、留

盛浩一郎君、大園貴文君、漆島政人君。 

 以上、指名します。 

 常任委員会の委員長及び副委員長について

は、委員会条例第９条第２項の規定により、

委員会において互選とするとなっております。 

 また、条例第１０条第１項の規定により、

委員長及び副委員長がともにいないときは、

議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、

委員長の互選を行わせるとなっております。 

 ここでしばらく休憩し、その間、それぞれ

の常任委員会を開催していただき、正、副委

員長の互選をお願いします。 

 各常任委員会は、第１委員会室で総務企画



- 11 - 

常任委員会、第２委員会室で文教厚生常任委

員会、第３委員会室で産業建設常任委員会を

開会願います。 

 しばらく休憩いたします。 

午前10時44分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時04分開議 

○議長（並松安文君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩中に各委員会から委員長、副委員長の

互選結果について議長に報告がありましたの

で、これを報告いたします。 

 総務企画常任委員会委員長、下御領昭博君、

副委員長、山口初美さん、文教厚生常任委員

会委員長、黒田澄子さん、副委員長、坂口洋

之君、産業建設常任委員会委員長、留盛浩一

郎君、副委員長、福元悟君、以上報告いたし

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第８ 議会運営委員会委員の選任

について 

○議長（並松安文君）   

 日程第８、議会運営委員会委員の選任につ

いてを議題とします。 

 委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、議長が指名することと

なっております。 

 それでは指名します。 

 下御領昭博君、門松慶一君、黒田澄子さん、

坂口洋之君、留盛浩一郎君、漆島政人君、以

上を指名します。 

 議会運営委員会の委員長及び副委員長につ

いて、委員会条例外９条第２項の規定により、

委員会において互選するとなっております。 

 また、同条例第１０条第１項の規定により、

委員長及び副委員長がともにいないときは、

議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、

委員長の互選を行わせるとなっております。 

 ここでしばらく休憩し、その間、委員会を

開催していただき、正、副委員長の互選をお

願いします。議会運営委員会は議会応接室に

お集まりください。 

 それでは、しばらく休憩いします。 

午前11時20分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後１時00分開議 

○議長（並松安文君）   

 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 

  △日程第９ 報告第２号平成２８年度日

置市継続費繰越計算書の報

告について 

  △日程第１０ 報告第３号平成２８年度

日置市繰越明許費繰越計

算書の報告について 

  △日程第１１ 報告第４号平成２８年度

日置市水道事業会計予算

繰越計算書の報告につい

て 

○議長（並松安文君）   

 日程第９、報告第２号平成２８年度日置市

継続費繰越計算書の報告についてから、日程

第１１、報告第４号平成２８年度日置市水道

事業会計予算繰越計算書の報告についてまで

の３件を一括議題とします。 

 ３件について市長の説明を求めます。 

〔市長宮路高光君登壇〕 

○市長（宮路高光君）   

 報告第２号は、平成２８年度日置市継続費

繰越計算書の報告についてであります。 

 平成２８年度日置市継続費繰越計算書を地

方自治法施行令第１４５条第１項の規定によ

り報告するものであります。 

 平成２８年度において年度内にその支出を

終わらない見込みのあるものについては、逓

次繰り越しにより歳出予算の経費を平成

２９年度へ繰り越しました。 

 一般会計の土木費の都市計画費で、伊集院
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駅周辺整備事業１億４,３５３万円１,０００円、

消防費で、防災行政無線整備事業７２６万

６,０００円、教育費の小学校費で、伊作小

学校校舎改築事業２,３３６万２,０００円、

伊集院北小学校校舎改築事業１億６,９５２万

４,０００円を繰り越したものであります。 

 次に、報告第３号は、平成２８年度日置市

繰越明許費繰越計算書の報告についてであり

ます。 

 平成２８年度日置市繰越明許費繰越計算書

を地方自治法施行令第１４６条第２項の規定

により報告するものであります。 

 平成２８年度において年度内にその支出を

終わらない見込みのあるものについて、繰越

明許費により歳出予算の経費を平成２９年度

へ繰り越したものであります。その概要につ

いては、平成２８年度の国の補正予算に伴う

事業や道整備交付金事業、土地区画整理事業

などについて所要の手続きを行いました。 

 一般会計の総務費の総務管理費で、吹上支

所庁舎整備事業１,２２５万８,０００円、東

市来駅バリアフリー化事業１億２,７３２万

円、戸籍住民基本台帳費で、個人番号カード

事業費３８４万５,０００円、民生費の児童

福祉費で、保育所等整備事業費２億２,４３７万

円、衛生費の保健衛生で、浄化槽設置整備事

業費４,５５４万４,０００円、清掃費で、海

岸漂着物地域対策推進事業５３７万４,０００円、

農林水産業費の農業費で新産業創出支援事業

費 ５ , ０ ０ ０ 万 円 、 住 環 境 整 備 事 業 費

１,２５５万６,０００円、農業基盤整備促進

事業費３,８１１万円、農地耕作条件改善事

業費８,１５７万６,０００円、基盤促進事業

費１,６８０万２,０００円。 

 林業費で、県単補助治山事業費４９８万円、

県単林道事業費８２５万２,０００円、水産

業で、吹上浜漁港管理費７８４万４,０００円、

土木費の道路橋りょう費で、一般道路整備事

業費１,１８７万８,０００円、道整備交付金

事業３億７,７４９万５,０００円、過疎対策

事業７７６万円、活力創出基盤整備事業費

１億１,３０３万６,０００円、通学路交通安

全事業費１,０５４万６,０００円、橋梁修繕

事業費２,０５３万４,０００円、防災安全交

付金事業費３,６２６万９,０００円、河川費

で、河川維持管理費５６４万円、河川等災害

関連事業費１,６９２万６,０００円、都市計

画費で、都市計画整理事業の湯之元第一地区

で交付金事業費２億９,４６６万３,０００円、

公園管理費で２,００７万円、公園整備事業

費で５,２１４万１,０００円。 

 住 宅 費 で 、 公 営 住 宅 建 設 事 業 費 １ 億

８,０５４万円、教育費の保健体育費で日吉

運動公園管理運営費１,３４８万４,０００円、

災害復旧費の農林水産施設災害復旧費で、現

年補助農地農業用施設災害復旧費９,６９４万

８,０００円、公共土木施設災害復旧費で、

現年補助公共土木施設災害復旧費７,１０２万

７,０００円を、それぞれ平成２９年度へ繰

り越したものであります。 

 次に、報告第４号は、平成２８年度日置市

水道事業会計予算繰越計算書の報告について

であります。 

 平成２８年度日置市水道事業会計予算繰越

計算書を地方公営企業法第２６条第３項の規

定により報告するものであります。 

 その概要については、工事の工期延長等に

よりそれぞれ平成２９年度へ繰り越したもの

であります。 

 資本的支出の建設改良費で、市道塩屋堀線

配水管布設替工事９０万円、市道植木馬場線

配水管布設替工事１３０万円、吹上中央水道

施設改修工事１,４３６万円、市道上床鍋ケ

原線総配水管布設替工事５８０万円、市道上

野西オロンモト線配水管布設替工事８０万円、

市道元養母上床線配水管布設替工事（２８－

２工区）３０４万円、市道元養母上床線配水

管布設替工事（２８－３工区）８００万円、



- 13 - 

県道伊集院日吉線配水管布設替工事８６０万

円、市道烏田線配水管布設替工事４３０万円、

下養母水源地構造工事７５２万４,０００円、

下養母水源地電気計装設備工事１,６４４万

８,０００円、国道２７０号配水管布設替工

事１６０万円、吹上与倉浄水場実施設計業務

委託１,３９０万６８０円をそれぞれ平成

２９年度へ繰り越ししたものでありあます。 

 以上３件、ご審議をよろしくお願い申し上

げます。 

 済みません。１点だけ橋梁修繕事業費

２,０５３万４,０００円と言ったそうですけ

ど、２,０５３万３,０００円と訂正しておき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（並松安文君）   

 これから３件について、一括して質疑を行

います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 質疑なしと認めます。 

 これで報告第２号から報告第４号までの

３件の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１２ 同意第１号日置市教育長

の任命につき議会の同意

を求めることについて 

○議長（並松安文君）   

 日程第１２、同意第１号日置市教育長の任

命につき議会の同意を求めることについてを

議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

〔市長宮路高光君登壇〕 

○市長（宮路高光君）   

 同意第１号は、日置市教育長の任命につき

議会の同意を求めることについてであります。 

 現教育長が平成２９年６月１０日をもって

任期満了となるため、新たに後任教育長とし

て任命したいので、地方教育行政の組織及び

運営の関する法律第４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。 

 奧善一氏の経歴につきましては、資料を添

付してありますので、ご審議をよろしくお願

いします。 

○議長（並松安文君）   

 これから同意第１号について質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。同意第１号は会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１号は委員会付託を省略することに決定しま

した。 

 これから同意第１号について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第１号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１号日置市教育長の任命につき議会の同意を

求めることについては、同意することに決定

しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１３ 同意第２号日置市教育委

員会委員の任命につき議

会の同意を求めることに

ついて 

○議長（並松安文君）   

 日程第１３、同意第２号日置市教育委員会
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委員の任命につき議会の同意を求めることに

ついてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

〔市長宮路高光君登壇〕 

○市長（宮路高光君）   

 同意第２号は、日置市教育委員会委員の任

命につき議会の同意を求めることについてで

あります。 

 平成２９年６月１０日をもって任期満了と

なるため、引き続き後任委員として任命した

いので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第３項の規定により同意を求め

るものであります。 

 比良信幸氏の経歴につきましては、資料を

添付してありますので、ご審議をよろしくお

願いいたします。 

 これから同意２号について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。同意第２号は会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

２号は委員会付託を省略することに決定しま

した。 

 これから同意第２号について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第２号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

２号日置市教育委員会委員の任命につき議会

の同意を求めることについては同意すること

に決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１４ 同意第３号日置市固定資

産評価審査委員会委員の

選任につき議会の同意を

求めることについて 

  △日程第１５ 同意第４号日置市固定資

産評価審査委員会委員の

選任につき議会の同意を

求めることについて 

  △日程第１６ 同意第５号日置市固定資

産評価審査委員会委員の

選任につき議会の同意を

求めることについて 

  △日程第１７ 同意第６号日置市固定資

産評価審査委員会委員の

選任につき議会の同意を

求めることについて 

○議長（並松安文君）   

 日程第１４、同意第３号から、日程第１７、

同意第６号日置市固定資産評価審査委員会委

員の選任につき議会の同意を求めることにつ

いてまでの４件を一括議題とします。 

 ４件について提案理由の説明を求めます。 

〔市長宮路高光君登壇〕 

○市長（宮路高光君）   

 同意第３号から同意第６号は、日置市固定

資産評価審査委員会委員の選任につき議会の

同意を求めることについてであります。 

 平成２９年６月９日をもって任期満了とな

るため、引き続き後任委員として選任したい

ので、地方税法第４２３条第３項の規定によ

り議会の同意を求めるものであります。 

 同意第３号は、住吉仲一氏、次に同意第

４号は、坂上俊巳氏、次に同意第５号は、岸

之上良一氏、経歴につきましては、資料を添



- 15 - 

付してあります。４名ですね。 

 以上でございます。 

 次に、同意第６号は、現委員が平成２９年

６月９日をもって任期満了となるため、新た

に後任委員として選任したいので、地方税法

第４２３条第３項の規定により議会の同意を

求めるものであります。 

 窪田和洋氏の経歴につきましては、資料を

添付してありますので、以上４件、ご審議を

お願い申し上げます。 

○議長（並松安文君）   

 これから４件について一括して質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。同意第３号から同意第６号

までも４件は、会議規則第３７条第３項の規

定により、委員会付託を省略したいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

３号から同意第６号までの４件は委員会付託

を省略することに決定しました。 

 これから同意３号について討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第３号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

３号日置市固定資産評価審査委員会委員の選

任につき議会の同意を求めることについては、

同意することに決定しました。 

 これから同意第４号について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第４号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

４号日置市固定資産評価審査委員会委員の選

任につき議会の同意を求めることについては、

同意することに決定しました。 

 これから同意第５号について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第５号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

５号日置市固定資産評価審査委員会委員の選

任につき議会の同意を求めることについては、

同意することに決定しました。 

 これから同意第６号について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第６号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第
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６号日置市固定資産評価審査委員会委員の選

任につき議会の同意を求めることについては、

同意するに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１８ 同意第７号日置市固定資

産評価員の選任につき議

会の同意を求めることに

ついて 

○議長（並松安文君）   

 日程第１８、同意第７号日置市固定資産評

価員の選任につき議会の同意を求めることに

ついてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

〔市長宮路高光君登壇〕 

○市長（宮路高光君）   

 同意第７号は、日置市固定資産評価員の選

任につき議会の同意を求めることについてで

あります。 

 現評価員の辞任に伴い、後任の評価員とし

て選任したいので、地方税法第１０４条第

２項の規定により議会の同意を求めるもので

あります。 

 上秀人氏の経歴につきましては、資料を添

付してありますので、ご審議をよろしくお願

いいたします。 

○議長（並松安文君）   

 これから本件について質疑を行います。質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件は会議規則第３７条第

３項の規定により、委員会付託を省略したい

と思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、本件は

委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから同意第７号について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第７号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

７号日置市固定資産評価員の選任につき議会

の同意を求めることについては、同意するこ

とに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第１９ 同意第８号日置市農業委

員会委員の任命につき議

会の同意を求めることに

ついて 

  △日程第２０ 同意第９号日置市農業委

員会委員の任命につき議

会の同意を求めることに

ついて 

  △日程第２１ 同意第１０号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第２２ 同意第１１号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第２３ 同意第１２号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第２４ 同意第１３号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第２５ 同意第１４号日置市農業
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委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第２６ 同意第１５号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第２７ 同意第１６号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第２８ 同意第１７号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第２９ 同意第１８号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第３０ 同意第１９号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第３１ 同意第２０号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第３２ 同意第２１号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第３３ 同意第２２号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第３４ 同意第２３号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第３５ 同意第２４号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第３６ 同意第２５号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

  △日程第３７ 同意第２６号日置市農業

委員会委員の任命につき

議会の同意を求めること

について 

○議長（並松安文君）   

 日程第１９、同意第８号から、日程第３７、

同意第２６号日置市農業委員会委員の任命に

つき議会の同意を求めることについての

１９件についてを一括議題とします。 

 １９件について一括して提案理由の説明を

求めます。 

〔市長宮路高光君登壇〕 

○市長（宮路高光君）   

 同意第８号から同意第２６号は、日置市農

業委員会委員の任命につき議会の同意を求め

ることについてであります。 

 平成２９年７月１９日をもって任期満了と

なるため、引き続き後任委員として任命した

いので、農業委員会等に関する法律第８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。 

 同意第８号は、馬塲惠三郎氏、次に同意第

９号は、田原嘉治氏、次に同意第１０号は、

野元政博氏、次に同意第１１号は、東芳男氏、

次に同意第１２号は、今屋政市氏、次に同意

第１３号は、馬場五男氏、次に同意第１４号

は、末永義弘氏、次に同意第１５号は、池田

澄弘氏、次に同意第１６号は、濾村義美氏、

次に同意第１７号は、奧和俊氏、次に同意第

１８号は、池畑正治氏、次に同意第１９号は、

今村壽久氏、次に同意第２０号は、重水賢治
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氏、次に同意第２１号は、迫千穂子氏、次に

同意第２２号は、横山義晴氏、次に同意第

２３号は、山口義廣氏、経歴につきましては、

資料を添付してあります。 

 同意第２４号から同意第２６号は、現委員

が平成２９年７月１９日をもって任期満了と

なるため、新たに後任委員として任命したい

ので農業委員会に関する法律第８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。 

 同意第２４号は、日髙格一氏、次に同意第

２５号は、久木田洋子氏、次に同意第２６号

は、楠眞憲氏、経歴につきましては、資料を

添付してありますので、以上１９件、ご審議

をよろしくお願いいたします。 

○議長（並松安文君）   

 これから１９件について一括して質疑を行

います。 

 発言通告がありますので、西薗典子さんの

発言を許可します。 

○１５番（西薗典子さん）   

 １５番。同意第８号から始まります日置市

農業委員会委員の任命につきまして、議会の

同意を求めることについて質疑いたします。 

 この同意事項は、平成２８年４月１日の改

正農業委員会法に従って、地域の農業をリー

ドする担い手が透明なプロセスを経て確実に

就任し、これからの農業農地などの利用の

適化を推進していけるよう、これまでの選挙

制度から市長の任命制に変わったと認識して

おります。 

 農業は、命のもとである食というものの確

立であるだけでなく、日置市にとっても 重

要な基幹産業でもあります。そこでお尋ねを

したいと思います。 

 この新しい農業委員会制度で、日置市の農

業において具体的にどのような改善点を目指

しておられるのか、また、どのような変化が

あると期待されておられるのか、また、逆に

小規模な自家用作物などの栽培農家とか、物

産館などに出していらっしゃる高齢者など、

また、専業農家などへの意欲減退などの影響

などが考えられないのか、また、この制度で

どのような日置市の農業を目指していくおつ

もりなのか、それらをお尋ねしたいと思いま

す。お答えを求めます。 

○市長（宮路高光君）   

 全国的に急激な少子化、高齢化というのが

やってまいりまして、農業従事者の高齢化、

担い手不足が大きな原因になりまして、今回、

農業委員会におきます施行令が改正されたと

ころでございます。 

 それに基づきまして日置市の農業委員の定

数というのも上限が１９人になりました。ま

た、それと並行いたしまして、農地利用適正

化推進委員というのが１５名、計３４名で今

後の農地の荒廃化を務めていくというふうに

考えておりまして、今ご指摘ございましたと

おり、今の段階でそんな大きなデメリットは

ないというふうに思っております。 

 特に、農業委員と農地利用適正化委員がそ

れぞれの職務を果たしていただければ、今の

現行制度とそんなに大きな制度はないという

ふうに認識しております。 

○議長（並松安文君）   

 よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 これで質疑を終了します。 

 お諮りします。同意第８号から同意第

２６号までの１９件は、会議規則第３７条第

３項の規定により、委員会付託を省略したい

と思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

８号から同意第２６号までの１９件は委員会
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付託を省略することに決定しました。 

 これから同意第８号について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第８号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

８号日置市農業委員会委員の任命につき議会

の同意を求めることについては、同意するこ

とに決定しました。 

 これから同意第９号について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第９号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

８号日置市農業委員会委員の任命につき議会

の同意を求めることについては、同意するこ

とに決定しました。 

 これから同意第１０号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第１０号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１０号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第１１号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第１１号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１１号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第１２号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第１２号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１２号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第１３号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第１３号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異
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議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１３号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第１４号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第１４号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１４号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第１５号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第１５号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１５号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第１６号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第１６号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１６号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第１７号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第１７号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１７号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第１８号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第１８号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１８号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第１９号について討論を行い
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ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第１９号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

１９号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第２０号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第２０号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

２０号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第２１号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第２１号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

２１号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第２２号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第２２号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

２２号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第２３号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第２３号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

２３号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第２４号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第２４号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



- 22 - 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

２４号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第２５号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第２５号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

２５号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

 これから同意第２６号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第２６号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

２６号日置市農業委員会委員の任命につき議

会の同意を求めることについては、同意する

ことに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第３８ 同意第２７号日置市監査

委員の選任につき議会の

同意を求めることについ

て 

  △日程第３９ 同意第２８号日置市監査

委員の選任につき議会の

同意を求めることについ

て 

○議長（並松安文君）   

 日程第３８、同意第２７号及び日程第３９、

同意第２８号日置市監査委員の選任につき議

会の同意を求めることについての２件を一括

議題とします。 

 ２件について提案理由の説明を求めます。 

〔市長宮路高光君登壇〕 

○市長（宮路高光君）   

 同意第２７号は、日置市監査委員の選任に

つき議会の同意を求めることについてであり

ます。 

 平成２９年６月９日をもって任期満了とな

るため、引き続き後任委員として選任したい

ので、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。 

 満尾利親氏の経歴につきましては、資料を

添付してあります。 

 次に同意第２８号は、日置市監査委員の選

任につき議会の同意を求めることについてで

あります。 

 前委員が平成２９年５月２８日をもって任

期満了となったため、新たに後任委員として

選任したいので、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。 

 中村尉司氏の経歴につきましては、資料を

添付してありますので、以上２件、ご審議を

よろしくお願いいたします。 

○議長（並松安文君）   

 これから２件について一括して質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。同意第２７号及び同意第

２８号の２件は、会議規則第３７条第３項の
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規定により、委員会付託を省略したいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

２７号及び同意第２８号の２件は、委員会付

託を省略することに決定しました。 

 これから同意第２７号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第２７号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

２７号日置市監査委員の選任につき議会の同

意を求めることについては、同意することに

決定しました。 

 これから同意第２８号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから同意第２８号を採決します。 

 お諮りします。本件は同意することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、同意第

２８号日置市監査委員の選任につき議会の同

意を求めることについては、同意することに

決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第４０ 承認第１号専決処分（日

置市税条例の一部改正）

につき承認を求めること

について 

  △日程第４１ 承認第２号専決処分（日

置市国民健康保険税条例

の一部改正）につき承認

を求めることについて 

○議長（並松安文君）   

 日程第４０、承認第１号専決処分（日置市

税条例の一部改正）につき承認を求めること

について及び日程第４１、承認第２号専決処

分（日置市国民健康保険税条例の一部改正）

につき承認を求めることについての２件を一

括議題とします。 

 ２件について市長の説明を求めます。 

〔市長宮路高光君登壇〕 

○市長（宮路高光君）   

 承認第１号は、専決処分（日置市税条例の

一部改正）につき承認を求めることについて

であります。 

 地方税法及び航空燃料譲与税法の一部を改

正する法律の一部が平成２９年４月１日に施

工されたことに伴い、緊急を要したため日置

市税条例の一部を改正したものであります。 

 内容につきましては、後ほど総務企画部長

に説明をさせます。 

 次に、承認第２号は、専決処分（日置市国

民健康保険税条例の一部改正）につき承認を

求める２件を一括議題とします。 

 地方税法施行令の一部を改正する政令の一

部が平成２９年４月１日に施行されたことに

伴い、緊急を要したため日置市国民健康保険

税条例の一部を改正したものであります。内

容につきましては、総務企画部長に説明させ

ますので、以上２件、ご審議をよろしくお願

い申し上げます。 

○総務企画部長（今村義文君）   

 それでは、承認第１号専決処分（日置市税

条例の一部改正）につき承認を求めることに

ついて、別紙により補足説明を申し上げます。 

 別紙をお開きください。 
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 条例第３３条は、所得割の課税標準につい

て規定されており、第４項は特定配当等につ

いて、第６項は、特定株式等譲渡所得金額に

ついて規定されており、総所得からそれぞれ

の所得金額を除外して所得を算定するとなっ

ております。 

 ここでは、所得税の確定申告後に個人住民

税の申告書が提出された場合は、申告書に記

載された事項を勘案して、市長が課税できる

ことを明確化したもので、法律改正にあわせ

て改正したものでございます。 

 次のページの、第３４条の９は、配当割額

と株式等譲渡所得割額の控除について５分の

３を乗じた金額を所得割から税額控除するこ

とが規定されており、規定の整備を行ったも

のでございます。 

 第４８条は、法人市民税の申告納付につい

ての規定、第５０条は、法人の市民税に係る

不足税額の納付の手続きについての規定の整

備を行ったものでございます。 

 第６１条は、固定資産税の償却資産等に対

する課税標準の特例措置について規定されて

おり、震災等により滅失した償却資産で新た

に取得、改良された償却資産等課税標準の特

例や大規模な償却資産の特例などの規定の整

備を行ったものでございます。 

 第６１条の２は、法第３４９条の３第

２８項の条例で定める割合について、法律の

改正にあわせて新設したものでございます。 

 保育の受け皿整備促進のための税制上の措

置の創設で、法第３４９条の３第２８項は、

市の認可を受けた家庭的保育事業の用に供す

る家屋、償却資産に係る固定資産税の特例措

置。 

 次のページの第２９項は、居宅訪問型保育

事業の用に供する家屋、償却資産に係る固定

資産税の特例措置、第３０項は事業所内保育

事業の用に供する家屋、償却資産に係る固定

資産税の特例措置で、いずれも固定資産税の

課税標準を価格の２分の１とするものでござ

います。 

 第６３条の２は、家屋に係る区分所有の補

正の方法について規定されており、高さが

６０ｍを超える居住用超高層建築物に係る固

定資産税の税額の案分方法について、実際の

取引価格の動向を勘案して補正することとし、

法律改正にあわせて改正したものでございま

す。 

 第６３条の３は、共用土地に係る固定資産

税の案分の申し出の規定で、被災市街地復興

推進地域に定められた場合に震災発生後４年

度分に限り、所有者の申し出により従来の共

用土地の案分方法と同様の取り扱いを受けら

れよう課税標準の特例措置を法律改正にあわ

せて改正したものでございます。 

 第７４条の２は、被災住宅用地の申告につ

いて規定されており、被災市街地復興推進地

域に定められた場合には、震災等発生後４年

度分に限り住宅用地の特例を適用する規定を

法律改正にあわせて改正するものでございま

す。 

 附則第５条は、個人市民税の所得割の非課

税の範囲等について規定されており、控除対

象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備でご

ざいます。 

 附則第８条は、肉用牛生産農家の経営体質

を強化し、安定的な供給を図るための特例措

置で、肉用牛売却による事業所得に係る課税

の特例の適用期間を３年間延長したものでご

ざいます。 

 附則第１０条は、法附則第１５条から第

１５条の３の２の規定は、固定資産税の課税

標準の特例を付随する形で各年度分の特例措

置を規定しております。 

 市税条例第６１条第８項には、大規模償却

資 産 等 の 特 例 措 置 が 規 定 さ れ て お り 、

３４９条の３の４で、新たに震災等により滅

失した償却資産の特例措置の適用が新設され
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たことに伴い、適用を受ける範囲を附則

１５条から附則１５条の３の２に規定してあ

る特例措置も対象とする、読みかえ規定の整

備を行ったものでございます。 

 次のページの、附則第１０条の２は、環境

対策の推進や良好な生活環境を図るため、適

用期間内で施設整備に要する課税標準の特例

措置が規定されており、第１項から第６項ま

では条文整理で、第７項から第１４項、第

１５項から第１６項並びに第１９項は特例措

置の期間満了に伴い、特例措置を廃止したた

め、項ずれしたことによる改正でございます。 

 第１７項は、企業主導型保育事業に係る特

例措置の創設で、平成３０年度までに児童福

祉法に規定する事業所内保育施設の用に供す

る施設の固定資産について５年間、その価格

の２分の１を乗じて得た額を課税標準とする

特例措置でございます。 

 第１８項は、都市緑地法に規定する緑地保

全・緑化推進法人が平成３０年度までに市民

緑地を設置した場合、その土地に係る固定資

産税について課税標準を３年間、その価格の

３分の２を乗じて得た額の課税標準とする特

例措置でございます。 

 附則第１０条の３は、新築住宅等に対する

固定資産税の減額規定で、耐震改修が行われ

た認定長期優良住宅等に対する固定資産税の

減額を受けようとする者が提出する申告書に

ついて規定しており、法規定の新設にあわせ

て新設及び改正したものでございます。 

 次のページの、附則第１６条は、軽自動車

税の税率の特例で、軽自動車税のグリーン化

特例について適用期間を２年間延長するもの

で、法律改正にあわせて改正するものでござ

います。 

 第５項は、税率を７５％軽減する軽自動車

について、第６項は、税率を５０％軽減する

軽自動車について、第７項は、税率を２５％

軽減する軽自動車について規定しております。 

 附則第１６条の２は、軽自動車の賦課徴収

の特例について新設されたものです。特例措

置の軽自動車は国土交通大臣の認定に基づき

判断することや、軽自動車税の不足額が生じ

た場合の取り扱い、不正の再発を抑制する観

点から自動車メーカーが納付すべき額につい

て規定したものでございます。 

 次のページ、中ほどの附則第１６条の３は、

上場株式等に係る市民税の課税の特例で、当

分の間上場株式等の配当については、３％の

所得割を課する特例措置について規定されて

います。附則で特例措置が設けられている部

分にも、第３３条の改正で申し上げました申

告書に記載された事項を勘案して、市長が課

税できることを明確化したもので、法律改正

にあわせて改正したものでございます。 

 附則第１７条の２は、優良住宅の造成等の

ために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る市民税の特例で、優良住宅地の造成等

のための譲渡に限って税率の軽減特例を行っ

ており、所得金額が２,０００万円以下は

２.４％の所得割額としています。今回、長

期譲渡所得に係る課税の特例について、適用

期間を３年間延長するもので、法律改正にあ

わせて改正したものでございます。 

 附則第２０条の２は、特例適用利子等及び

特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の

特例で、日本と台湾との間で租税条約に相当

する枠組みが構築され、租税条例締結国

（９６カ国）と同様の課税に関する特例が適

用され、利子及び配当所得に３％の所得割が

課せられています。 

 第４項では、特例適用配当等に係る所得に

ついて、提出された申告書に記載された事項

を勘案して、市長が課税できることを明確化

したもので、これも法律の改正にあわせて改

正したものでございます。 

 次のページの中ほど、附則第２０条の３は、

条約適用利子及び条約適用配当等に係る個人
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の市民税の課税の特例で、租税条約締結国と

の間で利子所得、配当所得に特例が設けられ、

３％の所得割が課せられています。 

 第４項では、附則２０条の２と同様、租税

条例の適用を受ける利子と配当に係る所得に

ついて、提出された申告書に記載された事項

を勘案して、市長が課税できることを明確化

したもので、法律の改正にあわせて改正した

ものでございます。 

 次に、附則第１条は、施行期日を次のペー

ジ、軽自動車税の賦課徴収の特例規定を削る

等の改正規定は公布の日から控除対象配偶者

に関する部分は、平成３１年１月１日からグ

リーン化特例の２年間延長に伴う規定の整備

に関する部分は、平成３１年１０月１日から

緑地保全・緑化法人が設置管理する一定の市

民緑地に係る特例措置に関する部分は、都市

緑地法等の一部を改正する法律の施行の日か

ら、これら以外の部分を平成２９年４月１日

からとするものでございます。 

 附則第２条は、市民税に関する経過措置を。 

 附則第３条は、固定資産税に関する経過措

置を。 

 次のページの中ほどの、附則第４条は、軽

自動車税に関する経過措置を規定したもので

ございます。 

 附則第５条及び次のページの附則第６条は、

グリーン化特例の適用期限の２年間延長に伴

う所要の規定の整備を行うものでございます。 

 続きまして、承認第２号専決処分（日置市

国民健康保険税条例の一部改正）につき承認

を求めることについて別紙により補足説明を

申し上げます。別紙をお開きください。 

 条例第２３条の改正は、国民健康保険税の

軽減の対象となる所得の基準の改正でござい

ます。第２号は、減額措置に係る５割軽減の

基 準 額 算 出 に 用 い る 加 算 金 額 を ２ ６ 万

５,０００円から２７万円に引き上げるもの

でございます。第３号は、減額措置に係る

２割軽減の基準額算出に用いる加算金額を

４８万円から４９万円に引き上げるものでご

ざいます。 

 附則第１条としまして、この条例は平成

２９年４月１日から施行する。第２条で、改

正後の規定は平成２９年度以降の年度分に適

用し、平成２８年度分までについては、従前

の例によるとしております。 

 なお、前年度の軽減の状況につきましては、

国保世帯数７,６１０世帯のうち６３.３％が

軽減を受けており、７割軽減が２,６５８世

帯、５割軽減が１,２４４世帯、２割軽減が

９１６世帯の合計４,８１８世帯でございま

す。 

 以上、２件、ご審議をよろしくお願いいた

します。 

○議長（並松安文君）   

 これから２件について一括して質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。承認第１号及び承認第２号

の２件は、会議規則第３７条第３項の規定に

より、委員会付託を省略したいと思います。

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、承認第

１号及び承認際第２号の２件は委員会付託を

省略することに決定しました。 

 これから承認第１号について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから承認第１号を採決します。 

 お諮りします。本件は承認することにご異

議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、承認第

１号専決処分（日置市税条例の一部改正）に

つき承認を求めることについては承認するこ

とに決定しました。 

 次に、承認第２号について討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから承認第２号を採決します。 

 お諮りします。本件は承認することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、承認第

２号専決処分（日置市国民健康保険税条例の

一部改正）につき、承認を求めることについ

ては承認することに決定しました。 

 ここでしばらく休憩し、次の開議を２時

１０分からといたします。 

午後１時58分休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後２時10分開議 

○議長（並松安文君）   

 休憩膳に引き続き、会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第４２ 承認第３号専決処分（平

成２８年度日置市一般会

計補正予算（第１３号））

につき承認を求めること

について 

  △日程第４３ 承認第４号専決処分（平

成２８年度日置市介護保

険特別会計補正予算（第

４号））につき承認を求

めることについて 

○議長（並松安文君）   

 日程第４２、承認第３号専決処分（平成

２ ８ 年 度 日 置 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第

１３号））につき承認を求めることについて

及び日程第４３、承認第４号専決処分（平成

２８年度日置市介護保険特別会計補正予算

（第４号））について承認を求めることにつ

いての２件を一括議題とします。 

 ２件について、市長の説明を求めます。 

〔市長宮路高光君登壇〕 

○市長（宮路高光君）   

 承認第３号は、専決処分（平成２８年度日

置市一般会計補正予算（第１３号））につき

承認を求めることについてであります。 

 平成２８年度一般会計歳入歳出予算の地方

交付税、分担金及び負担金、使用料及び手数

料、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入金

及び市債の確定並びに総務費及び民生費の執

行について、緊急を要したため予算措置をし

たものであります。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１億１,７０７万１,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ２８０億１,０４７万

６,０００円とするものであります。 

 歳入の主なものでは、地方交付税で、特別

交付税の交付決定に伴い３億３,７７４万

３,０００円を増額計上いたしました。 

 県支出金では、現年補助農地農業用施設災

害復旧事業費県補助金の交付決定に伴う増額

等により、４,１７９万５,０００円を増額計

上いたしました。 

 繰入金では、財政調整基金繰入金で、歳入

歳出予算の調整に伴う減額等により、３億

４,５２７万１,０００円を減額計上いたしま

した。 

 市債では、事業費の確定に伴い３８０万円

を減額計上いたしました。 

 歳出では、総務費の総務管理費で、ふるさ

と納税の報償費、委託料の増額等により

９９７万７,０００円を増額計上いたしまし
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た。 

 民生費の社会福祉費で経済対策臨時福祉給

付 事業 費の 減額によ り１億２ ,７ ０７万

８,０００円を減額計上いたしました。 

 次に、承認第４号専決処分（平成２８年度

日 置 市 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第

４号））につき承認を求めることについてで

あります。 

 平成２８年度介護保険特別会計歳入歳出予

算の国庫支出金、県支出金及び諸収入の確定

並びに保険給付費の執行について、緊急を要

したため予算措置したものであります。 

 歳入歳出予算の総額は、既定の歳入歳出予

算のとおりとし、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ５５億５,２９９万１,０００円とするも

のであります。 

 歳入では、国庫支出金で介護給付費負担金

の交付確定に伴い、６万８,０００円を増額

計上いたしました。 

 県支出金では、介護給付費負担金の交付確

定に伴い、６万９,０００円を減額計上いた

しました。 

 歳出の主なものでは、保険給付費の介護

サ ー ビ ス 等 諸 費 で 負 担 金 の 減 額 に よ り

５５１万９,０００円を減額計上し、介護予

防 サ ー ビ ス 等 諸 費 の 負 担 金 の 増 に よ り

４２９万２,０００円を増額計上いたしまし

た。 

 以上２件、ご審議をよろしくお願いいたし

ます。 

 済みません、ちょっと訂正をさせてくださ

い。一般会計のほうの臨時給付金の減額によ

り、「１億２,７０７万円」と申し上げたん

ですけど、実際は、「１億２,７０４万円」

ということに訂正をしてください。お願いし

ます。 

○議長（並松安文君）   

 これから、２件について一括質疑を行いま

す。 

 発言通告がありますので、池満渉君の発言

を許可します。 

○２１番（池満 渉君）   

 ２１番。承認第３号の項についてでありま

す。 

 ただいま市長から提案理由もございました。

そのとおりでございます。特別交付税の増、

そして、それを財調からの繰入金を減額をし

たと。それから、臨時福祉費交付金の確定減

などさまざまなことで、この 終補正２８０億

１,０００万円ということで、ほぼ固まりだ

ろうと思います。 

 詳しい事業成果あるいはさまざまな課題な

どについては、９月議会で決算議案等が上げ

られて詳しく説明もあると思いますけれども、

ところがこれから６月議会の補正予算など続

いていくわけであります。とりあえず、今の、

本日上程されたこの補正段階、いわゆる 終

補正の段階で平成２８年度における地方交付

税、それから国・県の支出金など、とりあえ

ずこの歳入の見込みというのが、大体、見て

いたとおりだったのかというようなことをお

伺いをいたします。 

 また、歳入の中で市債、この市債の中で合

併特例債でありますが、合併特例債について

は財政計画などによって、大体これぐらいを

予定しようといったような計画どおりにやみ

くもにというのは、当然できないわけであり

ますが、計画どおりにこの特例債の使い方な

どについても、いったのかということを含め

て、各種事業の歳出の状況などとあわせて、

大まかで結構です。 

 選挙等も終わり、なかなか分析する時間も

なかったことは承知をしておりますが、市長

が今の時点で感覚的にと申しますか、２８年

度は歳入、そして歳出、あるいは市債の計画

などは大体うまくいったと、あるいは非常に

厳しかったとか、予想どおりではなかったな

どの感想等も含めて、財政の運営等について
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感想をお伺いしたいと思います。 

○市長（宮路高光君）   

 ２８年度の決算で、まだ今から決算も出て

まいりますけど、今の現状という中におきま

しては、特に、普通交付税の中におきまして、

減額が約３億４,０００万円ぐらいであった

と。この要因というのが、基準財政需要額と

基準財政収入額ということでありますけれど、

３億４,０００万円減になったわけなんです

けど、この収入のほうが２億円程度ふえまし

たので、トータルにおきましては地方交付税

のほうも減額になる。今から段階的に減にな

っていくということは予想をしておりました。

予算計上の中におきましても、それを見込ん

だ中で２８年度も予算計上をさせていただき

ました。 

 特に、合併債につきましても、特に財政計

画の中におきまして、２８年度におきまして

も、今の段階におきまして約１億１,０００万

円程度は上回っているというふうに感じてお

ります。 

 そういう中におきまして、特に国庫支出金

の３月の補正で、大変、道整備とかそういう

補正がまいりましたので、事業費的には大分

膨らんだというふうには思っております。で

すけど、２９年度以降につきましても、やは

りこの財政事情というのは、そんなに楽観し

たものではないというふうに考えておりまし

て、特に、普通交付税におきまして減額にな

ってくることは、もう予想をしていかなけれ

ばならない。 

 それを、何で補っていくかというのは、今、

特に合併特例債、あと４年ぐらいしかござい

ませんので、この中をうまく今後活用しなが

ら進めて行かなければ、大変、財調が大変減

額してくるという部分でございますので、今

後、見直しをしながら２９年度以降は、また

十分議会とも論議をしていきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（並松安文君）   

 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。承認第３号及び承認第４号

の２件は、会議規則第３７条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、承認第

３号及び承認第４号は委員会付託を省略する

ことに決定いたしました。 

 これから承認第３号について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから承認第３号を採決します。 

 お諮りします。本件は承認することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、承認第

３号専決処分（平成２８年度日置市一般会計

補正予算（第１３号））につき承認を求める

ことについては承認することに決定しました。 

 次に、承認第４号について討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから承認第４号を採決します。 

 お諮りします。本件は承認することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   
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 異議なしと認めます。したがって、承認第

４号は承認することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第４４ 承認第５号専決処分（平

成２９年度日置市一般会

計補正予算（第１号））

につき承認を求めること

について 

○議長（並松安文君）   

 日程第４４、承認第５号専決処分（平成

２ ９ 年 度 日 置 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第

１号））につき承認を求めることについてを

議題とします。 

 本件について、市長の説明を求めます。 

〔市長宮路高光君登壇〕 

○市長（宮路高光君）   

 承認第５号は専決処分（平成２９年度日置

市一般会計補正予算（第１号））につき承認

を求めることについてであります。 

 経済対策臨時福祉給付金給付事業費の支給

に伴う民生費の執行について、緊急を要した

ため予算措置したものであります。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億４,７０７万４,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ２２８億７,２０７万

４,０００円とするものであります。 

 まず、歳入の主なものでは、国庫支出金で

経済対策臨時福祉給付金国庫負担金を１億

４,７０６万６,０００円増額計上いたしまし

た。 

 次に、歳出では、民生費の社会福祉費で経

済対策臨時福祉給付金給付事業費に要する経

費１億４,７０７万４,０００円を増額計上い

たしました。 

 以上、ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（並松安文君）   

 これから、本件について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。承認第５号は会議規則第

３７条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、承認第

５号は委員会付託を省略することに決定しま

した。 

 これから承認第５号について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 討論なしと認めます。 

 これから承認第５号を採決します。 

 お諮りします。本件は承認することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、承認第

５号専決処分（平成２９年度日置市一般会計

補正予算（第１号））につき承認を求めるこ

とについては承認することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第４５ 南薩地区衛生管理組合議

会議員の選挙について 

○議長（並松安文君）   

 日程第４５、南薩地区衛生管理組合議会議

員の選挙についてを議題とします。 

 南薩地区衛生管理組合議会議員の定数は組

合規定により１２人とされ、選出については、

そのうち２人を日置市議会議員の中から選出

するようになっています。 

 お諮りします。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

名推選にしたと思います。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（並松安文君）   

 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しました。 

 お諮りします。指名推選については、議長

が推選することにしたいと思います。ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 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しました。 

 南薩地区衛生管理組合議会議員に黒田澄子

さん、それと私、並松安文を指名します。 

 お諮りします。ただいま指名しました黒田

澄子さんと、私、並松安文を当選人と決定す

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（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、黒田澄

子さんと私、並松安文が南薩地区衛生管理組

合議会議員に当選されました。当選されまし

た黒田澄子さんと私、並松安文が議場におり

ますので、会議規則第３２条第２項の規定に

より当選を告知いたします。 

 黒田澄子さん、承諾の挨拶をお願いいたし

ます。 

○１２番（黒田澄子さん）   

 ただいま南薩地区衛生管理組合議会議員に

当選させていただきましたので、しっかりと

今後、日置市の現状と近隣地域とのしっかり

とした情報を共有しながら、議長と一緒に頑

張っていきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（並松安文君）   

 それでは、私、並松安文も黒田澄子さん同

様、南薩地区衛生管理組合議会議員として推

選されました。今回、いろいろな問題点もあ

ります。そしてまた、焼却場もできるという

ことで、南と一緒になってやっていきたいと

思いますので、一つよろしくお願いします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第４６ いちき串木野市・日置市

衛生処理組合議会議員の

選挙について 

○議長（並松安文君）   

 次に、日程第４６、いちき串木野市・日置

市衛生処理組合議会議員の選挙についてを議

題とします。 

 いちき串木野市・日置市衛生管理組合議会

議員の定数は組合規定により８人とされ、選

出については、そのうち４人を日置市議会議

員の中から選出することになっています。 

 お諮りします。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

名推選にしたいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 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しました。 

 お諮りします。指名推選については議長が

指名することにしたいと思います。ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 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しました。 

 いちき串木野市・日置市衛生処理組合議会

議員に、黒田澄子さん、留盛浩一郎君、山口

初美さん、それと私、並松安文を指名します。 

 お諮りします。ただいま指名しました黒田

澄子さん、留盛浩一郎君、山口初美さん、私、

並松安文を当選人と決定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（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、黒田澄

子さん、留盛浩一郎君、山口初美さん、私、
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並松安文が、いちき串木野市・日置市衛生処

理組合議会議員に当選されました。 

 当選されました黒田澄子さん、留盛浩一郎

君、山口初美さん、私、並松安文が議場にお

られますので、会議規則第３２条第２項の規

定により当選といたします。承諾の挨拶をお

願いいたします。 

○１２番（黒田澄子さん）   

 南薩地区及びいちき串木野市との合同組合

議会議員は、東市来地域にかかわることにな

っておりますので、しっかりと努めてまいり

たいと思います。ありがとうございます。 

○１０番（留盛浩一郎君）   

 ただいま当選の告知を受けました留盛でご

ざいます。一所懸命努めさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○１４番（山口初美さん）   

 いちき串木野市・日置市衛生処理組合議会

議員として選出されました。精一杯努めさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長（並松安文君）   

 私、並松安文もほか３名同様、４名で一所

懸命組合の議会議員として頑張っていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第４７ 日置市選挙管理委員会委

員及び補充員の選挙につ

いて 

○議長（並松安文君）   

 日程第４７、日置市選挙管理委員会委員及

び補充員の選挙についてを議題とします。 

 地方自治法第１８１条第２項並びに同第

１８２条第１項及び第２項の規定により、選

挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行うも

のであります。 

 お諮りします。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

推選にしたいと思います。ご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 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しました。 

 お諮りします。指名推選については、議長

が指名することにしたいと思います。ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 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しました。 

 それでは、日置市選挙管理委員会委員を指

名します。 

 米澤洋子さん、昭和１７年４月２４日生ま

れ、住所は、日置市東市来町長里１５９の

３であります。 

 次に、池上吉治さん、昭和２４年４月３日

生 ま れ 、 住 所 は 、 日 置 市 伊 集 院 町 徳 重

３６０の１であります。 

 次に、下田平邦弘さん、昭和１９年７月

２１日生まれ、住所は、日置市日吉町吉利

１０３３番であります。 

 次に、山口洋子さん、昭和１９年４月

２４日生まれ、住所は、日置市吹上町永吉

１１６３０であります。 

 以上、４人の方を指名します。 

 お諮りします。ただいま指名をしました米

澤洋子さん、池上吉治さん、下田平邦弘さん、

山口洋子さんを当選人として決定することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、米澤洋

子さん、池上吉治さん、下田平邦弘さん、山

口洋子さんが日置市選挙管理委員会委員に当

選されました。 

 補充員選挙。 

 次に、選挙管理委員会委員の補充員の選挙

を行います。 
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 地方自治法大１１８条第２項の規定によっ

て、指名推選にしたいと思います。ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 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しました。 

 お諮りします。指名推選については、議長

が指名することにしたいと思います。ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（並松安文君）   

 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しました。 

 それでは、日置市選挙管理委員会委員の補

充員に、第１位としまして、上野房子さん、

昭和２４年９月７日生まれ、住所は、日置市

吹上町中原１２１の２であります。 

 次に、第２位としまして、松山洋一さん、

昭和２４年６月７日生まれ、住所、日置市日

吉町日置１８４の３６であります。 

 次に、第３位としまして、芝原八郎さん、

昭和２６年２月８日生まれ、住所は、日置市

伊集院町清藤１３１４であります。 

 次に、第４位としまして、富永謙一さん、

昭和２７年８月１１日生まれ、住所は、日置

市東市来町湯田４１５６の７であります。 

 以上、４人の方を指名します。 

 お諮りします。ただいま指名しました、第

１位として上野房子さん、第２位として松山

洋一さん、第３位として芝原八郎さん、第

４位として富永謙一さんを当選人として決定

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（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、第１位

として上野房子さん、第２位として松山洋一

さん、第３位として芝原八郎さん、第４位と

して富永謙一さんが日置市選挙管理委員会委

員の補充員として当選されました。 

 以上で、選挙管理委員会委員及び補充員の

選挙を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △日程第４８ 閉会中の継続調査の申し

出について 

○議長（並松安文君）   

 日程第４８、閉会中の継続調査の申し出に

ついてを議題といたします。 

 議会運営委員長から、会議規則第１１１条

の規定によりお手元に配付してありましたと

おり、閉会中の継続調査の申し出がありまし

た。 

 お諮りします。委員長からの申し出のとお

り閉会中の継続調査と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（並松安文君）   

 異議なしと認めます。したがって、委員長

からの申し出のとおり閉会中の継続調査とす

ることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  △閉  会 

○議長（並松安文君）   

 以上で、日程の全てを終了しました。 

 ここで、市長及び教育長から発言を求めら

れておりますので、これを許可します。 

○市長（宮路高光君）   

 臨時議会の閉会に当たり、一言ご挨拶申し

上げます。 

 今回の臨時議会におきまして、補正予算等

専決処分の承認、同意案件につきまして大変

熱心のご審議を賜り、いずれも原案どおり可

決していただけましたことについて、心から

厚くお礼申し上げます。 

 また、議会のほうも議長、各委員長それぞ

れ決まったようでございます。どうか行政と

議会、両車輪になるよう市民のために頑張っ

ていきたいというふうに感じております。 
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 ６月議会も始まりますので、皆様方のご意

見を改めて賜りたいと思っております。今後

とも、円滑な市政運営にご協力をお願い申し

上げまして、簡単でございますけど、閉会に

当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

○教育長（田代宗夫君）   

 先ほど新教育長の同意をいただいたところ

でございますけど、私このたび任期満了にな

りまして、退任することとなりました。 

 少しだけ貴重な時間をいただきましたので、

退任の御礼の挨拶をさせていただきたいと思

います。 

 平成１７年の５月市町村合併をいたしまし

て、新しい日置市５万２,０００人の人口の

町が誕生したところでございますが、その初

代の教育長を拝命いたしまして、３期、

１２年にわたりまして、市の教育行政を推進

をしてきたところでございます。 

 その後、１年近くたって、平成１８年３月

議会におきまして、教育長の教育に対する基

本理念を問うということで質問もありました。

そのときに、概略を申し上げますと、次のよ

うなことをお答えした記憶がございます。 

 市の全体を目指す方向として、「心の豊か

さと夢を育む人づくり」に取り組んでまいり

たいと。そして、「日置市民の皆さんが夢を

持ち、楽しく便利で生きがいを持って心の豊

かな生活を享受できるような個性ある生涯学

習のまちづくりを目指して取り組みを推進し

たい」と、こういうことを述べたようでござ

います。 

 その後、１２年にわたりましてさまざまな

活動も取り組んできたわけですが、私が一番

ここにまいりまして頭に浮かんだというのか、

教育を始める前に、基本としましたのは風格

ある教育ということでございました。伊集院

駅の下の地下道のトンネルに「風格ある町」

と書いてあった。風格とはなんだろうと、風

格とはどういうことなのか、一所懸命辞典を

引いたりしました。簡単に言いますと、「品

格のある町」そういう一言で言えば、辞典で

はなっていたようであります。したがいまし

て、風格のある教育をこの日置市の中でどん

なふうに生かそうかと思って、一所懸命考え

てまいりました。 

 １２年間の間で２期、８年は風格のある教

育の充実、 後の４年間は風格ある教育の進

学と発展というテーマで大弁を振りながら取

り組んでまいりました。したがいまして「風

格の教育」ということと「夢」ということに

こだわったことをやってきたつもりでおりま

す。 

 日置市全体を見ますと、大変ありがたいで

す。子どもたちも本当に大きな問題もなく、

１２年間を過ごすことができましたし、また、

大人の皆さん方にあっても、市長が１９年に

２６の地区公民館を設置をしてくれました。

すばらしい地区公民館であります。その間、

現在ではハード、ソフトを含めながら地域の

皆さん方と共生・協働、自分の地元は自分で

するんだと地域ぐるみで一所懸命取り組んで

おられます。 

 生涯学習についても、しかりでありまして、

どんどん、どんどんそういうものは進展をし

続けているようであります。なお、また日置

市は豊かな自然と歴史と伝統文化を有する有

数な町でもございます。こういう町で私は仕

事をさせていただいたことを、本当にありが

たいと思いました。 

 そのように風格ある教育をどういうふうに

生かすかということで、いろいろことをやっ

てまいりました。うれしいことに初めて、市

になって初めて事業をするのは、ゼロからの

スタートでございましたから、始めることは

全部新しいことでございました。もちろん、

他の市町がやっている同じようなことはでき

るだけ避けながら、変わったもの、新しいも
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のを取り入れていこうと、することができた

私の立場でございまして、大変うれしいでし

た。 

 もう時間もございませんので、幾つか少し

だけ申し上げてみますと、例えば夢づくり事

業というのを取り組みました。子どもたちに

夢を持たせたい。１００万円事業で各学校に

企画をさせて、子どもたちに夢を持たせるよ

うな事業を企画したら、２０万円か３０万円

か上げますというのを続けてまいったり、あ

るいは子どもたちにやはり夢を持たせるには、

あっと驚くような体験もさせなければいけな

いだろうということで、国の科学の祭典、こ

れを国のお金をいただきまして、１,０００万

円近い予算で祭典を開いたこともありました。

その後は細々と自前でやっておりますが、そ

ういう夢づくり事業や、今、皆様方がやって

いるお日様運動、これも市民運動としてやっ

ておりますが、これも全部実を言えば夢とそ

れから風格ある教育の発展でございます。 

 風格ある教育はもちろん分類いたしました。

１番目は、決まりを守り礼節を重んじる教育。

決まりを守り、挨拶や優しさ、思いやり、こ

れが私は一番であろうと思いました。日置市

も合併して伊集院地域は、特に鹿児島から流

入して来る者が多いだろう。そんな中で、子

どもたちが非行に走ったり、どうしようかと

ＰＴＡと相談しながらなんとかそれを食い止

めなければいけない。そのためにはやはり礼

儀作法が大事であろうということで、１番目

に取り組みました。 

 ２番目は、文徳の両立と重んじる教育、詳

しくは申し上げません。３番目は、豊かな自

然、歴史と文化を生かした教育、この３つが

風格ある中心だと思っております。あと、４、

５、６は安心・安全な環境、それから生涯教

育、それから生涯スポーツというものが入っ

ておりますが、これをいろいろな形でやって

まいりました。 

 大変、ブックスタート事業とか面白いので

は、あるいは「チェスト行けひおきっ子」事

業、これは体力づくりです。「わくわく作文

塾」作文の学習をさせました。これも自慢話

をしますと、１２年間の間、２回ほど１年に

特選を９点取ったことがあります。特選とい

うのは、大体、学年に１０人しか取れない。

各学年に一人ずつは日置市が全部入っている。

というのがあったりしますと、大変楽しくな

ったりする喜びを味わいながら、いろいろな

事業をさせていただきました。 

 まだまだたくさんあるんですが、 後は

「風格ある教育の進化と発展」といいました

が、これからは第４期目に入ります。新しい

これからは小中一貫教育ということで大きな

これからの方向に乗せることができたその推

進につきましては、３月議会にいろいろこう

いうこととかを申し上げましたけれども、こ

ういう国の大きな方向に沿った土台に乗せる

ことができたということは、私、大変うれし

く思います。 

 あとは、この小中一貫につきましては、鹿

児島県では中学校区を対象にして小学校と一

緒になって、中学校区で一斉に小中一貫教育

をやるというのは、それに変わりないと思っ

ておりますので、新しい方向でこれからまた、

教育をやっていくのではないかなあと思って、

これから期待しているところでございます。 

 お話をしたいことはたくさんあるんですが、

また、新しい日置小学校の開校も来年度から

始まりますし、新しい教育が、またこれから

進んでいくと思います。４町が合併して、新

しい市になって、今、自慢話みたいなことを

申し上げましたが、なかなかやっても、やっ

ても効果の上がらないことも多々ございまし

た。 

 そういうこととしながら、先ほど申し上げ

たようにできるだけ日置市独自の面白いもの

をやろうなあと思いながら、私やらせていた
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だいて、したがいまして私、３期１２年でし

たが、大変毎日が楽しく、充実した１２年間

を過ごさせていただいたことが一番楽しかっ

た、幸せだったことだと思います。 

 これはもちろん宮路市長を初め、職員の支

援、協力はもちろんのことでございますけど

も、市会議員の皆様方のご理解とご支援、ご

協力がなければ到底なし得ることができない

ものであります。いろいろご理解いただきな

がら、このようなことができましたのも大変

ありがたく、心から感謝申し上げます。なお、

議会におきましても、たくさんの質問もいた

だきまして勉強もさせていただきました。充

実した１２年間を送ることができました。こ

れは私にとっては大変思い出深いふるさとと

なったことでございます。本当にありがとう

ございました。 

 これからは７２年間を振り返りながら、新

たにどう生きたらいいのか、新しい新たなる

人生を模索しながら、楽しみを求めていきた

いと考えております。これから、今後、日置

市のますますのご発展と議員の皆さん方のご

健勝、ご活躍を心からご祈念を申し上げ、お

礼の挨拶とさせていただきます。 

 本当に皆さん、ありがとうございました。

（拍手） 

○議長（並松安文君）   

 田代教育長、本当に長い間ご苦労さまでし

た。ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２９年第２回臨時

会を閉会します。皆さん、ご苦労さまでした。 

午後２時47分閉会 
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   地方自治法第１２３条第２項の規定によってここに署名する。 

 

 

     日置市議会臨時議長   田 畑 純 二 

 

 

     日 置 市 議 会 議 長   並 松 安 文 

 

 

     日 置 市 議 会 議 員   桃 北 勇 一 

 

 

     日 置 市 議 会 議 員   佐 多 申 至 
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