
第三日  平成二十一年十二月十七日   開 議 午前十時 

 

○議長（齋藤惠一君） 

おはようございます。 

ただいまの出席議員数は十八名であります。定足数に達しておりますので、

ただいまから本日の会議を開きます。 

日程第一、議案第七十三号藤崎町税条例の一部を改正する条例案を議題とい

たします。 

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

これから議案第七十三号を採決いたします。議案第七十三号は原案のとおり

決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（齋藤惠一君） 

  異議なしと認めます。よって、議案第七十三号は原案のとおり可決されまし

た。 

日程第二、議案第七十四号藤崎町農業集落排水処理施設条例の一部を改正す

る条例案を議題といたします。 

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。浅利君。 

討論であります。 

○十四番（浅利直志君） 

  議案の第七十四号は、農業集落排水事業会計の使用料の値上げについてでご

ざいます。企業会計上は、使用料の値上げもやらざるを得ないという段階であ

るということは、認めざるを得ないと思います。しかしながら、現在の農業の

状態、産業の状態、あるいは雇用をめぐる状態、並びに町民税を初めとした住

民負担がふえているという、そういう中では、三割値上げということではなく

て、約半分ほどにして、値上げを抑えて生活防衛といいますか、住民負担を軽

くするという方向をやるべきだというふうに思っております。財源としては、

企業会計上は水道会計からも借りている。今後も借り入れもしなければならな

いということも想定されているわけでありますので、一般会計からの基準外の

繰り出しをふやして対応すると。一般会計も大変でしょうけれども、そういう

対応をしていくということでやる必要があるのではないかということで、本議
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案に同意できません。賛成できません。 

○議長（齋藤惠一君） 

  次に、原案に賛成の発言を許します。（「なし」の声あり）これで討論を終

結いたします。 

これから議案第七十四号を採決いたします。この採決は起立によって行いま

す。議案第七十四号を原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（齋藤惠一君） 

起立多数であります。よって、議案第七十四号は原案のとおり可決されまし

た。 

日程第三、議案第七十五号藤崎町下水道条例の一部を改正する条例案を議題

といたします。 

これから質疑を行います。浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

  町長または上下水道課長にお聞きいたします。 

農業集落排水事業については、会計上も大変厳しいという、そういう状況で

あります。三〇％値上げしたとしても、まだ経常経費というか、それにかなり

不足しているという状況であります。それで、集落排水についても榊地区、常

盤地区だとかは八〇％になったり、下水道についても市街地については八割近

いとか、そういう状況も生まれているわけでありますけれども、連動して料金

は約三割引き上げるということであります。区分を細かくしたということにつ

いては評価もしたいと思っておりますんですけれども、今後集排と連動もして

値上げもして、また連動しているということもあるんで、集排の施設について

は例えば常盤の小学校の近くの処理場なんかは、脱水機能もあるので、フル稼

働のような状態であります。老朽化もしてきていると、処理能力もなくなって

いると。既に榊では施設の更新もしているわけですよ、処理場の。こういうこ

とが今後とも相当数続出してくるということが想定されるわけであります。 

私がお聞きしたい第一点は、そういう集落排水から下水道の方につなぐとい

うようなことも政策的には方向性としては考えていかなければならない、もう

そういう時期なのかなというふうにも思います。その点についてどういうふう

な方向づけなり、方向性なりを持っているのかということ。 

もう一点、加入率を上げなければならないというのはだれもが思っているわ

けです。加入率八割のところを五％上げるとか、五割のところは一〇％上げて
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もらうとか、そういう全体として上げなければならないわけですけれども、町

のいわゆる設備投資、百万円なら百万円しなければならないという場合もある

わけです。その場合の借り入れをして、利子補給ですね。工事をやってから三

年以内だよという、これをもっと弾力的に、早い話五年たってでも利子補給ぐ

らいはするという呼び水ぐらいは必要ではないかなというふうに思っておるん

ですけれども、その点についてはどうでしょうか。二点ですね、下水道と集落

排水の接続の問題、それから借り入れた場合の利子補給、借り入れの条件緩和

ですね。この点について町長並びに担当課長にお聞きいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

  町長。 

○町長（小田桐智高君） 

  お答えいたします。 

  住民の暮らしの改善といいますか、安心して快適に暮らしていただくために

も一番大事な施設の中に上下水道ということがあるわけであります。インフラ

を代表する整備であります。藤崎地区、常盤地区下水道事業で整備されるもの、

それから農集排で整備されるもの、これは形態の割合というのはちょっと両地

区で違うんですけれども、これはふだん担当課とも話しておりますけれども、

常盤地区の場合、今お話しされたと思いますけれども、特に住居の立地の状態

が最近また変化しているようで、集排でカバーする地域外にも立地されている。

住居が建ってきている状況、それをどうするか。それから、若柳地区、編入さ

れた地区をどうするか。日ごろ何回も協議を重ねているところであります。一

番町として効率のいいそれらの住宅地域や住居をどうやってカバーしたらいい

か、あるいはまた工業団地といいますか、東和電気さんのあたりの商業地域の

カバーもどうしたらいいかということも念頭に入れながら、特に常盤地域の下

水道処理体制をどうすればいいのかということは大きな懸案として計画、ある

いは検討しているところであります。今詳しくは担当課から説明があると思い

ますけれども、私もこの問題につきましては、非常に何といいますか大きな問

題として解決をしていかなければならないというふうにとらえております。 

下水道事業でやっていくためには、管を長くしなければならないという問題

が出てくるし、集排でやるにしても、供用範囲を、それを網羅するには、もっ

と大きくしなければいけないというような問題、それから既存の施設の老朽化、

新築といいますか、改築といいますか、そういう問題も含めまして、それから

若柳地区の問題もどうしたらいいのかということもあります。新政権になりま
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して、下水道事業や農集排の問題は、地方に任せるというような何か情報もあ

るやに聞いておりますので、その辺も十分慎重に見ながらこの我々の生活に、

快適な暮らしをする上で一番需要なインフラ整備については隅から隅までとい

いますか、藤崎町全域に整備を敷いていくという、それをやっぱり確立しなけ

ればならないというふうに考えております。非常に大きな問題として、日ごろ

検討しておるところであります。 

詳しくはもっと担当の方から答えがあると思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（齋藤惠一君） 

  上下水道課長。 

○上下水道課長（根岸鉄二君） 

  浅利議員の今町長の方から全般的な答弁がありましたけれども、細部につき

まして、私の方からお答えしたいと思います。 

まず、集落排水とこれは公共下水道ですけれども、この兼ね合いなんですが、

今後集落排水におきましては、先ほど浅利議員より話しありましたように、榊

の処理場においては機能強化が終了いたしました。ただし、この後、集落排水

施設、あと六カ所ほどあるわけでございますが、これが年数たつにつれ順次機

能強化が必要だと。先駆け、もうとりあえず常盤処理区におきましては、もう

機能強化しなければ維持費が増大しているという状況にもあるわけです。常盤

処理区におきましては、計画といたしまして、二十三年度において機能強化を

したいということで事業は進めているわけでございますが、現在の事業会計の

経営状況、これは一般質問でもお答えいたしましたとおり、厳しい状況にあり

ます。この状況を考えていきますと、将来的には公共に接続できるものであれ

ば、そちらの方で検討していきたいと。 

ただし、これは流域との関連ということになりますが、一部そういう話し合

いは若干持たれてはおります。しかしながら、今のところは本格的にそういう

方向でという方向性はまだ全体的には岩木川流域の中では進んではおりません。

ただ、費用面からいきますと、処理場を七つも抱えているという状況にある中

で、どうしても将来的にはまとまった処理場で処理できるものであれば、そう

いう方向性を検討していく必要があるものと考えております。 

それから、加入率の促進ということで、今までは供用開始した後、三年以内

に接続すれば無利子で貸し付けが受けられますよという制度で促進を図ってき

たわけでございますが、三年以後は借り入れはできますけれども、無利子のも
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のはございませんよということで今まで来ているわけでございます。ただ、経

済情勢、国の経済情勢も今皆さんもご存じのとおり、景気はよくなる兆しがい

まだ見えていない状況の中で、今値上げを利用者にお願いするわけですが、こ

れが足かせになって、加入率促進がとまらないよう、有利子でなく無利子とい

う方向性も考えていく必要があるのかなと。ただし、今の事業会計の経営状況

におきましては、事業会計単独でその利子補給をしていくという状況には今の

時点ではございません。ただこれに関しましては、これは財政当局との協議も

必要なわけですけれども、もしできるものであれば、財政当局との話の中でそ

ういうものも検討していく必要があるのかなと、そういうふうに考えておりま

す。 

○議長（齋藤惠一君） 

  ほかにありませんか。浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

  今、利子補給の点で、借りないで自前でやるというような人はかなりの部分

やっている部分もあるわけで、あるいはまた、自家用の単独浄化槽といいます

か、それでやっているからいいわという人も実際あるわけです。そういう人に

対する加入の促進の対策というのもまた考えていかなければならない。土台は

担当課を含めた加入のメリットなり、必要性なり、そういうのを訴えるという

か、お知らせするというか、そういう機会をどんどんふやしていくということ

が土台になるんだと思いますけれども、利子補給、借りてでもじゃあやってみ

ますという人に対しては、利子補給ぐらいは三年条項といいますか、それをも

っと弾力的に運用してやるべきではないかなと思っているんですけれども、そ

の協議をしたいというような話をしているんですけれども、その辺はどうでし

ょうかということが一つと。 

もう一つは、町長部局といいますか、今回提案理由で三〇％ほど値上げして、

三年後にまた検討しますよと、三〇％上げてもまだ足りませんというような実

情でもあるんですけれども、三割値上げの提案理由がたった二行というのは、

余りにも、その後我々は説明も受けていますけれども、町民に対する提案理由

でもあるわけですから、たった二行というのはあんまりではないかなというふ

うには思っておりますけれども、その点について、町長または財政部局にお聞

きいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

  町長。 
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○町長（小田桐智高君） 

  お答えいたします。 

二点かと思います。利子補給の件ですけれども、以前この利子補てんについ

ては実施した経緯もありますけれども、その効果といいますか、その期間の効

果、加入率もやっぱりもう一回見て、見ていると思いますけれども、それで促

進がかなり進むものであれば、またこれは検討した方がいいと私は思います。

利子補てんで加入率が大幅に改善されるのであれば、これはやる意味が、効果

があると、財源をかけてでも、予算をかけてでも、これは検討してみたいと思

います。早期に検討したいと思います。 

それから、提案理由の詳細説明といいますか、理由説明が至らなかった点は

おわび申し上げながら、検討委員会という会議も行いましたし、議員各位には

これを十分精査していくためにも事前の説明を実施したこともありまして、そ

れに甘んじていたという点はおわびして、提案理由に対しても十分なすべきだ

ったと反省を込めまして、この議会でも十分議論していただいて、ご理解をい

ただければ幸いに思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

ほかにありませんか。（「なし」の声あり）これで質疑を終結いたします。 

これから討論を行います。討論はありませんか。（「なし」の声あり）討論

なしと認めます。 

これから議案第七十五号を採決いたします。議案第七十五号は原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（齋藤惠一君） 

異議がありますので、この採決は起立によって行います。これから議案第七

十五号を採決いたします。議案第七十五号を原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（齋藤惠一君） 

  起立多数であります。よって、議案第七十五号は原案のとおり可決されまし

た。 

日程第四、議案第七十六号津軽広域連合規約の一部変更についてを議題とい

たします。 

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 
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これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

これから議案第七十六号を採決いたします。議案第七十六号は原案のとおり

決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（齋藤惠一君） 

異議なしと認めます。よって、議案第七十六号は原案のとおり可決されまし

た。 

日程第五、議案第七十七号藤崎町農産物直売施設の指定管理者の指定の件を

議題といたします。 

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

これから議案第七十七号を採決いたします。議案第七十七号は原案のとおり

決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（齋藤惠一君） 

異議なしと認めます。よって、議案第七十七号は原案のとおり可決されまし

た。 

日程第六、議案第七十八号財産の取得の件を議題といたします。 

これから質疑を行います。浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

  本件については、財産取得の件ですね、議案の第七十八号でございます。 

それで、この扶桑電通株式会社青森営業所というところで随意契約をすると

いうことであります。ご承知のように、東芝がこの自治体システムの方から全

面的に撤退するというようなことで、また三億円ほども自治体にとってはかか

るわけであります。今回一億四千四百七十一万円ほどなんですけれども、この

扶桑電通を選んだプロポーザル方式でやって一番よかったと。どういう点がよ

かったのか、そして扶桑電通という会社の概要といいますか、どういうまた撤

退するようなことがあっては困るわけですので、五年たったら、五年目の浮気

だか、三年目の浮気だかって歌もありますけれども、またまいねんだじゃとい

うんであれば、企業の都合で自治体が負担しなければならないというのは大変

なことで、結局住民負担に転嫁する問題でもありますので、この扶桑電通を選

んだ理由と会社の概要を青森営業所と契約するというふうになっておりますの

で、そのへんについてはどうなんでしょうか。 
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○議長（齋藤惠一君） 

  企画課長。 

○企画課長（小杉利彦君） 

  お答えいたします。 

まず一点目でございますけれども、今回のシステム導入社の選定にあたりま

しては、東芝ソリューション社のようなことがまず再度起きないことを願って

の選定を行ったつもりでございます。東芝ソリューションの場合は導入自治体

が少ないと。結果的にそこでのシステム開発等の費用がコスト高になるという

ようなことでの撤退という説明を受けておったわけですが、そういったことか

ら、これまでのシステムの自治体導入実績がまずは県内、そして全国的にどう

なのかというふうなこと、それをまず大きなポイントとして考えておりました。

そういうことから、その辺のサポート体制が扶桑電通の場合は富士通系のベン

ダーでございますが、十分あるということでの選定でございます。システムと

かについては、三社によるプロポーザルを行っておるわけですが、三社ともシ

ステムそのものについては、それほど遜色はないというふうな判断でございま

したけれども、全体的なシェアとか、それからサポート体制とか、その辺のと

ころでの選定になったものでございます。 

それから、今回、扶桑電通株式会社青森営業所と契約ということになります

が、同社の青森営業所につきましては、スタッフ数は二十人ぐらいという、そ

ういう会社でございます。 

以上でございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

  浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

  前、「同じようなことを余り聞くな」という話もちょっと外野の方から聞こ

えてきたんですけれども、青森営業所、ちょっとホームページで調べてみたら、

八戸にも営業所がある、仙台にもある、スタッフが充実しているところと契約

した方が後々のことも考えればいいのかなというふうにも思うんですけれども、

今回は扶桑電通ということで、富士通系列だということであります。それで、

この富士通さんのシステムを使っているところは自治体とすれば青森県でいけ

ば四十何件ぐらいあるんですけれども、どれぐらいあるのかということですね。 

それから、何か聞きますと、富士通はシェアが大きいから、いわゆるこれを

やる類似会社といいますか、富士通の子会社、それから関連会社というのが三
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つも四つもあるんだというようなことなんですけれども、お聞きしたいのは、

扶桑電通をメーンとして基幹システムといいますか、これをやっているところ

は青森県内ではどんきあるのかということですね。その点についてお聞きいた

します。 

○議長（齋藤惠一君） 

  企画課長。 

○企画課長（小杉利彦君） 

  お答えいたします。 

現在、扶桑電通さんでシステムを運用している自治体につきましては、県内

では二カ所ございまして、六ヶ所村、それから風間浦村というふうに伺ってお

ります。 

以上でございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

  浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

  二カ所と青森県の方はシェアが狭いのかどうか、それはわからないですけれ

ども、富士通系列の会社はもうちょっとあるという、三つだか四つだかあると

いうふうにも聞いておるんですけれども、富士通系列のシステムでやっている

のは町村でいけばどれぐらいあるのかという点についてはどうなんですか。 

○議長（齋藤惠一君） 

  企画課長。 

○企画課長（小杉利彦君） 

  お答えいたします。 

富士通系列ということで、青森県内ということになりますと、私どもの把握

している情報が間違いなければ、先ほどの六ヶ所村等を入れて町村では九町村

になります。それから、市の方でもはっきりした数字は把握しておりませんが、

三、四の市がたしか富士通系列であると、そういうふうに記憶しております。 

以上でございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

  浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

  子会社、あるいは関連会社というか、扶桑電通の場合はいわゆる富士通さん

と取引して大きくなってきたというか、というような会社でもあるんですけれ
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ども、そこで、財産の取得の件というふうに提案の仕方なんですけれども、提

案の仕方についてちょっとお聞きしたいんですけれども、取得する財産という

ふうになって、「平成二十一年度藤崎町電算システム再構築業務委託」という

ふうに書いてあるんですけれども、取得する財産だから不動産でもない、動産

でもない、動産も一部入っているんでしょうけれども、パソコン、コンピュー

ターというのは入っているんでしょうけれども、再構築業務委託による成果品

というのが注意書きに書いてあるんですね。成果品を取得するんじゃないんで

すか、そのために委託するんじゃないんですか。そのために委託するんじゃな

いんですか。ちょっとこれでよろしいんでしょうかという疑問がわくんですけ

れども、どうなんでしょう。 

○議長（齋藤惠一君） 

  財政課長。 

○財政課長（新谷義昭君） 

  お答えいたします。 

今回の契約の中身でいきますと、資料の方が渡っているのでおわかりのこと

と思いますけれども、ハード部分とか、それからソフト部分それぞれあります。

それで、業務委託ということの名前の契約になっておりますけれども、町とし

て形として町の中に入るのはサーバーとか、机の上に置く末端のパソコン関係

とかということになりますけれども、基本的にはそれを動かすためのシステム

が主なものです。そのシステムを表現するために、業務委託による成果品と、

要するに業務委託ででき上ったものすべてを成果品ということでとらえまして、

提案理由の下の方の注釈ということでつけたものでございます。 

以上でございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

  これで質疑を終結いたします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。（「なし」の声あり）討論な

しと認めます。 

これから議案第七十八号を採決いたします。議案第七十八号は原案のとおり

決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（齋藤惠一君） 

異議なしと認めます。よって、議案第七十八号は原案のとおり可決されまし

た。 
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日程第七、議案第七十九号工事の請負契約の件を議題といたします。 

これから質疑を行います。相馬議員。 

○七番（相馬勝治君） 

  この図面の中にオイルサンド工法ってすのを取り入れることになっているん

ですけれども、近隣の市町村でこういう工法を取り入れているところはあるん

ですか。 

○議長（齋藤惠一君） 

  学務課長。 

○学務課長（加福哲三君） 

  お答えいたします。 

近隣の町村での把握はしてございませんけれども、現在の藤崎中学校のグラ

ウンド、そこにはオイルサンドで施工しております。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

  相馬君。 

○七番（相馬勝治君） 

  今、オイルのことなんですけれども、野球及び陸上部のトラックに使われる

と思われるんですけれども、今の中学校でその工法を使って別に野球で言えば

ボールのはねぐあいがどうのこうのという、そういう問題は、支障はないんで

すか。 

○議長（齋藤惠一君） 

  学務課長。 

○学務課長（加福哲三君） 

  藤崎中学校で今現在使用しておりますけれども、そういう苦情を聞いたこと

はありません。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

  浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

  本格的な緑化工事というよりも、グラウンド整備、暗渠排水工事でございま

す。それで、予定価格が七千九百九十万円であったということなんですけれど

も、工期が二十二年の三月三十一日というようなことで、議会の承認を得れば、

早速に取りかかるということでもあるんでしょうけれども、完全冬工事という

 - 11 -



ことになりますわけですけれども、何かそうしなければならない理由があるの

か、工期が冬場の工事というのは雪が降らない地帯はいいんですけれども、積

雪というのがあるわけでありますので、その辺、何か理由があるのか、あるい

はまた雪を克服する新型の工法を開発してやるのか、その辺、七千九百九十万

円の中に見込んでいることなのか、その辺について明らかにしていただきたい。 

○議長（齋藤惠一君） 

  学務課長。 

○学務課長（加福哲三君） 

  お答えいたします。 

特に冬場に特別な工法ということはございませんけれども、従来の工法で三

月三十一日を目指して工事したいと思います。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

  浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

  これについて説明も受けたんですけれども、そうすると、工期の件でありま

すけれども、豪雪の場合、工事が延びるとか、そういうような場合は繰越明許

だとか、そういうことも考えられるということなんですか。これぐらいの工事

は完全にやれるという、そういうふうな見通しなんでしょうか、その辺はどう

でしょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

  学務課長。 

○学務課長（加福哲三君） 

  今現在では、三月三十一日を目指してやっているということでございます。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

  浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

  さっき相馬議員が聞いたことに、これで最後にいたします。 

オイルサンド方式、サンドイッチじゃないんでしょうから、アンツーカーと

もまた違うわけなんでしょうけれども、ちょっと私どういうふうなことなのか、

もうちょっと詳しくというふうに、構造上のどういうふうな利点を持っている

のか、その辺を再度明らかにしていただきたいと思います。 
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○議長（齋藤惠一君） 

  学務課長。 

○学務課長（加福哲三君） 

  お答えいたします。 

オイルサンド工法というのは、普通土を赤土とか、いろいろな土を混ぜて施

工するわけでございますが、その中にアスファルト系の細かくしたものを混入

します。それで浸透性をよくして、暗渠排水も今回施工するということで、そ

ういう浸透性も加味しながら、そのアスファルト系のものを細かく砕いたもの

を混ぜて施工するということでございます。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

  これで質疑を終結いたします。 

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

これから議案第七十九号を採決いたします。議案第七十九号は原案のとおり

決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（齋藤惠一君） 

異議なしと認めます。よって、議案第七十九号は原案のとおり可決されまし

た。 

日程第八、議案第八十号平成二十一年度藤崎町一般会計補正予算（第七回）

案を議題といたします。 

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

これから議案第八十号を採決いたします。議案第八十号は原案のとおり決す

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（齋藤惠一君） 

異議なしと認めます。よって、議案第八十号は原案のとおり可決されました。 

日程第九、議案第八十一号平成二十一年度藤崎町国民健康保険（事業勘定）

特別会計補正予算（第三回）案を議題といたします。 

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

これから議案第八十一号を採決いたします。議案第八十一号は原案のとおり
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決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（齋藤惠一君） 

異議なしと認めます。よって、議案第八十一号は原案のとおり可決されまし

た。 

日程第十、議案第八十二号平成二十一年度藤崎町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第三回）案を議題といたします。 

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

これから議案第八十二号を採決いたします。議案第八十二号は原案のとおり

決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（齋藤惠一君） 

異議なしと認めます。よって、議案第八十二号は原案のとおり可決されまし

た。 

日程第十一、議案第八十三号平成二十一年度藤崎町介護保険（事業勘定）特

別会計補正予算（第三回）案を議題といたします。 

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

これから議案第八十三号を採決いたします。議案第八十三号は原案のとおり

決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（齋藤惠一君） 

  異議なしと認めます。よって、議案第八十三号は原案のとおり可決されまし

た。 

日程第十二、議案第八十四号平成二十一年度藤崎町水道事業会計補正予算

（第二回）案を議題といたします。 

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

これから議案第八十四号を採決いたします。議案第八十四号は原案のとおり

決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（齋藤惠一君） 
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異議なしと認めます。よって、議案第八十四号は原案のとおり可決されまし

た。 

日程第十三、議案第八十五号平成二十一年度藤崎町農業集落排水事業会計補

正予算（第三回）案を議題といたします。 

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

これから議案第八十五号を採決いたします。議案第八十五号は原案のとおり

決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（齋藤惠一君） 

異議なしと認めます。よって、議案第八十五号は原案のとおり可決されまし

た。 

日程第十四、議案第八十六号平成二十一年度藤崎町下水道事業会計補正予算

（第二回）案を議題といたします。 

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

これから議案第八十六号を採決いたします。議案第八十六号は原案のとおり

決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（齋藤惠一君） 

異議なしと認めます。よって、議案第八十六号は原案のとおり可決されまし

た。 

日程第十五、議会運営委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題といたしま

す。 

お諮りいたします。議会運営委員長から、会議規則第七十二条の規定により、

お手元に配付いたしましたとおり、閉会中の調査のため、特定事件の申し出が

ありますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（齋藤惠一君） 

異議なしと認めます。よって、申し出のとおり決定いたしました。 

日程第十六、常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題といたします。 

お諮りいたします。各常任委員長から、会議規則第七十二条の規定により、

お手元に配付いたしましたとおり、閉会中の調査のため特定事件の申し出があ
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りますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（齋藤惠一君） 

異議なしと認めます。よってそれぞれの申し出のとおり決定いたしました。 

日程第十七、議員派遣の件を議題といたします。 

お諮りいたします。総務常任委員会の佐々木政美委員長ほか五名の方が、平

成二十二年一月二十六日から二十七日までの日程で宮城県蔵王町へ、民生教育

常任委員会の清水孝夫委員長ほか五名の方が、平成二十二年一月二十七日から

二十九日までの日程で北海道白老町へ、産業経済常任委員会の吉村忠男委員長

ほか五名の方が、平成二十二年一月二十五日から二十六日までの日程で宮城県

名取市及び仙台市へ行政視察研修をする計画書が提出されております。議員派

遣の件については、それぞれ派遣することにしたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（齋藤惠一君） 

異議なしと認めます。よってそれぞれの派遣をすることに決定をいたしまし

た。 

これをもって本定例会の会議に付議された事件の審議はすべて終了いたしま

した。 

これにて本日の会議を閉じます。 

平成二十一年第四回藤崎町議会定例会を閉会いたします。 

皆様、大変ご苦労さまでございました。 

閉 会 午前十時四十七分 
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