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午前九時〇〇分開会

午前九時〇〇分開議

○議長（谷重幸君） おはようございます。ただいまの出席議員数は９人です。定足数に

達していますので、令和２年美浜町議会第１回定例会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

報告します。３番、谷口議員から入院中のため、欠席届の提出があり、本日からの第１

回定例会は欠席です。

本日の日程は、お手元に配付のとおりです。

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員に、会議規則第１２６条の規定によって、５番 龍神議員、６番 碓井

議員を指名します。

日程第２ 会期決定の件を議題にします。

事務局長から別紙会期予定表を説明します。

○事務局長（井田時夫君） 説明します。

令和２年美浜町議会第１回定例会会期予定表。

３月５日、木曜日、本会議。１番、会議録署名議員の指名、２番、会期の決定、３番、

諸報告、４番、令和２年度施政方針並びに全議案の提案理由説明。散会後、全員協議会を

開きます。協議事項は、一部事務組合の令和２年度予算についてです。終了後、各常任委

員会を開きます。

６日金曜日、休会。

７日土曜日、８日日曜日、休会。閉庁でございます。

９日月曜日、休会。なお、この日は一般質問の通告締切りとなっておりまして、午前

１１時が締切時間でございます。

１０日火曜日、休会。

１１日水曜日、休会。

１２日木曜日、休会。

１３日金曜日、本会議、一般質問。

１４日土曜日、１５日日曜日、休会。閉庁でございます。

１６日月曜日、本会議、一般質問。

１７日火曜日、本会議、議案審議。

１８日水曜日、本会議、議案審議。

１９日木曜日、本会議、議案審議。

以上です。

○議長（谷重幸君） お諮りします。

本定例会の会期は、事務局長説明のとおり、本日から３月１９日までの１５日間にした

いと思います。
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ご異議ありませんか。

○議員 「異議なし」

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から３月１９日までの１５日間に決定しました。

日程第３ 諸報告を行います。

本定例会に提出された議案はお手元に配付していますが、事務局長から報告します。

○事務局長（井田時夫君） 報告します。

報告第１号 専決処分事項の報告（令和元年度美浜町一般会計補正予算（第５号））に

ついて

議案第１号 美浜町津波避難タワー設置及び管理に関する条例の制定について

議案第２号 美浜町手話言語条例の制定について

議案第３号 美浜町監査委員条例の一部を改正する条例について

議案第４号 美浜町固定資産評価審査委員会条例及び美浜町手数料徴収条例の一部を改

正する条例について

議案第５号 美浜町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について

議案第６号 美浜町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について

議案第７号 美浜町営住宅条例の一部を改正する条例について

議案第８号 美浜町漁船係留施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

議案第９号 美浜町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について

議案第１０号 町道の認定について

議案第１１号 工事委託契約の変更について

議案第１２号 令和元年度美浜町一般会計補正予算（第６号）について

議案第１３号 令和元年度美浜町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）につい

て

議案第１４号 令和元年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第４号）について

議案第１５号 令和２年度美浜町一般会計予算について

議案第１６号 令和２年度美浜町国民健康保険特別会計予算について

議案第１７号 令和２年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算について

議案第１８号 令和２年度美浜町公共下水道事業特別会計予算について

議案第１９号 令和２年度美浜町介護保険特別会計予算について

議案第２０号 令和２年度美浜町後期高齢者医療特別会計予算について

議案第２１号 令和２年度美浜町水道事業会計予算について

議案第２２号 美浜町農業研修センターの指定管理者の指定について

議案第２３号 美浜町カナダミュージアムの指定管理者の指定について

議案第２４号 美浜町アメリカ村ゲストハウスの指定管理者の指定について
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議案第２５号 美浜町アメリカ村レストランの指定管理者の指定について

議案第２６号 美浜町産品コーナーの指定管理者の指定について

議案第２７号 美浜町多目的室の指定管理者の指定について

諮問第１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

以上です。

○議長（谷重幸君） 町長提出議案は、以上です。

本日までに受理した陳情書等は、お手元に配付しました文書表のとおりです。

次に、議員派遣の件についての派遣結果の報告については、お手元に配付のとおりです。

次に、地方自治法第１２１条の規定によって、本定例会に説明員として出席通知のあり

ました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しています。

これで諸報告を終わります。

日程第４ 令和２年度施政方針並びに全議案の提案理由説明を求めます。町長。

○町長（籔内美和子君） おはようございます。

町長に就任いたしまして、丸１年が過ぎました。

改めて振り返りますと、スケジュールをこなすのが精いっぱいで、いま一度立ち止まり、

じっくり考えることも大切だと申し上げましたが、じっくりと考える間もなく、ただひた

すら突っ走ってまいりました。不在のときも多く、皆様にはいろいろとご迷惑をおかけし

たことと深くおわび申し上げます。

それでも１年間終えることができましたのも、議員各位の皆様並びに町民の皆様のご理

解とご協力を賜ったからだと、感謝の念に堪えません。改めて感謝申し上げます。

そして、私を支えてくださった職員の皆様にも大変感謝しているところでございます。

さて、令和２年度は、現在、町の最上位の計画であります「第５次美浜町長期総合計

画」の最終年度でございます。今後は、第５次長期総合計画の評価分析を行うとともに、

今後１０年間の町の指針を示す「第６次美浜町長期総合計画」を策定いたします。この計

画策定にあたっては、住民懇談会を開催し、様々なご意見を伺いたいと考えております。

「第６次長期総合計画・基本構想」につきましては、できるだけ早い時期にお示しいたし

ます。また、計画策定後は、実施計画について進行管理に努めてまいります。「第２次美

浜創生総合戦略」におきましても国の方針や「第６次長期総合計画」と整合性を図りなが

ら策定いたします。美浜町の未来のためにもしっかりと将来を見据えながら取り組んでい

く所存でございますので、今後とも皆様のお力添えをお願い申し上げます。

また、令和２年１月１６日に日本国内において、初めて新型コロナウイルスによる患者

の発生が確認されました。２月２７日に、首相は対策本部会議において、「全国全ての

小・中学校、高校、特別支援学校に、３月２日から春休みまで臨時休校を行うよう要請す

る」と表明しました。

町内の小中学校におきましては、３月２日から３月２４日まで臨時休校とさせていただ

いたところでございます。
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当町としましても、２月２８日、１６時３０分に対策本部を立ち上げました。感染防止

対策としましては、ホームページへの掲載、啓発用のチラシを各戸配布、公共施設へのポ

スター掲示、消毒液を設置するなど、町内放送でも住民に啓発を行っているところでござ

います。私といたしましては、一刻も早く終息することを願っています。

さて、２年目におきましても、私のスローガンであります、一人の犠牲者も出さない災

害に「強い」町づくり、子育て、高齢者の暮らしを応援する「優しい」まちへ、煙樹ヶ浜

などの「美しい」まちを守り、住民の健康や産業振興に、の実現に向け、令和２年度実施

いたします主な施策について申し上げます。

１点目の一人の犠牲者も出さない災害に「強い」町づくりにつきましては、まず、住民

にとって大きな心配事の一つである南海トラフ巨大地震への対応ももちろん引き続き進め

てまいります。南海トラフ巨大地震津波避難に関する整備計画に基づき、浜ノ瀬地区では、

地区内２棟目となる津波避難タワーが近々完成いたします。田井畑地区では、田井畑コミ

ュニティセンター横の用地を購入し、現在、津波避難タワーの建設工事中でございます。

上田井地区におきましても、津波一時避難施設の建設に向け、用地を購入いたします。

また、防災行政無線のデジタル化改修工事も進んでおりまして、今年度中に完成いたし

ます。

そのほかにも、古家解体や住宅の耐震診断、耐震設計・改修工事、ブロック塀等撤去改

善事業などの補助も、引き続き実施していきたいと考えてございます。

風水害関連では、土砂災害警戒区域への砂防事業や西川河川改修事業及び浜ノ瀬地区の

海岸における離岸堤の建設につきましては、工事の進捗が早く進むよう、今後も、和歌山

県に要望していきますので、議員の皆様もご協力をお願いいたします。

また、新浜集会場についてですが、現在の新浜区は、新浜さざなみ荘を使用しており、

海岸に近い立地条件により高波や台風時には避難所として利用できない状況で、安心・安

全な場所に地区集会場を建設してほしいという地区住民からの長年の要望により、集会場

を新築いたします。

２点目の子育て、高齢者の暮らしを応援する優しいまちへにつきましては、人口が減少

しても、明るく健康で暮らせる住民目線のまちづくり、子育て、障がい者、高齢者を、応

援するまちを目指すに当たり、子育て支援につきましては、今年度におきましても、新た

に住民となった次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに、子どもの健全な育成に資す

ることを目的としまして、赤ちゃん誕生祝金を引き続き支給してまいります。

また、子ども医療費につきましては、昨年８月から１８歳まで拡充いたしました。引き

続き、子育て世帯の経済的な負担の軽減などを図ってまいります。

そのほか、心身の不調等の理由で支援が必要な産後４か月未満の産婦や新生児などを対

象とした産後ケア事業、新生児の聴覚機能の状況の早期確認、早期対応を図るための検査

に要する費用の一部を助成する新生児聴覚検査費助成事業も引き続き実施してまいります。

また、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健、育児に関する様々な悩みについて、
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身近な場所で保健師等が専門的な見地から支援を行う子育て世代包括支援センターを昨年

１２月に開設いたしました。今後におきましては、子育て支援機関・相談先として、もっ

と広く住民の方々に利用していただけるよう周知していきたいと考えてございます。

子どもの口腔ケアにつきましては、子どもの頃から健康に対して心がけができるような

教育をし、将来の美浜町の医療費抑制にもつなげられればと思ってございます。

昨年度からは、２歳児健診において、歯科衛生士によるフッ化物塗布を実施してござい

ます。また、フッ化物洗口につきましては、歯の構造を強くし、虫歯になりにくくする効

果があります。ＷＨＯ（世界保健機関）をはじめとする世界の専門機関が安全性を認め、

虫歯予防に効果的な方法として推奨しています。乳歯から永久歯に生え変わるまでは、最

も虫歯になりやすく、予防が大切な時期でございます。昨年度までは、和田小学校におい

て実施していましたが、今年度からは、松原小学校においても実施してまいります。

ご出産のお祝いのお手紙も、本年３月１日現在では３５軒のご家族にお送りし、先日お

送りしたご家族と役場玄関前でお会いすることがあり、お母さんが「お手紙ありがとうご

ざいました。子どもを抱いてやってください」と言ってくださって、かわいい子どもを抱

かせていただくことができました。今後においても続けていきたいと思ってございます。

高齢者の方の移動手段の不便さ解消につきましては、社会福祉協議会がお買物サロンを

実施しているところでございます。予約を受け付け、需要がある地域に月１回のペースで

送迎サービスを行っています。また、今年度におきましては、外出支援券の支給拡大など

についても検討していきたいと考えてございます。

次に、一般介護予防事業としましては、住民自らが誘い合い助け合って集まり、みんな

と一緒に体操をしながら地域の仲間との交流を深めるなど高齢者が身近な場所で主体的に

介護予防に取り組み、身近な人とつながりながら、地域での生活を続けていくことができ

るよう各地域で展開してございます。町も定期的なフォロー体制を取り、体力測定結果に

よる質的評価による効果検証を図り、継続して活動できるよう後方支援をしてまいります。

生活支援体制整備としては、生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支

え合いの体制づくりの取組として、フォーラムの開催やグループワークを開催するなど生

活支援の在り方・社会資源の開発について協議していきたいと考えてございます。自助・

互助の意識をより強化するために地域における担い手づくりの普及・啓発を行ってまいり

ます。

家族介護者交流会においては、認知症になっても、その人らしく過ごせる地域づくりと

して、認知症の当事者や家族の声に耳を傾け、どのような地域にしたいのか住民の方々と

共に考えるなど、住民の皆様が認知症を正しく理解し、自分のこととして考えられること

が大切であることから、認知症の当事者や家族・地域住民が集まれる居場所づくりとして、

昨年から開催している家族介護者交流会を今後も定期的に開催したいと考えてございます。

また、救急医療情報キットの配布については、高齢者の安全で安心な暮らしを守るため、

かかりつけ医や病名など、緊急時に必要な情報を救急医療情報キットに保管しておくこと
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で、救急隊が迅速な救急活動に生かすことができる救急医療情報キットの活用を検討して

まいります。

自動通話録音機については、今年度におきまして、自動通話録音機を購入し、振り込め

詐欺等の特殊詐欺被害や悪質商法等による消費者被害を未然に防止するために、自動通話

録音機の貸与を行ってまいります。

本定例会において提案しております手話言語条例についても制定していきたいと考えて

ございます。

次に、学校教育の充実についてでございます。

ＧＩＧＡスクール構想についてでありますが、令和５年度までに小・中学校の児童・生

徒に１人１台の端末と通信ネットワークを整備するものでございます。今年度は、ネット

ワークの環境整備を行います。

和田小学校体育館の屋根の修繕については、昭和４９年度に新築されてから屋根の塗装

工事などは最小限での修繕で対応してきましたが、全体的にペンキが剥がれ、さびが目立

ち、劣化が著しいため、放置し続けると雨漏りなど支障を来すことが考えられますので、

今年度において屋根の修繕工事を実施いたします。

３点目の煙樹ヶ浜などの「美しい」まちを守り、住民の健康や産業振興につきましては、

美しい煙樹ヶ浜の海岸線と近畿最大の規模と言われる松林は、美浜町の誇りでございます。

煙樹ヶ浜の松林は、町のシンボルとして全国に発信できる地域資源でもあり、潮害防備や

保健休養といった保安林としての役割を長く担ってきているところでございます。

先日、町内小学生が１００本、松の日には煙樹ヶ浜保安林保護育成会と地域の皆様によ

る保全活動として５００本、合計６００本の黒松の苗木の植樹を行いました。美浜の松を

守るために、今年度も補助事業などを活用し、継続して実施しています松くい虫防除事業

による薬剤地上散布、特別伐倒駆除、樹幹注入などを行い、この美しい自然を守り、後世

に受け継ぐことが、私たちの使命であると思っています。

美浜町の産業、特に農業・漁業においては、その取り巻く環境は依然厳しく、高齢化や

担い手不足といった大きな問題も抱えており、先人達が築き上げ、町の代名詞ともなる特

産品にも影響を及ぼしかねないことを危惧しています。

これらのことにより、経営の拡大や安定に資する産業支援策を展開していかなければな

らないと考えておりますので、次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助を継続してまい

ります。

また、三尾漁港におきましても、侵入防止柱設置工事、物揚場コンクリート舗装打替工

事などを実施し、漁港の整備を図ってまいります。

商工につきましては、中小企業や小規模企業の成長的な発展、持続的な発展を促す取組

を、美浜町商工会と連携、協力して進めてまいります。

次に、現在、三尾地区や吉原地区で行っている地方創生事業に関しては、両事業ともＮ

ＰＯもしくは一般社団法人の方々が頑張ってくれており、大変感謝しているところでござ
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います。今年度におきましても、引き続き指定管理者に指定いたしたいと考えてございま

す。

今後におきましても、官民共同で事業を推進するために地元団体としっかりと協議し、

連携を図りながら進めてまいります。さらに「第２次美浜創生総合戦略」では、先ほど申

しましたとおり「第６次美浜町長期総合計画」と整合性を図るとともに全課共通認識の下、

策定したいと考えています。

道路網の整備についてですが、和歌山県において、西川の河川整備に伴う寺田橋の架け

替えについては、将来にわたって、この橋を渡るあらゆる方々の安全性、快適性をできる

限り担保しておかなければならないと考えているところでございます。拡幅する部分につ

きましては、町が負担を行っていきます。

町道吉原宮前線につきましては、地区や学校からも要望がありました通学路の安全対策

として、拡幅改良工事を行います。

行財政についてでございます。

会計年度任用職員制度については、本年４月１日から会計年度任用職員制度が導入され

ます。昨年度までの臨時職員の方々は、会計年度任用職員に移行され、ボーナス・退職

金・休暇など、勤務条件、待遇面がよくなります。ひまわりこども園の保育教諭の募集に

ついては、定員に満たない状況が続いておりますので、この制度の導入により、解消でき

ればと期待しているところでございます。

財政状況についてですが、平成３０年度決算においては、財政構造の弾力性を示す経常

収支比率は９６．６％と過去最高の数値となってございます。財政の硬直化が進んでおり、

臨時的な財政需要に対してほとんど余裕がない状況でございます。

財政調整基金につきましては、令和元年度末の残高は１０億８０，０００千円で年々減

少しており、令和２年度の予算編成においては２億円の取崩しを行ってございます。非常

に厳しい財政状況となっております。また、各地区からの要望などにつきましても、限ら

れた財源の中、優先順位をつけ予算編成を行ったところでございます。

ふるさと納税につきましては、昨年度は目標金額の１億円を突破することができました。

今年度におきましても、さらにポータルサイトを増やすとともに、返礼品の拡充を図って

いきたいと考えてございます。また、リピーターを増やすなどの取組も考えていかなけれ

ばならないと思ってございます。より一層の財源の確保に努めていきたいと考えていると

ころでございます。

以上で、令和２年度初めの行政運営に当たって、私の主な施策の概要について申し上げ

ました。

今後も、町のトップセールスとしていろいろな場所に積極的に参加し、和歌山県美浜町

の名前を知ってもらえるよう発信していきたいと考えてございますので、議員の皆様方を

はじめ住民の皆様方のご支援、ご協力を重ねてお願い申し上げます。

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。
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午前九時三十二分休憩

―――・―――

午前九時四十五分再開

○議長（谷重幸君） 再開します。

全議案の提案理由説明を求めます。町長。

○町長（籔内美和子君） 令和２年美浜町議会第１回定例会に当たり提案いたしました報

告１件、議案２７件、諮問１件につきまして、一括して提案理由を申し上げます。

報告第１号は、専決処分事項の報告（令和元年度美浜町一般会計補正予算（第５号））

についてでございます。

本専決処分事項については、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４８，０００千円を

追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を３９億５９，２４１千円とするものでございます。

県内の各市町と協定を結び、返礼品の拡充が図れたことにより、昨年末に多額の寄附金

が寄せられたことによるもので、返礼品等の予算が不足となるため、令和２年１月３１日

付で専決処分させていただきましたので、地方自治法第１７９条第３項の規定により議会

に報告し、ご承認をお願いするものでございます。

議案第１号は、美浜町津波避難タワーの設置及び管理に関する条例の制定についてでご

ざいます。

近々完成いたします浜ノ瀬地区津波避難タワーについて、地方自治法第２４４条の２第

１項の規定に基づき、条例を制定し、設置の目的、名称及び位置、避難タワーの管理、施

設の使用などについて定めるものでございます。

議案第２号は、美浜町手話言語条例の制定についてでございます。

この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解及び普及に関しての基

本的理念を定め、全ての町民が安心して暮らし、共生することができる地域社会を実現す

ることを目的に制定するものでございます。

議案第３号は、美浜町監査委員条例の一部を改正する条例についてでございます。

今回の改正は、平成２９年６月に地方自治法等の一部を改正する法律が公布され、令和

２年４月１日から施行されることに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。

議案第４号は、美浜町固定資産評価審査委員会条例及び美浜町手数料徴収条例の一部を

改正する条例についてでございます。

今回の改正は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並び

に行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、当町の美浜町固定資産評価

審査委員会条例及び美浜町手数料徴収条例の一部を改正するものでございます。

議案第５号は、美浜町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例についてで

ございます。

今回の改正は、令和２年１月、総務省からの通知により、会計年度任用職員の服務の宣
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誓について条例の改正案が示されましたので、本条例の一部を改正するものでございます。

議案第６号は、美浜町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について

でございます。

今回の改正は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律

施行令の一部改正に伴い、当町の美浜町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正す

るものでございます。

議案第７号は、美浜町営住宅条例の一部を改正する条例についてでございます。

今回の改正は、平成２９年６月、民法の一部を改正する法律が公布され、民法における

債権関係の見直し等が行われ、令和２年４月１日から施行されることに伴い、本条例の一

部を改正するものでございます。

議案第８号は、美浜町漁船係留施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

についてでございます。

平成２７年度における測量業務や基本設計業務より着手してまいりました下流側の漁船

係留施設の建設につきましては、来月３０日が最終工程であるアスファルト舗装工事の工

期末であり、その後の和歌山県による工事完成検査を経た後、美浜町に引渡しされること

となってございます。

遅くとも６月１日には、漁業者の皆様による供用開始が確実と見込まれ、紀州日高漁協

美浜町支所在籍の漁船が１５隻係留される予定でございます。このことにより、施設の名

称や位置に関する規定である第２条中の表において、このたび完成することとなる下流側

の係留施設に関する事項を追加するものでございます。

議案第９号は、美浜町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてで

ございます。

今回の改正は、平成２９年６月に地方自治法等の一部を改正する法律が公布され、令和

２年４月１日から施行されることに伴い、当町の美浜町水道事業の設置等に関する条例の

一部を改正するものでございます。

議案第１０号は、町道の認定についてでございます。

今回、浜ノ瀬３９号線として町道の認定をお願いいたしますのは、現在、浜ノ瀬地内に

て建設中であります津波避難施設の南側に隣接する道路であり、同施設とともに工事を進

めてまいりました。

県道日高港線との接続点である大字浜ノ瀬字上東端１３番６地先を起点とし、町道浜ノ

瀬東通線との接続点である「大字浜ノ瀬字上東端２３番７地先」を終点とする東西に通じ

る路線であり、延長が４４．３ｍ、幅員は４．１ｍ、来月１日より供用を開始する予定で

ございます。

議案第１１号は、工事委託契約の変更についてでございます。

令和元年度における日高港（西川地区）漁船係留施設整備事業につきましては、下流側

係留施設に係る建設工事の最終年度であり、令和元年６月議会において、１億１７，０００
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千円の契約金額で議決をいただき、同日付で和歌山県と協定書を締結の上、委託して、物

揚場における上部コンクリート工の一部や階段コンクリート工、照明設備工、アスファル

ト舗装工などの建設工事を進めているところであります。

工事の発注件数は３件、その契約額に関しましては、現在のところ合わせて８４，２２７

千円でございます。既に２件の工事が完了し、最終工程でありますアスファルト舗装工につ

いては、翌年度に繰り越しての施工となるため、その増額分を考慮の上、和歌山県との間で

締結している協定書中の契約金額を３１，６２６，８００円減額し、８５，３７３，２００

円に変更いたしたく、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決をお願

いするものでございます。

議案第１２号は、令和元年度美浜町一般会計補正予算（第６号）についてでございます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ９４，６８７千円を追加し、補

正後の総額を４０億５３，９２８千円とするものでございます。

補正の内容ですが、入札差額や実績見込みにより不用額を減額するのが大半でございま

して、これらの不用額とまだ予算化していない前年度繰越金など合わせて財政調整基金へ

２億２０，０００千円を積立てすることが主なものでございます。

なお、第２表繰越明許費８件、第３表債務負担行為補正３件の変更及び第４表地方債補

正の追加もございます。

まず、歳入についてでございますが、主なものとして地方交付税、普通交付税は１億

５，４０１千円の追加でございます。

教育費国庫補助金、小学校費補助金９，６４０千円、中学校費補助金５，０６７千円の

追加は、ＧＩＧＡスクール構想による、校内の通信ネットワークを整備するための補助金

でございます。ＧＩＧＡスクール構想とは、小・中学校の児童・生徒に１人１台の端末と

通信ネットワークを整備するものでございます。今年度は、国の補正予算により、ネット

ワークの環境整備を今回の補正予算において、予算計上しております。

総務費国庫補助金、戸籍住民基本台帳費補助金、個人番号カード交付事業費補助金は

２５６千円の追加でございます。

繰越金、前年度繰越金は５７，０００千円の追加でございます。

教育債、学校教育施設等整備事業債１４，７００千円の追加は、校内通信ネットワーク

整備事業に対して、充当率１００％でございます。

次に、歳出についてでございますが、大半が実績による減額ですが、総務費、総務管理

費、財政調整基金費、積立金２億２０，０００千円の追加は、不用額とまだ予算化してい

ない前年度繰越金などの財源を積立てするものでございます。

総務費、戸籍住民基本台帳費の追加は、個人番号カード関連事務委託交付金２５６千円

の追加で、個人番号カードの事務処理件数の増加見込みによる追加でございます。

土木費、道路橋梁費、道路新設改良費では、委託料と工事請負費の１，６７７千円の振

替は、町道吉原宮前線の整備に関する振替でございまして、次年度へ繰越しいたします。
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教育費、小学校費、学校管理費の追加は、主なものとして、工事請負費１９，２８０千

円の追加で、ＧＩＧＡスクール構想による、校内通信ネットワーク整備事業でございます。

全額、翌年度へ繰越しいたします。

中学校費、学校管理費の追加も、小学校費と同様に、工事請負費において、ＧＩＧＡス

クール構想による、校内通信ネットワーク整備事業１０，１３５千円の追加でございます。

議案第１３号は、令和元年度美浜町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）につ

いてでございます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ８５千円を追加し、補正後の歳

入歳出予算の総額を７２，７０５千円とするものでございます。主な要因は、人件費の補

正による追加でございます。

議案第１４号は、令和元年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第４号）についてでご

ざいます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１，３６１千円を追加し、補正

後の歳入歳出予算の総額を８億４８，１３２千円とさせていただくものでございます。主

に、介護給付費の実績見込みによる減額と介護給付費準備基金への積立てによるものでご

ざいます。

議案第１５号は、令和２年度美浜町一般会計予算についてでございます。

細部説明の際に詳細についてご説明させていただきますので、ここでは概要のみといた

します。

令和２年度歳入歳出予算の総額は、それぞれ３８億９３，３７０千円で、前年度の当初

予算と比較いたしますと、４億２１，２４９千円の増額、率にして、１２．１％の増でご

ざいます。前年度の当初予算が骨格予算であったため、大幅な増加となっているものでご

ざいます。なお、肉づけ予算、６月補正後と比較いたしますと２８，５１３千円の増額、

率にして、０．７％の増でございます。

なお、第２表債務負担行為で６件、第３表地方債では、今年度実施の事業のうち起債を

充当するものについて、借入限度額などを定めるものでございます。

では、歳入のほうから申し上げます。

町税の合計は５億９１，９１１千円で、対前年度比では５，９３８千円の増額、率にし

て１．０％の増で、予算全体に占める割合は１５．２％でございます。

地方譲与税の合計は１８，８６６千円で、歳入予算全体に占める割合は０．５％でござ

います。

利子割交付金は１，０００千円で、前年度と同額でございます。

配当割交付金は３，０００千円で、前年度と同額でございます。

株式等譲渡所得割交付金は２，０００千円でございます。

法人事業税交付金７００千円は、地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴い、市町村分

の法人住民税法人税割の減収分の補塡措置として、都道府県の法人事業税額の１００分の
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７．７が従業者数に基づいて各市町村に交付されるものでございます。

地方消費税交付金は１億２０，０００千円で、対前年度比では１０，０００千円の増額

でございます。

環境性能割交付金は２，０００千円を計上してございます。前年度は、１０月から３月

までの６か月分の予算計上でしたが、今年度は、年間予算を計上してございます。

地方特例交付金は２，０００千円で、前年度と同額でございます。

地方交付税は１４億９４，２２９千円で、対前年度比３０，４９８千円の増額、率にし

て、２．１％の増でございます。地方交付税の歳入予算全体に占める割合は３８．４％で

ございます。

交通安全対策特別交付金は６００千円で、前年度と同額でございます。

分担金及び負担金の合計は５７，３８５千円で、対前年度比で１３，６３７千円の減額

でございます。

使用料及び手数料の合計は４１，９７７千円で、対前年度比では３８１千円の増額でご

ざいます。

国庫支出金の合計は３億５５，２９５千円で、対前年度比では、４２，２１８千円の減

額でございます。

県支出金の合計は、２億４１，６２６千円で、対前年度比では９，４５０千円の増額で

ございます。

財産収入の合計は２，８３９千円で、対前年度比は、７千円の減額でございます。

寄附金、一般寄附金１億円はふるさと納税寄附金で、前年度の実績により７０，０００

千円の増額を見込んだものでございます。

繰入金の合計は２億２０，２２２千円で、対前年度比では、４０，２０８千円の増額で

ございます。肉づけ予算、６月補正後と比較いたしますと３９，７９２千円の減額でござ

います。

繰越金７０，０００千円は、前年度と同額を計上してございます。

諸収入の合計は１４，４２０千円、対前年度比では１，３３０千円の減額でございます。

町債の合計は５億５３，３００千円、対前年度比では３億１４，４００千円の増額でご

ざいます。

以上が、歳入についてでございます。

次に、歳出についてですが、最初に全体的なことと致しまして、地方自治法施行規則の

改正により、令和２年度からは、７節の賃金が廃止されます。賃金で支払われていた臨時

職員のほとんどが会計年度任用職員に移行されますので、２節の給料、３節の職員手当等、

１節の報酬などからその費用は支出されることになります。

議会費は６９，１７６千円で、対前年度比では２０，９０４千円の減額でございます。

総務費、一般管理費は２億７３，８０７千円、対前年度比では、５１，５３８千円の増

額でございます。主な要因は、ふるさと納税返礼品の増によるものでございます。
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文書広報費は、５，０９４千円で、対前年度比では１４５千円の増額でございます。

財産管理費は１億８３，３１８千円で、対前年度比では１億７４，６９２千円の増額で

ございます。主な要因は、新浜集会場の新築によるものでございます。

企画費は６，９６２千円で、対前年度比では６，７４５千円の増額でございます。当町

の最上位計画であります第６次美浜町長期総合計画を策定するための費用などを計上して

ございます。

青少年対策費は４，３２８千円で、広域青少年補導センター等の負担金などでございま

す。

公害対策費は１，１６５千円で、委託料で西川・和田川の水質分析や地球温暖化対策実

行計画点検・評価業務を計上してございます。

交通安全対策費は２，４１８千円で、交通指導員の報酬、カーブミラーの設置、修繕な

どの経費を計上してございます。

電子計算費は６１，０３８千円で、対前年度比では２３９千円の減額でございます。

地籍調査事業費は１，２４９千円、対前年度比では、２，１２３千円の減額でございま

す。

諸費は２３，５８１千円で、主な負担金は、御坊広域行政事務組合、各地区への活動助

成、コミュニティ助成等でございます。

財政調整基金費、高齢者福祉基金費、減債基金費は、それぞれ利子積立金でございます。

地方創生事業費１５，３０３千円、対前年度比では６７，９２７千円の減額でございま

す。主な要因は、一般社団法人煙樹の杜、ＮＰＯ法人日ノ岬・アメリカ村への補助金の皆

減によるものでございます。

委託料では、指定管理料として、ゲストハウス、カナダミュージアム及びレストラン管

理業務、産品コーナー及び多目的室管理業務などを計上してございます。

総務費、総務管理費の合計は５億８０，４６７千円、対前年度比では１億４８，９１２

千円の増額でございます。

次に、徴税費、税務総務費は３５，８３１千円で、対前年度比は１４，４５１千円の減

額でございます。

賦課徴収費は６，２８０千円で、対前年度比では１０，０２８千円の減額でございます。

主な要因は、委託料で電算処理委託料の皆減、固定資産評価業務委託料の減によるもので

ございます。

徴税費の合計は４２，１１１千円、対前年度比は２４，４７９千円の減額でございます。

戸籍住民基本台帳費は２４，９１８千円で、対前年度比では３，１９２千円の増額でご

ざいます。主な要因は、個人番号カード発行数の増加が見込まれるため、負担金補助及び

交付金で、個人番号カード関連事務委託交付金の増によるものでございます。

選挙費の総額は３２５千円、対前年度比では９，７８９千円の減額でございます。なお、

今年度、選挙は予定されてございません。
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統計調査費は４，００９千円でございます。５年に１度の国勢調査が実施されますので、

予算は大幅な増加となってございます。

監査委員費５７６千円は、前年度と同額でございます。

総務費の総額は６億５２，４０６千円、対前年度比は１億２１，０６５千円の増額、

２２．８％の増でございます。

次に、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費は１億２２，６６７千円、対前年度比は

１，７９０千円の減額でございます。

国民年金費は７，９１２千円で、職員の人件費や事務経費を計上してございます。

老人福祉費は３億２７，７７７千円で、対前年度比は３，３２２千円の増額でございま

す。後期高齢者医療広域連合負担金、養護老人ホームの措置費などを計上してございます。

社会福祉施設費は１８４千円で、対前年度比は５，２７３千円の減額でございます。御

坊日高老人福祉施設事務組合への負担金で、起債の償還終了に伴う減額と前年度の精算に

よるものでございます。

心身障害者福祉費は１億９６，６４１千円で、対前年度比は６，４４９千円の増額でご

ざいます。主なものは、委託料で相談支援事業、扶助費では、障害介護給付費などを計上

してございます。

福祉センター管理費は３，７８９千円で、福祉センターの管理に要する経費を計上して

ございます。

心身障害者医療費は２４，４６５千円で、対前年度比は２，６３４千円の減額でござい

ます。

老人保健費８３千円は、前年度と同額でございます。

地域包括支援センター運営費は３６，６６８千円で、対前年度比では２千円の減額でご

ざいます。

社会福祉費の合計は７億２０，１８６千円、対前年度比は１，１７９千円の減額でござ

います。

児童福祉費、児童福祉総務費は８８，４０７千円で、主なものは、子育て応援給付金や

赤ちゃん誕生祝金、児童手当の支給に関するものでございます。

児童福祉施設費は１億８，６１８千円で、対前年度比では９，７８０千円の増額でござ

います。委託料で、放課後児童健全育成事業委託金、負担金補助及び交付金では、広域入

所負担金、認可保育所負担金などを計上してございます。

児童措置費４１，９２２千円は、子ども医療費、乳幼児医療費、独り親家庭医療費に要

する経費でございます。

児童福祉費の総額は２億３８，９４７千円で、対前年度比は４，９８７千円の増額でご

ざいます。

民生費の総額は９億５９，１３３千円で、対前年度比では３，８０８千円の増額、０．４％

の増でございます。
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衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は１億７８，７６５千円、対前年度比は５，９６４

千円の増額でございます。ひだか病院への負担金１億２７，４８４千円を計上してござい

ます。

予防費は４９，３５６千円、対前年度比は３，１６３千円の増額でございます。各種検

診や予防接種に係る経費を計上してございます。

環境衛生費は１２，３１７千円で、対前年度比は４，０５１千円の増額でございます。

主な要因は、工事請負費での火葬炉設備工事によるものでございます。

墓地基金費は１６千円で、墓地基金への積立てでございます。

墓地管理費は２，３６７千円で、墓地管理に要する経費を計上してございます。

保健衛生費の総額は２億４２，８２１千円で、対前年度比は１３，１３６千円の増額で

ございます。

次に、清掃費について申し上げます。

塵芥処理費は１億２８，８６０千円、対前年度比は１２，３８６千円の減額でございま

す。清掃センター負担金の減額が要因でございます。し尿処理費は２４，１１７千円で、

クリーンセンター負担金、浄化槽設置整備事業などでございます。

清掃費の総額は１億５２，９７７千円でございます。対前年度比は１４，０３７千円の

減額でございます。

衛生費の合計は３億９５，７９８千円、対前年度比は９０１千円の減額、歳出予算全体

に占める割合は１０．２％でございます。

農林水産業費、農業費、農業委員会費は７，８５６千円、対前年度比は１０７千円の減

額でございます。

農業総務費は１９，２０８千円で、対前年度比は６５３千円の増額でございます。

農業振興費は７，８０５千円で、対前年度比は２，６７１千円の増額でございます。要

因は、次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金の皆増によるものでございます。

農地費は７３，７８０千円、対前年度比は２７，８３３千円の増額でございます。工事

請負費では農地耕作条件改善事業などを計上してございます。

農業費の合計は１億８，６４９千円、対前年度比は３１，０５０千円の増額でございま

す。

林業費、林業総務費は４９，６５３千円、対前年度比は１８，０６９千円の増額でござ

います。

次に、水産業費について申し上げます。

水産業振興費は２３，６１３千円、対前年度比は１億１０，２５５千円の減額でござい

ます。要因は、日高港西川地区漁船係留施設整備の皆減によるものでございます。

漁港管理費は７１５千円で、漁港管理に要する経費でございます。

漁港建設費は８，２４５千円で、対前年度比は８，２００千円の増額でございます。

工事請負費の町単独工事では５，２００千円を計上してございます。
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美浜町水産業振興基金費８７千円は、利子の積立金でございます。

水産業費の総額は３２，６６０千円で、対前年度比では１億２，０５４千円の減額でご

ざいます。

農林水産業費の総額は１億９０，９６２千円、対前年度比は５２，９３５千円の減額で

ございます。

次に、商工費について、ご説明申し上げます。

商工費は７，１２４千円で、対前年度比では４５５千円の増額でございます。

観光費は５，６４２千円で、対前年度比では１９５千円の減額でございます。

商工費の合計は１２，７６６千円、対前年度比は２６０千円の増額でございます。

土木費、土木管理費、土木総務費は２６，９１３千円で、対前年度比では６，４８１千

円の増額でございます。

道路橋梁費、道路橋梁総務費は３，６６６千円で、防犯灯に要する経費でございます。

道路維持費は１２，８３５千円、対前年度比は６，７６２千円の増額で、工事請負費で

は、町単独工事として道路の修繕工事を計上してございます。

道路新設改良費は１億１１，９７７千円、対前年度比では１４，７０５千円の増額でご

ざいます。委託料の社会資本整備総合交付金事業では、寺田橋の架け替え、工事請負費の

社会資本整備総合交付金事業は松原小学校の東側の町道吉原宮前線の改良工事などでござ

います。

道路橋梁費の合計は１億２８，４７８千円でございます。対前年度比は２１，５２１千

円の増額でございます。

河川海岸費、河川海岸保全費は１，３１７千円、対前年度比では５，０６０千円の減額

でございます。

砂防費９４０千円は、県営事業の小規模土砂災害対策事業等でございます。

河川海岸費の合計は２，２５７千円でございます。

港湾費、港湾管理費９０千円は、日高港振興協会への負担金等を計上してございます。

都市計画費、都市計画総務費２，４９２千円は、都市計画に要する経費を計上してござ

います。

都市計画費の合計は８９，４４８千円でございます。

次に、住宅費、住宅管理費は１，７９８千円で、大浜団地、和田Ｂ団地、Ｃ団地の維持

管理経費でございます。

住宅基金費２，０３３千円は、住宅基金の利子分のほかに、和田Ｂ団地、Ｃ団地の大規

模修繕に備え、２，０００千円を積立てするものでございます。

住宅費の合計は３，８３１千円でございます。

土木費の合計は２億５１，０１７千円、対前年度比は２６，１６８千円の増額でござい

ます。

消防費、非常備消防費は９，７６６千円で、対前年度比は２６８千円の減額でございま
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す。

消防施設費３，１６１千円は、消火栓ボックス・ホースなどの備品購入費などでござい

ます。

災害対策費は４億２１，２３７千円で、対前年度比は２億６６，０００千円の増額でご

ざいます。工事請負費では防災行政無線デジタル化改修事業、公有財産購入費では、上田

井地区津波避難施設用地購入費を計上してございます。

常備消防費は１億２１，９９４千円で、日高広域消防事務組合負担金等でございます。

消防費の合計は５億５６，１５８千円、対前年度比では２億５８，３９７千円の増額で

ございます。

教育費、教育総務費、教育委員会費は１，６０１千円、教育委員等の報酬、そのほか教

育委員会運営に要する経費を計上してございます。

事務局費は４６，５７８千円、対前年度比は３，７５６千円の減額でございます。

主な要因は、子ども子育て支援事業計画策定業務の皆減によるものでございます。

教育諸費は２，９０２千円で、各種協議会等への負担金等を計上してございます。

外国青年招致事業費は４，６３１千円で、英語指導助手に要する経費を計上してござい

ます。

教育費、教育総務費の合計は５５，７１２千円でございます。対前年度比は３，７９６

千円の減額でございます。

小学校費、学校管理費は７８，３７５千円で、対前年度比は３１，９６９千円の増額で

ございます。工事請負費では、和田小学校屋内運動場屋根改修工事を計上してございます。

教育振興費は５，５１８千円で、対前年度比では１，５６５千円の増額でございます。

要因は、教科書の改訂によるものでございます。

小学校費の合計は８３，８９３千円で、対前年度比は３３，５３４千円の増額でござい

ます。

中学校費、学校管理費は３４，８７３千円、対前年度比は３，１６３千円の増額でござ

います。工事請負費では、松洋中学校職員室空調設備改修工事を計上してございます。

次に、教育振興費３，２３３千円は、対前年度比では８３８千円の減額でございます。

中学校費の合計は３８，１０６千円で、対前年度比は２，３２５千円の増額でございま

す。

幼稚園費３，２４３千円は、幼児教育の無償化に伴い、私立幼稚園負担金、未移行幼稚

園利用費負担金を計上してございます。

こども園費、ひまわりこども園費は１億８７，３７５千円で、対前年度比では１４，２９０

千円の増額でございます。今年度も引き続き４、５才児を対象に委託先から英語講師を派

遣してもらう事業を継続いたします。

また、備品購入費では、紀州材を使用した机や椅子を購入するもので、財源は森林環境

譲与税活用基金を充当いたします。そのほか、ひまわりこども園の管理運営に要する経費
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を計上してございます。

社会教育費、社会教育総務費は２２，０１０千円で、対前年度比は３２１千円の減額で

ございます。

公民館費は１４，４０２千円、対前年度比は１，７３１千円の増額で、公民館の維持管

理に要する経費を計上してございます。

文化振興費は８４６千円で、文化振興事業等に要する経費を計上してございます。

次に、図書館費は１３，６９７千円で、対前年度比では４，７０６千円の増額でござい

ます。工事請負費では、空調設備改修工事など図書館の管理運営に要する経費を計上して

ございます。

社会教育費の合計は５０，９５５千円で、対前年度比は、６，３７４千円の増額でござ

います。

保健体育費、保健体育総務費は１，８２４千円でございます。

体育施設費は４，８３４千円、対前年度比は１，５３２千円の増額でございます。

次に、学校給食施設費は５３，２６３千円、対前年度比では９０４千円の減額で、学校

給食運営に要する経費を計上してございます。

保健体育費の合計は５９，９２１千円、対前年度比は７０６千円の増額でございます。

教育費の合計は４億７９，２０５千円、対前年度比では、５６，６７６千円の増額で、

歳出予算全体に占める割合は１２．３％でございます。

公債費、元金償還金は３億３，４０８千円、対前年度比では１４，２９０千円の増額で

ございます。

利子償還金は１８，３４１千円で、対前年度比では３，４８５千円の減額でございます。

公債費の合計は３億２１，７４９千円で、対前年度比では１０，８０５千円の増額でご

ざいます。

予備費については５，０００千円、前年度と同額を計上してございます。

以上が、令和２年度美浜町一般会計予算についての概要でございます。

議案第１６号は、令和２年度美浜町国民健康保険特別会計予算についてでございます。

美浜町国民健康保険特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億６３，８０８千円で、

前年度と比較して２０，９９１千円の減額、２．１３％の減でございます。人口減少と、

国保から後期高齢者医療への移行により、被保険者数の減少に伴い、和歌山県に支払う国

民健康保険事業費納付金が減少したことが主な要因でございます。また、保険税率の上昇

を抑制するため、基金から２０，０００千円を繰り入れてございます。

今年度は、保険税の軽減拡大と賦課限度額の改正が予定されてございます。

議案第１７号は、令和２年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算についてでございま

す。

美浜町農業集落排水事業特別会計の総額は、歳入歳出それぞれ７１，８２６千円でござ

います。対前年度比では１０１千円の増額、０．１４％の増加となってございます。今年
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度から、公営企業会計の適用に向けた支援業務委託を計上してございます。

議案第１８号は、令和２年度美浜町公共下水道事業特別会計予算についてでございます。

美浜町公共下水道事業特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億３２，２３５千円

でございます。対前年度比では１，４９３千円の増額、１．１４％の増加となってござい

ます。今年度から、公営企業会計の適用に向けた支援業務委託を計上してございます。

議案第１９号は、令和２年度美浜町介護保険特別会計予算についてでございます。

美浜町介護保険特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億２０，９４３千円で、前

年度と比較いたしまして２，１４２千円、０．２６％の増でございます。効果的な介護予

防事業の取組により、保険給付費の上昇が抑制されているのが要因と考えてございます。

議案第２０号は、令和２年度美浜町後期高齢者医療特別会計予算についてでございます。

美浜町後期高齢者医療特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億３２，７６３千円、

前年度と比較して１６，６９８千円の増額、率にして７．７３％の増となってございます。

広域連合へ納める納付金が増加したことが主な要因でございます。今年度は、保険料の改

定の年となってございます。本町においては、被保険者１，４２４人を見込み、予算編成

をしてございます。

議案第２１号は、令和２年度美浜町水道事業会計予算についてでございます。

業務の予定量は、給水戸数３，７５０戸、年間総給水量８１万６千㎥を見込みまして、

一日平均給水量は２，２３０㎥を予定してございます。

収益的収支については、事業収益１億３１，５０１千円、対前年度比５．４１％の減少

でございます。

事業費用は、１億２０，９８０千円、対前年度比９．３９％の減少でございます。

資本的収支については、資本的収入５１，６５５千円、資本的支出は８４，１８８千円

を予定してございます。

議案第２２号は、美浜町農業研修センターの指定管理者の指定についてでございます。

美浜町農業研修センターの指定管理者につきまして、引き続き、紀州農業協同組合を指

定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決をお願いするも

のでございます。

議案第２３号は、美浜町カナダミュージアムの指定管理者の指定についてでございます。

美浜町カナダミュージアムの指定管理者につきまして、引き続き、特定非営利活動法人

日ノ岬・アメリカ村を指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議

会の議決をお願いするものでございます。

議案第２４号は、美浜町アメリカ村ゲストハウスの指定管理者の指定についてでござい

ます。

美浜町アメリカ村ゲストハウスの指定管理者につきまして、引き続き、特定非営利活動

法人日ノ岬・アメリカ村を指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り議会の議決をお願いするものでございます。



令和２年美浜町議会第１回定例会（第１日）

23

議案第２５号は、美浜町アメリカ村レストランの指定管理者の指定についてでございま

す。

美浜町アメリカ村レストランの指定管理者につきまして、引き続き、特定非営利活動法

人日ノ岬・アメリカ村を指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により

議会の議決をお願いするものでございます。

議案第２６号は、美浜町産品コーナーの指定管理者の指定についてでございます。

美浜町産品コーナーの指定管理者につきまして、引き続き、一般社団法人煙樹の杜を指

定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決をお願いするも

のでございます。

議案第２７号は、美浜町多目的室の指定管理者の指定についてでございます。

美浜町多目的室の指定管理者につきまして、引き続き、一般社団法人煙樹の杜を指定い

たしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決をお願いするもので

ございます。

諮問第１号は、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございます。

現在、人権擁護委員としてご活躍いただいております美浜町大字三尾１７４８番地の２、

左留間清美氏の任期が、６月３０日までとなっております。任期を迎えるに当たり、ぜひ

とも引き続き委員をお願いしたい旨をお伝えしたところ、快くお引受けいただきましたの

で、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。

以上、本定例会に提案いたしました報告１件、議案２７件、諮問１件について、一括し

て提案理由を申し上げました。

何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（谷重幸君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

午前十時四十六分散会

再開は、１３日金曜日午前９時です。

この後、全員協議会、各常任委員会を開きます。

お疲れさまでした。


