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   午前１０時００分開会 

○議長（荒山光広君）  おはようございます。ただいまから、平成３１年第１回美祢

市議会定例会を開会いたします。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（綿谷敦朗君）  御報告いたします。 

 本定例会に、本日までに送付してございますものは、執行部からは議案第３号か

ら議案第３４号までの３２件、また事務局からは会議予定表でございます。 

 本日、配付してございますものは、議事日程表（第１号）、議案付託表、以上２

件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（荒山光広君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、竹岡昌治議

員、杉山武志議員を指名いたします。 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月２２日までの２５日間と

いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、会期は２５日間と決定いた

しました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、既に送付いたしております予定表のと

おりでありますので、御了承をお願いいたします。 

 この際、発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。波佐間上下水

道事業管理者。 

○上下水道事業管理者（波佐間 敏君）  議長のお許しをいただきましたので、１件

御報告させていただきます。 

 昨年御報告いたしました、美祢市農業集落排水事業特別会計における消費税申告

納付の遺漏に係る調査について、その後の対応について御報告申し上げます。 

 昨年、市議会において、平成２９年度美祢市一般会計決算、並びに平成２９年度
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美祢市農業集落排水事業特別会計決算が不認定となり、市民の市政に対する信頼の

回復に努めることを求める決議が可決されたところであります。 

 このことを受けて、執行部では、消費税の事務処理状況等の調査を行い、昨年１

２月２０日、市議会に調査結果を御報告いたしたところであり、その後、市民の皆

様への公表として、市ホームページに、不認定に係る措置及び調査報告書を掲載す

るとともに、市報「げんきみね。」２月号に、不認定に係る措置について掲載いた

しました。 

 また、消費税申告納付の遺漏を及び遺漏に起因する不適切な事務処理に際して、

関係職員に、文書または口頭による注意が行われたところであります。 

 上下水道事業管理者であります私は、調査報告書に、「「延滞税」及び「無申告

加算税」は、公費から支出すべきではなく、上下水道事業管理者の責任において負

担を検討すべき」と指摘されていることを真摯に受けとめ、農業集落排水事業の平

成２７年度事業年度分消費税、及び地方消費税に係る延滞税及び無申告加算税の相

当額４万円を、１２月２６日に個人として市に納入いたしました。 

 ここに改めて、市議会議員の皆様並びに市民の皆様に、さらには、市政に大きな

混乱を生じさせてしまったこと、また、御報告が遅れましたことにつきまして、心

からおわびを申し上げます。 

 今後は、市民の皆様からの信頼回復に鋭意努力してまいりますので、市議会議員

の皆様には、引き続き、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 御報告を終わります。 

○議長（荒山光広君）  市長より、所信表明演説を求めます。西岡市長。 

   〔市長 西岡 晃君 登壇〕 

○市長（西岡 晃君）  平成３１年第１回美祢市議会定例会におきまして、所信を申

し上げる機会をいただき、感謝を申し上げます。 

 まずは、昨年末から市政の停滞を招いてしまい、市民の皆様、議員の皆様には大

変御迷惑をおかけし、心より深くおわび申し上げますとともに、信頼回復のため鋭

意努めてまいります。 

 さて、私は、さきの市長選挙におきまして、多くの皆様の御支持をいただき、再

度市政を担わせていただくこととなりました。改めまして、私への期待の大きさを

強く感じておりますとともに、その責任の重大さに身を引き締め、しっかりと市長
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としての職を全うしていく所存でございます。 

 このたびの選挙を通じまして、御支持をいただいた以上に、厳しい御意見や御批

判もいただきました。その声に対しまして真摯に向き合い、これまで以上に、謙虚

に市政を運営してまいりたいと考えております。 

 私が、市長就任当初から掲げております五つの柱の「市民が主役のまちづくり」、

「住みたくなる、住み続けたいまちの創造」、「教育環境の充実」、「地域経済の

活性化、雇用の拡大」、「市行財政改革の推進」を第一次美祢市総合計画との整合

性を図りながら、さらに推進し、残り１年２カ月の任期中に、今までまいた種を一

つでも多く花を咲かせ、実を収穫し、市民の皆様に、市民としての充実感を実感し

ていただけるよう努力をしてまいります。 

 選挙期間中には、特に、子育て支援や福祉施策、地域の活性化といった声を多く

の市民の皆様からいただきました。 

 子どもには夢を、若者には希望を、高齢者には安心を、そして、地域には活力が

みなぎるように、一つずつ施策を積み上げて、市民の皆様の期待に応えるよう、私

は全力で取り組んでまいります。 

 結びに、今後の市政運営に対しまして、市民の皆様の御理解と御協力を賜ります

とともに、二元代表制の一翼を担っていただいております、議員の皆様と議論を深

めてまいります。 

 どうぞ、議員の皆様には、今後も御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げ、

私の所信といたします。 

○議長（荒山光広君）  日程第３、議案第３号から日程第３４、議案第３４号までを

会議規則第３５条の規定により一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。西岡市長。 

    〔市長 西岡 晃君 登壇〕 

○市長（西岡 晃君）  本日、平成３１第１回美祢市議会定例会に提出いたしました

議案３２件について、御説明を申し上げます。 

 議案第３号は、平成３０年度美祢市一般会計補正予算（第８号）であります。 

 このたびの補正は、各事業の決算見込みによる調整を行うとともに、債務負担行

為の補正及び年度内に完了が見込めない事業についての繰越明許費の設定、並びに

地方債の補正を行うものであります。 
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 まず、歳出から御説明いたします。 

 主なものについて費目ごとに申しますと、総務費では、特別職及び一般職に対す

る退職手当を追加するほか、庁舎等整備基金元本積立金を追加するなど、８，１４

６万９，０００円を追加しております。 

 次に、民生費では、過年度国県補助金精算返還金等を追加するほか、決算見込み

による調整により３，８５５万円を減額しております。 

 次に、衛生費では、病院事業局職員の退職手当に係る繰出金を追加するほか、決

算見込みによる調整により６，９９２万３，０００円を減額しております。 

 次に、労働費では、特定財源として、過疎対策事業債を充当したことによる財源

更正を行っております。 

 次に、農林費では、本年度の実績に鑑み、有害鳥獣捕獲奨励事業補助金等を追加

するほか、決算見込みによる調整により５，７４６万９，０００円を減額しており

ます。 

 次に、商工費では、市が主催する事業と併せて実施した秋芳洞等への観覧料減免

に伴う損失補填分として、観光事業特別会計繰出金を追加するほか、決算見込みに

よる調整により２，２７０万９，０００円を減額しております。 

 次に、土木費から公債費にかけては、各種事業の決算見込みによる調整により、

土木費では３，２７１万８，０００円を、消防費では５３２万４，０００円を、教

育費では５，０７３万３，０００円を、災害復旧費では１億３，６９２万３，００

０円を、公債費では２，３６６万３，０００円をそれぞれ減額しております。 

 以上が、歳出についての主な補正内容であります。 

 一方、歳入においては、決算見込みに基づき、市税及び使用料及び手数料を追加

するとともに、分担金及び負担金、国・県支出金等については、事業費の増減によ

り調整を行った結果、３億５，６５４万３，０００円を減額しております。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３億５，６５４

万３，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６８億６，８

６１万６，０００円とするものであります。 

 次に、繰越明許費につきましては、年度内に完了が困難と見込まれる事業６件に

ついて、総額１億３，１８９万５，０００円を平成３１年度へ繰り越す限度額の設

定をしております。 
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 次に、債務負担行為の補正であります。 

 本庁舎整備基本計画策定業務委託料及び看護師等奨学金貸付金について、限度額

の変更を行っております。 

 次に、地方債の補正であります。 

 過疎ソフト事業分として、福祉医療助成事業債など４件を追加するとともに、防

災対策事業債等、１０件について、事業費の減少等により変更及び廃止を行うもの

であります。 

 議案第４号は、平成３０年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）であります。 

 このたびの補正は、決算見込みに基づき、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ６９９万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４１億５，７７４万円とするものであります。 

 議案第５号は、平成３０年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第２号）であり

ます。 

 このたびの補正は、決算見込みに基づき、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１億１，６５２万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ６億９，３４９万１，０００円とするものであります。 

 議案第６号は、平成３０年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）で

あります。 

 このたびの補正は、決算見込みに基づき、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１億６５２万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４

億７，７２２万３，０００円とするものであります。 

 議案第７号は、平成３０年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２

号）であります。 

 このたびの補正は、決算見込みに基づき、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入

歳出それぞれ１，１６７万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ４億７，９９５万５，０００円とするものであります。 

 議案第８号は、平成３０年度美祢市水道事業会計補正予算（第２号）であります。 

 このたびの補正は、上野・秋吉水道統合整備事業による秋吉岩永地区の硬度低減

化事業において、当初予定しておりました消火栓設置工事が、来年度の実施になる
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ことから、消火栓設置負担金を減額し、負担金の減額による――よりふえる消費税

還付金を追加するものであります。 

 これにより、収益的収入において、営業外収益の消費税還付金を２５万２，００

０円追加し、収入合計を７億６，１３７万６，０００円とするものであります。 

 また、資本的収入において、負担金及び寄付金を３４０万円減額し、収入合計を

５億１，０８１万９，０００円とするものであります。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億９，４５２万３，

０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３，７５２万６，０

００円、及び過年度分損益勘定留保資金１，６８９万２，０００円、当年度分損益

勘定留保資金２億１，３８１万５，０００円並びに建設改良積立金２，６２９万円

で補填するものであります。 

 議案第９号は、平成３０年度美祢市病院等 

事業会計補正予算（第２号）であります。 

 このたびの補正は、収 

入において、業務予定量の決算見込みにより見直しを行うとともに、支出において

は給与費、材料費等の決算見込みによる調整を行うものであります。 

 まず、収益的収入及び支出において、収入では、美祢市立病院事業収益を２億２，

９９５万２，０００円、市立美東病院事業収益を１億５，５１９万３，０００円、

それぞれ減額し、収入総額を３７億４，１０４万５，０００円とするものでありま

す。 

 一方、支出では、美祢市立病院事業費用を２，２７４万円、市立美東病院事業費

用を１，９０７万８，０００円それぞれ減額し、支出総額を４０億２，４９７万円

とするものであります。 

 この結果、当年度純損失は２億８，４４９万２，０００円となる見込みでありま

す。 

 次に、資本的収入及び支出において、支出では、市立美東病院における医療機器

購入の入札減により１，４７０万３，０００円減額するとともに、収入では、企業

債を５５０万円減額し、これにより収入総額を４億４，２０７万６，０００円、支

出総額を６億６，０７５万３，０００円とするものであります。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億１，８６７万７，
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０００円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものであります。 

 議案第１０号は、平成３０年度美祢市一般会計予算であります。 

 新年度予算につきましては、厳しい財政状況の中、選択と集中の視点に立ち、限

られた財源を効果的・効率的に活用し、予算編成を行ったところであります。 

 なお、新年度予算は骨格予算として、人件費や扶助費等の義務的経費や施設管理

費などの経常的経費のほか、緊急性の高い事業の経費などにより編成していること

から、一般会計予算の総額は１４９億６，０００万円となり、前年度と比較して、

１５億８，０００万円の減となったところであります。 

 それでは、費目の順に従いまして御説明をいたします。 

 まず、議会費では、前年度比０．２％減の１億４，２９９万８，０００円を計上

しております。 

 次に、総務費では、前年度比０．５％増の１９億４，７１８万７，０００円を計

上しております。 

 次に、民生費では、前年度比０．５％減の４６億９８９万８，０００円を計上し

ております。 

 次に、衛生費では、前年度比６．６％減の２０億４，６１５万５，０００円を計

上しております。 

 次に、労働費では、前年度比１２％減の４，７６４万３，０００円を計上してお

ります。 

 次に、農林費では、前年度比５．５％減の９億４，４４９万２，０００円を計上

しております。 

次に、商工費では、前年度比１８．６％減の３億９，１８７万６，０００円を計

上しております。 

 次に、土木費では、前年度比１８．０％減の１０億２，１７３万１，０００円を

計上しております。 

 次に、消防費では、前年度比５１．８％減の９億３，８９０万１，０００円を計

上しております。 

 次に、教育費では、前年度比１２．４％減の１１億１，１３１万６，０００円を

計上しております。 

 災害復旧費では、前年度比４．５％増の２，１１１万円、公債費につきましては、
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前年度比４１．２％減の１７億１，８６９万３，０００円を計上しております。 

 次に、歳入について、主な内容を御説明いたします。 

 まず、市税は、前年度比４．１％増の３２億９，６９３万９，０００円を計上し

ております。 

 地方消費税交付金につきましては、本年１０月からの消費増税に伴い、前年度比

１０．３％増の４億９，５４９万９，０００円を計上しております。 

 地方交付税につきましては、合併算定替えの逓減等により、普通交付税の減少を

見込んでおり、前年度比３．３％減の５９億円を計上しております。 

 また、特定財源のうち、市債を除いた分担金・負担金・国県支出金等につきまし

ては、３４億８，５８３万６，０００円を計上しております。 

 市債につきましては、前年度比と比較して０．９％減の９億２，８８０万円を計

上しております。 

 このほか、繰入金では、財政調整基金を４億４，０００万円、ゆたかなまちづく

り基金を９，０００万円、ふるさと美祢応援基金を５，７３８万円、ふるさと人財

育成基金を３９３万９，０００円繰り入れ、繰入金合計では５億９，３９３万９，

０００円を計上しております。 

 次に、債務負担行為につきましては、介護人材就職支援事業ほか５件について新

規に設定し、地方債においては、社会福祉協議会運営補助事業債ほか１２件の限度

額設定を行っております。 

 以上が、平成３０年度美祢市一般会計予算の主な内容であります。 

 続きまして、議案第１１号は、平成３１年度美祢市国民健康保険事業特別会計予

算、議案第１２号は、平成３１年度美祢市観光事業特別会計予算、議案第１３号は、

平成３１年度美祢市環境衛生事業特別会計予算、議案第１４号は、平成３１年度美

祢市住宅資金貸付事業特別会計予算、議案第１５号は、平成３１年度美祢市農業集

落排水事業特別会計予算、議案第１６号は、平成３１年度美祢市介護保険事業特別

会計予算、議案第１７号は、平成３１年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計予算

であります。 

 以上、７つの特別会計の予算額は、８１億９，０１９万４，０００円であり、そ

れぞれの事業の推進に鋭意取り組んでまいります。 

 議案第１８号は、平成３１年度美祢市水道事業会計予算であります。 
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 水道事業会計においては、合併時からの最重要課題でありました、美祢、美東、

秋芳の３地域で異なる水道料金体系を、平成３０年度に統一したところであります。 

 この新料金体系では、企業や事業所等の事業者が使用されている大口径メーター

の料金について、一定の引き上げを行う一方で、一般家庭が需要者である小口径メ

ーターの料金水準は、美祢地域の水準にそろえたことにより、料金収入総額は、統

一前とほぼ同一水準と見込んでおりました。 

 しかしながら、人口減少等による水道事業の減少により、水道料が想定以上に減

少していることから、平成３１年度の給水収益は、対前年度比９８８万１，０００

円の減、マイナス２．３１％の減としたところであります。 

 さらには、動力費及び薬品費等の費用の値上がりの中で、経営は圧迫されている

ことから、平成３１年度当初予算は、現行の料金体系のもと、赤字の予算を組んだ

ものであります。 

 また、このたびの予算は骨格予算でありますが、計画に基づき進めている建設改

良事業と維持管理が主なものであるため、ほとんどの事業を計上をしております。 

 主な事業を申しますと、まず、上野・秋吉地区水道統合整備事業の秋吉岩永地区

硬度低減化事業については、配水管布設及び相川橋や徳定橋等の橋梁添架と新配水

池の実施設計を行う計画であります。 

 また、水道未普及地域解消事業では、上田代地区の給水開始を７月ごろに予定を

しております。 

 そのほかには、引き続き、国庫補助耐震化事業の於福及び厚保地区老朽管布設替

え等の事業を進めることとしております。 

 さて、平成３１年度の業務の予定量としましては、給水戸数１万１７５戸、年間

の給水量は、前年度比９６．９％の２６６万７，０００立方メートルとするもので

あります。 

 次に、業務の予定額であります。 

 まず、収益的収支につきましては、収入では、営業収益４億２，５５９万３，０

００円、一般会計からの繰入金及び長期前受金戻入を主とした営業外収益３億６，

４８２万８，０００円を計上し、収入総額を７億９，０４２万１，０００円として

おります。 

 一方、支出では、営業費用を７億３８０万５，０００円、営業外費用等を４，６
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０４万２，０００円計上し、支出総額を７億４，９８４万７，０００円としており

ます。 

 この結果、税抜きの収益的収支は、当年度純損失３，８７５万円を予定しており

ます。 

 次に、資本的収支につきましては、収入では、水道未普及地域解消事業や上野・

秋吉地区水道統合整備事業等に充当する企業債７億２，９００万円、於福地区・厚

保地区の老朽管更新事業等への国庫支出金１億３，６０７万９，０００円を計上し、

収入総額を８億６，５０７万９，０００円としております。 

 一方、支出では、上野・秋吉地区水道統合整備事業に４億８，１６０万円、於福

地区・厚保地区の老朽管更新事業２億２１０万２，０００円に配水管及び機械装置

等の更新を加え、建設改良費を９億４，７０６万５，０００円、企業債償還金等を

２億１，４７９万４，０００円とし、支出総額を１１億６，１８５万９，０００円

としております。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億９，６７８万円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金

及び建設改良積立金で補填するものであります。 

 今後の事業経営に当たりまして、財産基盤の強化に図り、安定経営に努めてまい

るためにも、事業継続に必要な適正な料金を検討し、今後の料金改定を見据えてい

きたいと考えております。 

 こうしたことにより、美祢市水道ビジョンに掲げた目標「おいしくて安心とどけ

る美祢の水」を、安全・強靭・持続という三つの観点から具現化し、信頼される水

道事業であり続けるよう努めてまいります。 

 議案第１９号は、平成３１年度美祢市公共下水道事業会計予算であります。 

 平成３０年度の業務予定量ですが、年間の総処理水量は、約９０万２，０００立

方メートル、下水道使用戸数は、前年度から４４戸増加の３，９４９戸であります。 

 主な事業としましては、長寿命化計画に基づく処理場の改築更新業務、また、同

計画の後継計画となるストックマネジメント計画の策定を進めることとしておりま

す。 

 まず、収益的収支につきましては、収入では、営業収益を１億５，７７６万４，

０００円、一般会計からの繰入金と、長期前受金戻入を主とした営業外収益を４億
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２，４６９万７，０００円計上し、収入総額を５億８，２４６万１，０００円とす

るものであります。 

 一方、支出では、営業費用を４億９，９２６万８，０００円、営業外費用等を５，

１２１万３，０００円を計上し、支出総額を５億５，０４８万１，０００円として

おります。 

 この結果、収益的収支は、予算ベースの税抜き当年度純利益を２，０８８万２，

０００円と見込んでおります。 

 次に、資本的収支につきましては、収入では、長寿命化計画による更新事業等に

充当する企業債７，７２０万円、国庫補助金１億３，７２１万７，０００円、一般

会計からの出資金等を１億７，２５８万８，０００円計上し、収入総額を３億８，

７００万５，０００円としております。 

 一方、支出では、今年度に引き続き、処理場等長寿命化計画による工事等の建設

改良費を２億７，２８０万３，０００円、企業債償還金等を２億６，７２５万円計

上し、支出総額を５億４，００５万３，０００円としております。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億５，３０４万８，

０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘

定留保資金で補填することとしております。 

 事業経営に当たりましては、引き続き、地方公営企業の理念に基づき経営基盤の

強化を図りながら、水環境保全と市民の皆様に快適な生活を提供するために、力を

尽くしてまいる所存であります。 

 議案第２０号は、平成３１年度美祢市病院等事業会計予算であります。 

 全国的な医師を初めとする医療スタッフの不足の影響から、自治体病院を取り巻

く環境の厳しさは依然として続いております。このような中、美祢市立２病院は、

「新美祢市病院改革プラン」に基づき、この将来像である「市民が受診したくなる

病院、医師にとって魅力のある病院」となることを目指し、本市の地域医療や地域

包括ケアシステムの中核的役割を担い、持続的かつ安定的な経営を目指して取り組

みを進めているところであります。 

 さて、平成３１年度の予算についてであります。 

 業務量として、１日平均の患者数及び利用者数を、美祢市立病院においては入院

１２０．７人、外来は透析を含めて１８０．３人、一方、市立美東病院においては
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入院８７．２人、外来は１２７．３人と見込み、介護老人保健施設においては入所

６４人、短期入所４人、通所１９人と見込み、また、訪問看護ステーションにおい

ては、利用者を２６人と見込んでおります。 

 まず、収益的収入及び支出についてであります。 

 収入では、病院事業収益として、病院医業収益３１億４，４６４万８，０００円、

病院医業外収益５億９，０９５万１，０００円、病院経営改革事業収益５０万円、

合計で３７億３，６０９万９，０００円を見込むとともに、介護老人保健施設事業

収益として、介護老人保健施設事業収益３億６，６７６万７，０００円、介護老人

保健施設事業外収益２，９０２万６，０００円、合計で３億９，５７９万３，００

０円を見込み、また、訪問看護事業収益として、訪問看護事業収益５２万円、訪問

看護事業外収益２８７万４，０００円、合計で５，３０７万４，０００円を見込み、

これにより、収入総額を４１億８，４９６万６，０００円とするものであります。 

 一方、支出では、病院事業費用として、病院医業費用３５億３，２８１万７，０

００円、病院医業外費用６，２０７万円、病院経営改革事業費用６，７９３万４，

０００円、予備費４００万円、合計で３６億６，６８２万１，０００円を見込むと

ともに、介護老人保健施設事業費用として、介護老人保健施設事業費用３億８，５

９１万５，０００円、介護老人保健施設事業外費用５１５万１，０００円、予備費

１００万円、合計で３億９，２０６万６，０００円を見込み、また、訪問看護事業

費用として、訪問看護事業費用５，２９５万８，０００円、予備費１０万円、合計

で５，３０５万８，０００円を見込み、支出総額を４１億１，１９４万５，０００

円とするものであります。 

 次に、資本的収入及び支出についてであります。 

 収入では、病院事業において、企業債１億５，３２０万円、負担金１億８，５４

５万９，０００円、合計で３億３，８６５万９，０００円を見込むとともに、介護

老人保健施設事業において、負担金１，５９１万６，０００円、出資金３，０００

万円、合計で４，５９１万６，０００円を見込み、収入総額を３億８，４５７万５，

０００円とするものであります。 

 一方、支出では、病院事業において、建設改良費１億６，３５５万６，０００円、

企業債償還金２億８，８１１万７，０００円、合計で４億５，１６７万３，０００

円を見込むとともに、介護老人保健施設事業において、企業債償還金３，１５６万
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６，０００円を見込み、支出総額を４億８，３２３万９，０００円とするものであ

ります。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額９，８６６万４，０

００円は、過年度分損益勘定留保資金と当年度分損益勘定留保資金で補填すること

としております。 

 議案第２１号は、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

てであります。 

 これは、長時間労働の是正のための措置として、超過勤務命令の上限設定等に関

する必要な事項を規則で定めることについて、規定を追加するものであります。 

 なお、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものであります。 

 議案第２２号は、消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定についてであります。 

 これは、平成３１年１０月１日から、消費税及び地方消費税の税率が、８％から

１０％に引き上げられることに伴い、使用料等に係る条例について、所要の改正を

行うものであります。 

 改正を行う条例は、美祢市行政財産使用料徴収条例、美祢市十文字工業団地水道

供給事業給水条例、美祢市下水道条例、美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に

関する条例、美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例、美祢市環境衛生施

設整備事業受益者負担金賦課徴収条例、美祢市道路占用条例、美祢市準用河川流水

占用料等徴収条例、美祢市給水条例、美祢市病院等事業使用料手数料条例でありま

す。 

 議案第２３号は、美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

てであります。 

 これは、平成３１年３月３１日をもって閉校する豊田前中学校、城原小学校の体

育館及び運動場、赤郷小学校の体育館を体育施設として活用するため、所要の改正

を行うものであります。 

 なお、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものであります。 

 議案第２４号は、美祢市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてで

あります。 

 これは、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布さ
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れたことに伴う改正であります。 

 改正の主な内容は、災害援護資金について、東日本大震災の特例により、保証人

がいない場合でも貸し付けが認められたこと等を踏まえ、政令における保証人条項

が削除されたことから、条例において、所要の改正を行うものであります。 

 また、償還方法については、これまでの年払い、半年払いのほか、月払いを追加

しております。 

 なお、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものであります。 

 議案第２５号は、美祢市介護保険条例の一部改正についてであります。 

 これは、平成３１年１０月１日から、消費税及び地方消費税の税率が１０％に引

き上げられることに伴い、公費による低所得者への保険料軽減の仕組みを強化する

ため、所要の改正を行うものであります。 

 なお、この条例は、規則で定める日から施行するものであります。 

 議案第２６号は、美祢市環境保全条例の一部改正についてであります。 

 これは、環境保全条例に規定する公害防止協定を地域の環境保全のみならず、地

球温暖化対策など地球環境にも配慮した、新たな環境課題に対応できる環境保全協

定に変更するため、所要の改正を行うものであります。 

 なお、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものであります。 

 議案第２７号は、美祢市営住宅条例の一部改正についてであります。 

 これは、市営住宅祖父ケ瀬団地において、老朽化の著しい１棟を解体したことに

より、団地内戸数が減少したことから、所要の改正を行うものであります。 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行するものであります。 

 議案第２８号は、美祢市上下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について

であります。 

 これは、平成２７年度から事業を進めております、於福町田代地区の水道拡張事

業において、平成３１年７月ごろに、上田代地区への給水が開始できる見込みであ

ることから、給水区域に栗ケ原、上田代、下田代、大明の一部を加える改正であり

ます。 

 なお、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものであります。 

 議案第２９号は、美祢市水道布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事等

を定める条例の一部改正についてであります。 
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 これは、技術士法施行規則の一部改正により、資格試験の選択科目が改正された

ことから、条文中の布設工事監督者の資格要件を改めるものであります。 

 なお、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものであります。 

 議案第３０号は、山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び共同処理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更についてであり

ます。 

 これは、養護老人ホーム秋楽園組合が解散により、平成３１年３月３１日限りで

山口県市町総合事務組合から脱退し、また、平成３１年４月１日から、光市及び光

地区消防組合が、公平委員会の設置及び公平委員会の権限に関する事務を共同処理

する団体に加わることに伴い、同組合規約を変更することについて、関係地方公共

団体と協議するため、地方自治法第２９０条の規定により市議会の議決を求めるも

のであります。 

 議案第３１号は、山口県市町総合事務組合の財産処分についてであります。 

 これは、養護老人ホーム秋楽園組合が、山口県市町総合事務組合の退職手当支給

事務を共同処理する団体から離脱することに伴う財産処分について、地方自治法第

２９０条の規定により市議会の議決を求めるものであります。 

 議案第３２号は、美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更についてであります。 

 これは、美祢市過疎地域自立促進計画に記載しております事業計画に、新たに、

田代コミュニティセンター水道通水事業を追加することについて、過疎地域自立促

進特別措置法第６条第７項において準用する同条第１項の規定により、市議会の議

決を求めるものであります。 

 議案第３３号は、美祢市副市長の選任についてであります。 

 現在、空席となっております美祢市副市長に、波佐間敏氏を、２月２７日をもっ

て選任いたしたいので、地方自治法第１６２条の規定により市議会の同意を求める

ものであります。 

 議案第３４号は、人権擁護委員の推薦について、意見を求めることについてであ

ります。 

 これは、人権擁護委員の大橋瑞枝氏、刀禰信子氏が平成３１年６月３０日をもっ

て任期満了となりますことから、再度、大橋瑞枝氏、刀禰信子氏を候補者として推

薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、市議会の意見を求める
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ものであります。 

 以上、提出いたしました議案３２件について、御説明申し上げましたが、御審議

の上、御議決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（荒山光広君）  これにて、提案理由の説明を終わります。 

 この際、１１時５分まで休憩いたします。 

午前１０時５２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１１時０５分再開 

○議長（荒山光広君）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 先ほどの提案理由の説明の中で、読み違いがあったようでございますので、訂正

をお願いいたします。西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  先ほどの提案説明の中で、５点ほど言い間違いがございまし

たので、訂正をさせていただきたいと思います。 

 まず、美祢市立病院の資本的収入及び支出において、支出総額を６億６，０７５

万３，０００円と申しましたが、正確には、５億６，０７５万３，０００円でござ

います。 

 また、一般会計予算の消防費において、前年度比５１．８％減と申しましたが、

５１．８％増が正しく――でございます。 

 また、一般会計の最後の締めでございます、平成３１年度美祢市一般会計補正予

算の主な内容でありますといったところを、３０年度と申しました。３１年度が正

解でございます。 

 また、水道事業におきまして――議案第１９号の公共下水道事業会計であります

が、ここも平成３１年度が正しいところ、３０年度と申しました。 

 また、訪問看護事業収益でございますが、５２万円と申しましたが、正確には、

５，０２０万円の誤りでございます。 

 以上、５点を訂正させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  これより、議案の質疑に入ります。日程第３、議案第３号平

成３０年度美祢市一般会計補正予算（第８号）の質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３号は、所管の委員会に付託いたします。 

 日程第４、議案第４号平成３０年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第５、議案第５号平成３０年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第２号）

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第６、議案第６号平成３０年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第７、議案第７号平成３０年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第８、議案第８号平成３０年度美祢市水道事業会計補正予算（第２号）の質

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（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第９、議案第９号平成３０年度美祢市病院等事業会計補正予算（第２号）の

質疑を行います。質疑はありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１０、議案第１０号平成３１年度美祢市一般会計予算の質疑を行います。

質疑はありませんか。竹岡委員。 

○１４番（竹岡昌治君）  若干、資料要求をしたいと思うんですね。これは、予算委

員会のところで結構なんですが、まず今回、消防署のことも出ております。 

 まず、大嶺高の跡地にですね、消防署を移転、改築するということに、一連の資

料要求をしたいと思うんです。 

 一つは、まず市長、副市長に、恐らく協議をされたと思うんですね。そこで位置

を決定、最終的にはされたと思います。その辺の一連の――大嶺高の跡地にすると

いう決定に対しての、事業の意思決定へのプロセスを開示をお願いをしたいと思い

ます。 

 それから、教育委員会のほうには、小中一貫教育という答弁が１２月に、じつは

あったわけであります。教育長のほうからありました。これに関して、どのような

協議をしながら消防署を容認されたのか、それが大きく２点目でございます。 

 それから３点目が、それに関連して、教育長は、中学校の敷地に十分小学校を建

てられるんだと、こういうお話でございました。その辺の土地利用についての、恐

らく設計図もあるだろうと思いますし、そうした関連のもの。 

それからドクターヘリ、それから救急車の吹鳴等――サイレンの吹鳴等、近隣の

住民の皆さんにどのような説明をし、どのような内容で回答があったのか。相当、

あの付近の……あれがあろうと思うんですね、住民の皆さんの御意見も。その辺に

ついて、いつどのようにやられたのかということを、時系列でお願いをしたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  執行部のほう、資料請求よろしいでしょうか。（発言する者

あり） 

 その他質疑はございませんか。岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  それでは、今後の市政運営ということで、財政面で、何点か

説明してまいりたいと思います。 
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 特に、基金残高の推移ということで、ちょっと質問するんですけど、その前に、

美祢市の市民税が、平成３０年度より３１年度当初予算額としては少しふえてきて

いるということで、８４１万程度ふえるということで、非常に私はいいことである

と思っておりますけれども、これは、国において有効求人倍率も１．６４と言われ

ておりまして、それは若い女性の社会進出と高齢者の雇用が拡大したということで、

こういう形でふえてきていると思っております。 

 それで、それらも勘案しながら、今後の基金残高の推移。この平成３１年度当初

予算について、今、市長のほうからも説明がありましたけれども４億４，０００万

円、これを取り崩しということで、残高が２４億あったものが４億４，０００万円

取り崩すということで、２０億１，０００万円程度になります。 

 それで、財政調整基金というものを美祢市の財政ベースから見たならば、十四、

五億円程度はないといけないという、以前説明があったんではないかと、このよう

に思っております。 

 それで今後、財政調整基金、使い勝手がいいわけでございますけれども、そうい

った基金残高の推移。そして昨年度は、減債基金１０億円を使ってふり入れて、残

りが２億８，０００万円ということで、今後、市庁舎の建設とその基金は、市庁舎

等整備基金７億５，０００万円、今ありますけど、こういったところを今後、建設

でなくなるということで、今後、美祢市の基金残高が十二分に保留されていないと、

さまざまな面での行政、財政の面で、非常に硬直してしまう可能性があるわけです

ね。 

 そういったバランスをしっかりと見ながら、基金等残高というものを、今後、ど

う推移させていこうと思っているのか、どの程度財政調整基金、そして他の基金を

どの程度、美祢市として保留していくことが大事であるか、その辺の計画性という

ものがあるかどうか、この２点を御説明していただきたいと思います。 

○議長（荒山光広君）  竹内財政課長。 

○総務部財政課長（竹内正夫君）  ただいまの岡山議員の御質問に対しまして、お答

えをしたいと思います。 

 まず、平成３１年度の当初予算案における基金の取り崩しについてでございます

が、岡山議員のおっしゃいますとおり、当初予算におきまして、財政調整基金を４

億４，０００万円取り崩しております。 
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 これについては、当初予算編成時における予算不足を埋めるものというふうに考

えていただいて結構でございます。 

 それから、基金残高の推移でございますが、平成２９年度におきましては、６５

億８，６００万円程度、総額として基金の残高ございまして、これについては、財

政計画で基金の推移の計画は立てておりますが、基金の集計のタイミングもござい

ますけども、おおむね財政計画どおりの残額というふうになっております。 

 そして、平成３０年度におきましては、減債基金を、三セク債等の繰り上げ一括

償還を行った関係で１０億７，１２０万円程度取り崩しておりますが、その他の基

金につきましても、計画的に、政策的に取り崩す内容というものになっておりまし

て、平成３０年度決算見込みにおきましても、おおむね財政計画の範囲内、大体の

見込みの範囲内で推移していこうと考えております。 

 ３１年度におきましても、当初予算編成時におきましては４億４，０００万円ほ

ど、財政調整基金を財源不足に充てるように予算編成をしていく予定にしておりま

すけども、最終的には、決算で事業のあり方でありますとか、財源のほうの捻出

等々を工夫いたしまして、最終的には、取り崩しがほとんどないような形の決算を

迎えたいと考えており、全体的には基金の推移については、財政計画の予定の範囲

内で推移しているということでございます。 

 基金については以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  財政課長から説明がありましたけれども、いたずらに不安を

あおっていくということはよろしくないことであって、推移どおりなっているとい

う説明もありました。 

 一方、この一般会計、特別会計、企業会計、こういったところの起債については、

実際、平成３０年に合わせて全部の起債が２５４億７，０００万円でありまして、

今後、この推移を見てみますと、２０億――２７３億円程度にふえるということで、

そういった面で、どんどん起債を返していくための公債費なんかも上昇してきます

し、今後、そういったところを非常に考えてみると、今後、この基金というものが、

私は四、五年ぐらいたてば、２９年度、６５億８，０００万円ぐらいあったものが、

今後四、五年したら、本当に２０億、半分以下になってしまう可能性もあるなって、

そのようにちょっと可能性もあるなっていうことを感じております。 
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 今後、これ今また財政課長に説明するというのも、さっき言われたとおりで、同

じ答えになってくると思いますけれども、議会側としては、その辺をしっかりと今

後とも対処を見て、是々非々で対応してまいりたいと思います。答弁はいいです。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  その他質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１１、議案第１１号平成３１年度美祢市国民健康保険事業特別会計予算の

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（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１２、議案第１２号平成３１年度美祢市観光事業特別会計予算の質疑を行

います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１３、議案第１３号平成３１年度美祢市環境衛生事業特別会計予算の質疑

を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１４、議案第１４号平成３１年度美祢市住宅資金貸付事業特別会計予算の

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（荒山光広君）  質疑なしと認め質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１５、議案第１５号平成３１年度美祢市農業集落排水事業特別会計予算の

質疑を行います。質疑はありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１６、議案第１６号平成３１年度美祢市介護保険事業特別会計予算の質疑

を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１７、議案第１７号平成３１年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計予算

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１８、議案第１８号平成３１年度美祢市水道事業会計予算の質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１９、議案第１９号平成３１年度美祢市公共下水道事業会計予算の質疑を

行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１９号は、所管の委員会へ付託いたします。

日程第２０、議案第２０号平成３１年度美祢市病院等事業会計予算の質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２１、議案第２１号美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改

正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２２、議案第２２号消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２３、議案第２３号美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２４、議案第２４号美祢市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正に

ついての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２５、議案第２５号美祢市介護保険条例の一部改正についての質疑を行い

ます。質疑はありませんか。三好議員。 

○８番（三好睦子君）  所管の委員ではありますが、１点ほどお尋ねいたします。 

 先ほどの市長の提案説明の中で、保険料の軽減は公費でということでしたが、予

算書の４９１ページなんですが、これを見ましたが、国庫支出金は減額になってい

ますが、公費の財源はどの部分でしょうか。 

○議長（荒山光広君）  河村高齢福祉課長。 

○市民福祉部高齢福祉課長（河村充展君）  ただいまの三好議員の御質問にお答えし

ます。 

 この公費の関係につきましては、国、県から公費が入ってくるようになりますが、

一般会計の中で処理することになりますので、一般会計のほうをごらんいただけれ

ばと思います。 
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○議長（荒山光広君）  その他質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２６、議案第２６号美祢市環境保全条例の一部改正についての質疑を行い

ます。質疑はありませんか。竹岡議員。 

○１４番（竹岡昌治君）  これも資料要求なんですが、市長の今の提案説明の中では、

公害防止協定を環境保全協定に変更すると。私も単純にそれだけかなと思ったら、

提案理由は「地域の環境保全のみならず、地球温暖化対策など地球環境にも配慮し

た、新たな環境課題に対応できる」と、こう書いてあるんですね。 

 その辺で、新旧の協定っていいますか、それから、新たな環境問題に対応できる

と、この辺の参考資料を、所管の委員会で結構でございますので、資料要求をした

いというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  執行部のほう、よろしいでしょうか。その他質疑はありませ

んか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２７、議案第２７号美祢市営住宅条例の一部改正についての質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２８、議案第２８号美祢市上下水道事業の設置等に関する条例の一部改正

についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２９、議案第２９号美祢市水道布設工事監督者が監督業務を行う水道の布
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設工事等を定める条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３０、議案第３０号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び共同処理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更につい

ての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３１、議案第３１号山口県市町総合事務組合の財産処分についての質疑を

行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３２、議案第３２号美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更についての質

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（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 波佐間上下水道事業管理者の退席を求めます。 

   〔上下水道事業管理者 波佐間 敏君 退席〕 

○議長（荒山光広君）  日程第３３、議案第３３号美祢市副市長の選任についての質

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（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３３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いたしたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 これより、議案第３３号の討論を行います。本案に対する御意見はございません

か。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第３３号を採決いたします。本案について、原案のとおり同意す

ることに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は同意されました。 

 波佐間上下水道事業管理者の復席を許可いたします。 

   〔上下水道事業管理者 波佐間 敏君 復席〕 

○議長（荒山光広君）  波佐間上下水道事業管理者におかれましては、ただいま議会

におきまして、副市長の選任に同意されましたのでお知らせいたします。 

 それでは、御挨拶をお願いいたします。 

○上下水道事業管理者（波佐間 敏君）  議長のお許しをいただきましたので、一言

御挨拶させていただきます。 

 ただいま副市長の選任につきまして、市議会の御同意を賜り、まことにありがと

うございます。 

 もとより浅学非才の私ではありますが、身に余る光栄でありますとともに、その

職責の重さに身の引き締まる思いがいたしております。 

 これから、市長の補佐役として、微力ながら、市民福祉の向上のために誠心誠意

取り組んでいく考えでありますので、市議会の皆様には、今後とも御指導、御鞭撻

を賜りますよう心からお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。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（荒山光広君）  日程第３４、議案第３４号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３４号は、会議規則第
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３７条第３項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 これより、議案第３４号の討論を行います。本案に対する御意見はございません

か。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第３４号を採決いたします。本案について、原案のとおり同意す

ることに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意さ

れました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。 

   午前１１時３５分散会 

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 
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   上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

       平成３１年２月２６日 

 

            美祢市議会議長 

 

            会議録署名議員 
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