
 266 

            

 

第 ９ 回 大  山 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第５日）  

平成１７年１２月２０日（火曜日）         

 

議事日程 

               平成１７年１２月２０日  午前９時３５分開会  

日程第  1  議案第 110 号 平成 16 年度中山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  2  議案第 111 号 平成 16 年度中山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について  

日程第  3  議案第 112 号 平成 16 年度中山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第  4  議案第 113 号 平成 16 年度中山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第  5  議案第 114 号  平成 16 年度中山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第  6  議案第 115 号  平成 16 年度中山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第  7  議案第 116 号  平成 16 年度中山町在宅支援特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて  

日程第  8  議案第 117 号  平成 16 年度中山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第  9  議案第 118 号  平成 16 年度中山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第 10  議案第 119 号  平成 16 年度中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第 11  議案第 120 号  平成 16 年度上中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第 12  議案第 121 号 平成 16 年度下中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第 13  議案第 122 号 平成 16 年度逢坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第 14  議案第 123 号  平成 16 年度中山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 15  議案第 124 号  平成 16 年度中山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 16  議案第 125 号 平成 16 年度名和町一般会計歳入歳出決算の認定について  
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日程第 17  議案第 126 号  平成 16 年度名和町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について  

日程第 18  議案第 127 号  平成 16 年度名和町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 19  議案第 128 号  平成 16 年度名和町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 20  議案第 129 号  平成 16 年度名和町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 21  議案第 130 号  平成 16 年度名和町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 22  議案第 131 号  平成 16 年度名和町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 23  議案第 132 号  平成 16 年度名和町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第 24  議案第 133 号  平成 16 年度名和町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第 25  議案第 134 号  平成 16 年度名和町分譲宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第 26  議案第 135 号  平成 16 年度名和町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 27  議案第 136 号  平成 16 年度名和町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 28  議案第 137 号  平成 16 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

（旧町分） 

日程第 29  議案第 138 号  平成 16 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ  

いて（旧町分）  

日程第 30  議案第 139 号  平成 16 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第 31  議案第 140 号 平成 16 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について（旧町分）  

日程第 32  議案第 141 号 平成 16 年度大山町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳

入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第 33  議案第 142 号 平成 16 年度大山町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）歳

入歳出決算の認定について（旧町分） 

日程第 34  議案第 143 号 平成 16 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ
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いて（旧町分）  

日程第 35  議案第 144 号 平成 16 年度大山町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳

出決算の認定について（旧町分）  

日程第 36  議案第 145 号 平成 16 年度大山町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歳入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第 37  議案第 146 号 平成 16 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について（旧町分）  

日程第 38  議案第 147 号 平成 16 年度大山町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（旧町分）  

日程第 39  議案第 148 号 平成 16 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の  

認定について（旧町分） 

日程第 40  議案第 149 号 平成 16 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第 41  議案第 150 号 平成 16 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 42  議案第 151 号 平成 16 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 43  議案第 152 号 平成 16 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について  

日程第 44  議案第 153 号 平成 16 年度大山町開拓専用水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第 45  議案第 154 号 平成 16 年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 46  議案第 155 号 平成 16 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第 47  議案第 156 号 平成 16 年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 48  議案第 157 号 平成 16 年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第 49  議案第 158 号 平成 16 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 50  議案第 159 号 平成 16 年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 51  議案第 160 号 平成 16 年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 52  議案第 161 号 平成 16 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の
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認定について  

日程第 53  議案第 162 号 平成 16 年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第 54  議案第 163 号 平成 16 年度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 55  議案第 164 号 平成 16 年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定につ  

いて 

日程第 56  議案第 165 号 平成 16 年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定  

について  

日程第 57  議案第 166 号 平成 16 年度大山町中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 58  議案第 167 号 平成 16 年度大山町上中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 59  議案第 168 号 平成 16 年度大山町下中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 60  議案第 169 号 平成 16 年度大山町逢坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 61 議案第 170 号  大山町行財政改革審議会条例の制定について  

日程第 62 議案第 171 号  大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の  

制定について  

日程第 63 議案第 172 号  大山町個人情報保護条例の一部を改正する条例について  

日程第 64 議案第 173 号  大山町町有地等における放置自動車の措置に関する条例の制  

定について  

日程第 65 議案第 174 号  大山町営土地改良事業の施行について  

日程第 66 議案第 175 号  大山町庄内地区集会所条例を廃止する条例について  

日程第 67 議案第 176 号  平成 17 年度大山町一般会計補正予算（第 5 号） 

日程第 68 議案第 177 号 平成 17 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算  

（第 1 号） 

日程第 69  議案第 178 号 平成 17 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第 70 議案第 179 号 平成 17 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算  

（第 2 号） 

日程第 71 議案第 180 号 平成 17 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 72 議案第 181 号 平成 17 年度大山町介護保険特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 73 議案第 182 号 平成 17 年度大山町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 74 議案第 183 号 平成 17 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算  
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（第 3 号） 

日程第 75 議案第 184 号 平成 17 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算  

（第 3 号） 

日程第 76 議案第 185 号 平成 17 年度大山町風力発電事業特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第 77 議案第 186 号 平成 17 年度大山町温泉事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 78 議案第 187 号 平成 17 年度大山町宅地造成事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 79 議案第 188 号 平成 17 年度大山町水道事業会計補正予算（第 3 号） 

日程第 80  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  

日程第 81  陳情第  21 号 あらたな「非核平和都市宣言」採択についての陳情について  

日程第 82 決議案第 1 号 「核兵器廃絶・平和の町宣言」に関する決議について  

日程第 83  陳情第  22 号 治安維持法犠牲者国家賠償法（仮称）の制定を支持し､政府に

対し意見書の提出を求める陳情について  

日程第 84  陳情第  19 号 最低保障年金制度の創設に関する陳情について  

日程第 85  陳情第  26 号 教育基本法の改定ではなく､その理念の実現を求める意見書の

採択を求める陳情について  

日程第 86  陳情第  23 号 「食料・農業・農村基本計画」見直しに関する陳情について  

日程第 87 委員会の閉会中の継続審査について  

日程第 88 委員会の閉会中の継続審査について  

日程第 89  議会運営委員会の閉会中の継続調査について  

    

本日の会議に付した事件  

日程第  1  議案第 110 号 平成 16 年度中山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  2  議案第 111 号 平成 16 年度中山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について  

日程第  3  議案第 112 号 平成 16 年度中山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第  4  議案第 113 号 平成 16 年度中山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第  5  議案第 114 号  平成 16 年度中山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第  6  議案第 115 号  平成 16 年度中山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第  7  議案第 116 号  平成 16 年度中山町在宅支援特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて  

日程第  8  議案第 117 号  平成 16 年度中山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の
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認定について  

日程第  9  議案第 118 号  平成 16 年度中山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第 10  議案第 119 号  平成 16 年度中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第 11  議案第 120 号  平成 16 年度上中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第 12  議案第 121 号 平成 16 年度下中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第 13  議案第 122 号 平成 16 年度逢坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第 14  議案第 123 号  平成 16 年度中山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 15  議案第 124 号  平成 16 年度中山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 16  議案第 125 号 平成 16 年度名和町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第 17  議案第 126 号  平成 16 年度名和町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について  

日程第 18  議案第 127 号  平成 16 年度名和町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 19  議案第 128 号  平成 16 年度名和町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 20  議案第 129 号  平成 16 年度名和町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 21  議案第 130 号  平成 16 年度名和町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 22  議案第 131 号  平成 16 年度名和町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 23  議案第 132 号  平成 16 年度名和町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第 24  議案第 133 号  平成 16 年度名和町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第 25  議案第 134 号  平成 16 年度名和町分譲宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第 26  議案第 135 号  平成 16 年度名和町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 27  議案第 136 号  平成 16 年度名和町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定
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について  

日程第 28  議案第 137 号  平成 16 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

（旧町分） 

日程第 29  議案第 138 号  平成 16 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ  

いて（旧町分）  

日程第 30  議案第 139 号  平成 16 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第 31  議案第 140 号 平成 16 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について（旧町分）  

日程第 32  議案第 141 号 平成 16 年度大山町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳

入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第 33  議案第 142 号 平成 16 年度大山町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）歳

入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第 34  議案第 143 号 平成 16 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて（旧町分）  

日程第 35  議案第 144 号 平成 16 年度大山町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳

出決算の認定について（旧町分）  

日程第 36  議案第 145 号 平成 16 年度大山町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歳入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第 37  議案第 146 号 平成 16 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について（旧町分）  

日程第 38  議案第 147 号 平成 16 年度大山町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（旧町分）  

日程第 39  議案第 148 号 平成 16 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の  

認定について（旧町分） 

日程第 40  議案第 149 号 平成 16 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第 41  議案第 150 号 平成 16 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 42  議案第 151 号 平成 16 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 43  議案第 152 号 平成 16 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について  

日程第 44  議案第 153 号 平成 16 年度大山町開拓専用水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第 45  議案第 154 号 平成 16 年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認定
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について  

日程第 46  議案第 155 号 平成 16 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第 47  議案第 156 号 平成 16 年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 48  議案第 157 号 平成 16 年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 49  議案第 158 号 平成 16 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 50  議案第 159 号 平成 16 年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 51  議案第 160 号 平成 16 年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 52  議案第 161 号 平成 16 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第 53  議案第 162 号 平成 16 年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第 54  議案第 163 号 平成 16 年度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 55  議案第 164 号 平成 16 年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定につ  

いて 

日程第 56  議案第 165 号 平成 16 年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定  

について  

日程第 57  議案第 166 号 平成 16 年度大山町中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 58  議案第 167 号 平成 16 年度大山町上中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 59  議案第 168 号 平成 16 年度大山町下中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 60  議案第 169 号 平成 16 年度大山町逢坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 61 議案第 170 号  大山町行財政改革審議会条例の制定について  

日程第 62 議案第 171 号  大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の  

制定について  

日程第 63 議案第 172 号  大山町個人情報保護条例の一部を改正する条例について  
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日程第 64 議案第 173 号  大山町町有地等における放置自動車の措置に関する条例の制  

定について  

日程第 65 議案第 174 号  大山町営土地改良事業の施行について  

日程第 66 議案第 175 号  大山町庄内地区集会所条例を廃止する条例について  

日程第 67 議案第 176 号  平成 17 年度大山町一般会計補正予算（第 5 号） 

日程第 68 議案第 177 号 平成 17 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算  

（第 1 号） 

日程第 69  議案第 178 号 平成 17 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第 70 議案第 179 号 平成 17 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算  

（第 2 号） 

日程第 71 議案第 180 号 平成 17 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 72 議案第 181 号 平成 17 年度大山町介護保険特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 73 議案第 182 号 平成 17 年度大山町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 74 議案第 183 号 平成 17 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算  

（第 3 号） 

日程第 75 議案第 184 号 平成 17 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算  

（第 3 号） 

日程第 76 議案第 185 号 平成 17 年度大山町風力発電事業特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第 77 議案第 186 号 平成 17 年度大山町温泉事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 78 議案第 187 号 平成 17 年度大山町宅地造成事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 79 議案第 188 号 平成 17 年度大山町水道事業会計補正予算（第 3 号） 

日程第 80  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  

日程第 81  陳情第  21 号 あらたな「非核平和都市宣言」採択についての陳情について  

日程第 82 決議案第 1 号 「核兵器廃絶・平和の町宣言」に関する決議について  

日程第 83  陳情第  22 号 治安維持法犠牲者国家賠償法（仮称）の制定を支持し､政府に

対し意見書の提出を求める陳情について  

日程第 84  陳情第  19 号 最低保障年金制度の創設に関する陳情について  

日程第 85  陳情第  26 号 教育基本法の改定ではなく､その理念の実現を求める意見書の

採択を求める陳情について  

日程第 86  陳情第  23 号 「食料・農業・農村基本計画」見直しに関する陳情について  

日程第 87 委員会の閉会中の継続審査について  

日程第 88 委員会の閉会中の継続審査について  

日程第 89  議会運営委員会の閉会中の継続調査について  
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出席議員（２１名） 

１番 近 藤 大 介        ２番 西 尾 寿 博 

３番 吉 原 美智恵        ４番 遠 藤 幸 子 
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１５番 二 宮 淳 一       １６番 椎 木   学   

１７番 野 口 俊 明          １８番 沢 田 正 己    

１９番 荒 松 廣 志              ２０番 西 山 富三郎  
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欠席議員（なし） 

  

事務局出席職員職氏名 

局長 ……………… 小 谷 正 寿    書記 …………………汐 田 美 穂 

 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………山  口 隆 之    助役 …………………田 中 祥 二 

教育長 ………………山  田   晋    代表監査委員 ………椎 木 喜久男 

中山支所長 …………河 崎 博 光    大山支所長 …………田 中   豊 

総務課長 ……………諸  遊 雅 照    人権推進課長 ………近 藤 照 秋   

企画情報課長  ………後 藤   透    住民生活課長 ………福 田 勝 清 

福祉保健課長  ………松 岡 久美子    産業振興課長 ………渡 辺   収 

地域整備課長  ………押 村 彰 文    税務課長 ……………坂 田   修  

学校教育課長  ………高 見 晴 美    社会教育課長 ………麹 谷 昭 久 

観光商工課長  ………福 留 弘 明    水道課長 ……………小 西 正 記 

農業委員会事務局長…高  見 公 治    会計課長 ……………金 平 隆 哉 

────────────────・───・─────────────────  

午前９時３５分開会 

開議宣告 

○議長（鹿島  功君）  おはようございます。いよいよ最終日となりました。ただい

まの出席議員は２１人です。定足数に達しております。これから本日の会議を開きま

す。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。    
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────────────────・───・─────────────────

日程第１ 議案第１１０号から  日程第６０ 議案第１６９号まで  

○議長（鹿島  功君）  日程第１、議案第１１０号  平成１６年度中山町一般会計歳

入歳出決算の認定についてから､日程第６０、議案第１６９号  平成１６年度大山町逢

坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定についてまでを一括議題にします。  

委員長の審査結果の報告を求めます。決算審査特別委員長  荒松廣志君。  

○決算審査特別委員長（荒松  廣志君） 決算審査特別委員会の審査報告をいたします。

報告書を配布してもらっていますので、ごらんいただきたいと思います。定例会２日

目の１２月７日に設置されました議員全員による決算審査特別委員会に付託されまし

た案件は、１番、事件名としています。議案第１１０号  平成１６年度中山町一般会

計歳入歳出決算の認定についてから、議案第１６９号  平成１６年度大山町逢坂財産

区特別会計歳入歳出決算の認定についてまで、計６０議案であります。２番目､事件の

内容は、決算審査であります。３番目、審議の経過ですが、付託を受けた６０議案に

ついて、審査の効率化を図るため、議案を常任委員会の所管ごとに分ける、いわゆる

分科会方式により、平成１７年１２月７日､８日､９日の３日間審査を行いました。各

会計の疑問点について､各担当課長に質問し説明を受けております。１６日には全体審

査を行い、各分科会の長からそれぞれの分科会の審査報告を受け、質疑・答弁を行っ

たのち、全体の審査のまとめを行いました。４番目、審議の結果でございますが、全

議案について認定すべきものと決定いたしました。５番目、少数意見の留保はありま

せんでした。なお、付帯意見を付けるかどうかについて協議しましたが、旧町の決算

ということもあり、今回は付けるのを見合わせました。以上で、決算審査特別委員会

の審査の報告を終わります。  

○議長（鹿島  功君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認めます。  

これから議案第１１０号  平成１６年度中山町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。  

これから議案第１１０号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定でありま

す。本案を委員長の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１１０号は、認定するこ

とに決定しました。  
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────────────────・───・─────────────────  

○議長（鹿島  功君）  これから議案第１１１号  平成１６年度中山町住宅新築資金

等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませ  

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１１１号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案を委員長の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１１１号は、認定するこ  

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから議案第１１２号 平成１６年度中山町開拓専用水道特別  

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１１２号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長  

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立全員です。したがって、議案第１１２号は、認定するこ  

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから議案第１１３号 平成１６年度中山町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１１３号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立全員です。したがって、議案第１１３号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから議案第１１４号   平成１６年度中山町老人保健特別会計

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕   
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○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１１４号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立全員です。したがって、議案第１１４号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから議案第１１５号   平成１６年度中山町介護保険特別会計  

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１１５号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１１５号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから議案第１１６号   平成１６年度中山町在宅支援特別会計

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１１６号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１１６号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから議案第１１７号   平成１６年度中山町農業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１１７号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１１７号は、認定するこ
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とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから議案第１１８号   平成１６年度中山町公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１１８号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１１８号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから議案第１１９号   平成１６年度中山財産区特別会計歳入

歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１１９号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１１９号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────   

○議長（鹿島 功君） これから議案第１２０号   平成１６年度上中山財産区特別会計歳

入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１２０号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１２０号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから議案第１２１号 平成１６年度下中山財産区特別会計歳  

入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  



 280 

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１２１号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１２１号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから議案第１２２号 平成１６年度逢坂財産区特別会計歳入

歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕       

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１２２号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１２２号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから議案第１２３号   平成１６年度中山町宅地造成事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１２３号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１２３号は、認定するこ

とに決定しました。 

────────────────・───・─────────────────   

○議長（鹿島 功君） これから議案第１２４号   平成１６年度中山町温泉事業特別会計

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１２４号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１２４号は、認定するこ
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とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────    

○議長（鹿島 功君） これから議案第１２５号 平成１６年度名和町一般会計歳入歳出  

決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１２５号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１２５号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────     

○議長（鹿島 功君） これから議案第１２６号   平成１６年度名和町住宅新築資金等貸

付事業特別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

２６号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長の報

告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１２６号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────     

○議長（鹿島 功君） これから議案第１２７号   平成１６年度名和町土地取得特別会計

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

２７号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長の報

告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１２７号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────     

○議長（鹿島 功君） これから議案第１２８号   平成１６年度名和町地域休養施設特別

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

２８号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長の報

告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１２８号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────     

○議長（鹿島 功君） これから議案第１２９号   平成１６年度名和町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

２９号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長の報

告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１２９号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────      

○議長（鹿島 功君） これから議案第１３０号   平成１６年度名和町簡易水道事業特別  

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１３０号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１３０号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────      

○議長（鹿島 功君） これから議案第１３１号   平成１６年度名和町老人保健特別会計  

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１３１号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１３１号は、認定するこ  
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とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────       

○議長（鹿島 功君） これから議案第１３２号   平成１６年度名和町農業集落排水事業  

特別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１３２号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１３２号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────        

○議長（鹿島 功君） これから議案第１３３号   平成１６年度名和町公共下水道事業特  

別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕       

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１３３号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１３３号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────        

○議長（鹿島 功君） これから議案第１３４号   平成１６年度名和町分譲宅地造成事業  

特別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１３４号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１３４号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────         

○議長（鹿島 功君） これから議案第１３５号   平成１６年度名和町介護保険特別会計

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１３５号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１３５号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────         

○議長（鹿島 功君） これから議案第１３６号   平成１６年度名和町風力発電事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１３６号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１３６号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────        

○議長（鹿島 功君） これから議案第１３７号   平成１６年度大山町一般会計歳入歳出

決算の認定について（旧町分）の討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１３７号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１３７号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────         

○議長（鹿島 功君） これから議案第１３８号   平成１６年度大山町土地取得特別会計

歳入歳出決算の認定について（旧町分）の討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１３８号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１３８号は、認定するこ
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とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────          

○議長（鹿島 功君） これから議案第１３９号   平成１６年度大山町老人居室整備資金  

及び障害者住宅整備資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について（旧町分）の討論 

を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１３９号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１３９号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────          

○議長（鹿島 功君） これから議案第１４０号 平成１６年度大山町住宅新築資金等貸

付事業特別会計歳入歳出決算の認定について（旧町分）の討論を行います。討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１４０号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１４０号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────          

○議長（鹿島 功君） これから議案第１４１号 平成１６年度大山町国民健康保険事業  

特別会計（事業勘定）歳入歳出決算の認定について（旧町分）の討論を行います。討論は 

ありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１４１号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１４１号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────           
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○議長（鹿島 功君） これから議案第１４２号 平成１６年度大山町国民健康保険事業  

特別会計（施設勘定）歳入歳出決算の認定について（旧町分）の討論を行います。討論は 

ありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１４２号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長の

報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１４２号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────           

○議長（鹿島 功君） これから議案第１４３号 平成１６年度大山町老人保健特別会計

歳入歳出決算の認定について（旧町分）の討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１４３号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１４３号は、認定するこ

とに決定しました。  

 ────────────────・───・─────────────────           

○議長（鹿島 功君） これから議案第１４４号 平成１６年度大山町介護保険特別会計

（保険事業勘定）歳入歳出決算の認定について（旧町分）の討論を行います。討論はあ

りませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１４４号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１４４号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────           

○議長（鹿島 功君） これから議案第１４５号 平成１６年度大山町介護保険特別会計  

（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算の認定について（旧町分）の討論を行います。討  

論はありませんか。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１４５号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１４５号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────           

○議長（鹿島 功君） これから議案第１４６号 平成１６年度大山町簡易水道事業特別  

会計歳入歳出決算の認定について（旧町分）の討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１４６号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１４６号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────          

○議長（鹿島 功君） これから議案第１４７号 平成１６年度大山町下水道事業特別会  

計歳入歳出決算の認定について（旧町分）の討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１４７号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１４７号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────           

○議長（鹿島 功君） これから議案第１４８号 平成１６年度大山町農業集落排水事業  

特別会計歳入歳出決算の認定について（旧町分）の討論を行います。討論はありません  

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１４８号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  
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〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１４８号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────           

○議長（鹿島 功君） これから議案第１４９号 平成１６年度大山町一般会計歳入歳出  

決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１４９号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１４９号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────            

○議長（鹿島 功君） これから議案第１５０号 平成１６年度大山町土地取得特別会計  

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１５０号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１５０号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────            

○議長（鹿島 功君） これから議案第１５１号 平成１６年度大山町簡易水道事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１５１号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１５１号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１５２号 平成１６年度大山町住宅新築資金等貸
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付事業特別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１５２号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１５２号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１５３号 平成１６年度大山町開拓専用水道事業  

特別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１５３号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１５３号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１５４号 平成１６年度大山町地域休養施設特別

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１５４号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１５４号は、認定  

することに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１５５号 平成１６年度大山町老人居室整備資金  

及び障害者住宅整備資金貸付事業の認定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（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１５５号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  
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〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１５５号は、認定するこ  

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１５６号 平成１６年度大山町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１５６号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１５６号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１５７号 平成１６年度大山町国民健康保険診療  

所特別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１５７号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１５７号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１５８号 平成１６年度大山町老人保健特別会計

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１５８号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１５８号は、認定するこ 

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１５９号 平成１６年度大山町介護保険特別会計  
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歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１５９号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１５９号は、認定するこ  

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１６０号 平成１６年度大山町介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１６０号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１６０号は、認定するこ  

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１６１号 平成１６年度大山町農業集落排水事業  

特別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１６１号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１６１号は、認定するこ  

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１６２号 平成１６年度大山町公共下水道事業特  

別会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１６２号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  
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〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１６２号は、認定するこ  

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１６３号 平成１６年度大山町風力発電事業特別  

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１６３号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１６３号は、認定するこ  

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１６４号 平成１６年度大山町温泉事業特別会計  

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１６４号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１６４号は、認定するこ  

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１６５号 平成１６年度大山町宅地造成事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１６５号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１６５号は、認定するこ  

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１６６号 平成１６年度大山町中山財産区特別会
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計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１６６号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１６６号は、認定するこ  

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１６７号 平成１６年度大山町上中山財産区特別  

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１６７号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１６７号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島 功君） これから議案第１６８号 平成１６年度大山町下中山財産区特別

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１６８号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案を委員長

の報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１６８号は、認定するこ

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

○議長（鹿島  功君）  これから議案第１６９号  平成１６年度大山町逢坂財産区特別

会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１６９号を採決します。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は、委員  

長の報告のとおり、認定することに賛成の方は、起立願います。  
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〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１６９号は、認定するこ  

とに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────             

      日程第６１ 議案第１７０号 

○議長（鹿島 功君） 日程第６１、議案第１７０号   大山町行財政改革審議会条例の制

定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１７０号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１７０号は、原案のとお

り可決されました。  

────────────────・───・─────────────────             

      日程第６２  議案第１７１号 

○議長（鹿島 功君） 日程第６２、議案第１７１号   大山町公の施設の指定管理者の指

定の手続等に関する条例の制定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１７１号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１７１号は、原案のとお  

り可決されました。  

────────────────・───・─────────────────             

      日程第６３  議案第１７２号 

○議長（鹿島 功君） 日程第６３、議案第１７２号   大山町個人情報保護条例の一部を

改正する条例についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１７２号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１７２号は、原案のとお  
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り可決されました。  

────────────────・───・─────────────────             

      日程第６４  議案第１７３号 

○議長（鹿島 功君） 日程第６４、議案第１７３号   大山町町有地等における放置自動

車の措置に関する条例の制定についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１７３号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１７３号は、原案のとお

り可決されました。  

────────────────・───・─────────────────                  

日程第６５  議案第１７４号 

○議長（鹿島 功君） 日程第６５、議案第１７４号   大山町営土地改良事業の施行につ

いての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１７４号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１７４号は、原案のとお  

り可決されました。  

────────────────・───・─────────────────                        

日程第６６  議案第１７５号 

○議長（鹿島 功君） 日程第６６、議案第１７５号   大山町庄内地区集会所条例を廃止

する条例についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１７５号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１７５号は、原案のとお  

り可決されました。  

────────────────・───・─────────────────                        
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日程第６７ 議案第１７６号 

○議長（鹿島 功君） 日程第６７、議案第１７６号   平成１７年度大山町一般会計補正

予算（第５号）についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１７６号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１７６号は、原案のとお  

り可決されました。  

────────────────・───・────────────────       日

日程第６８ 議案第１７７号 

○議長（鹿島 功君） 日程第６８、議案第１７７号  平成１７年度大山町住宅新築資金  

等貸付事業特別会計補正予算（第 1 号）についての討論を行います。討論はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１７７号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１７７号は、原案のとお  

り可決されました。  

────────────────・───・────────────────       

日程第６９  議案第１７８号 

○議長（鹿島 功君） 日程第６９、議案第１７８号  平成１７年度大山町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１７８号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１７８号は、原案のとお  

り可決されました。  

────────────────・───・────────────────       

日程第７０  議案第１７９号 
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○議長（鹿島 功君） 日程第７０、議案第１７９号  平成１７年度大山町国民健康保険

診療所特別会計補正予算（第２号）についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第  

１７９号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま  

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１７９号は、原案のとお

り可決されました。  

────────────────・───・────────────────       

日程第７１  議案第１８０号  

○議長（鹿島 功君） 日程第７１、議案第１８０号  平成１７年度大山町老人保健特別

会計補正予算（第 1 号）についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１８０号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま  

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１８０号は、原案のとお

り可決されました。  

────────────────・───・────────────────  

       日程第７２  議案第１８１号 

○議長（鹿島 功君） 日程第７２、議案第１８１号  平成１７年度大山町介護保険特別

会計補正予算（第２号）についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１８１号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１８１号は、原案のとお  

り可決されました。  

────────────────・───・────────────────      

日程第７３  議案第１８２号  

○議長（鹿島 功君） 日程第７３、議案第１８２号  平成１７年度大山町介護保険事業

特別会計補正予算（第１号）についての討論を行います。討論はありませんか。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１８２号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１８２号は、原案のとお  

り可決されました。  

────────────────・───・────────────────       

日程第７４  議案第１８３号 

○議長（鹿島 功君） 日程第７４、議案第１８３号  平成１７年度大山町農業集落排水

事業特別会計補正予算（第３号）についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１８３号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま  

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１８３号は、原案のとお  

り可決されました。  

────────────────・───・────────────────       

日程第７５  議案第１８４号 

○議長（鹿島 功君） 日程第７５、議案第１８４号  平成１７年度大山町公共下水道事

業特別会計補正予算（第３号）についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１８４号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１８４号は、原案のとお  

り可決されました。       

────────────────・───・────────────────  

日程第７６  議案第１８５号 

○議長（鹿島 功君） 日程第７６、議案第１８５号  平成１７年度大山町風力発電事業

特別会計補正予算（第３号）についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第
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１８５号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま  

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１８５号は、原案のとお  

り可決されました。  

 ここで暫時休憩いたします。再開は、４５分といたします。  

午前１０時３１分  

────────────────・───・────────────────  

午前１０時４５分  

日程第７７  議案第１８６号 

○議長（鹿島 功君）  再開します。日程第７７、議案第１８６号  平成１７年度大山

町温泉事業特別会計補正予算（第２号）についての討論を行います。討論はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１８６号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１８６号は、原案のとお  

り可決されました。  

────────────────・───・────────────────       日

日程第７８  議案第１８７号 

○議長（鹿島 功君） 日程第７８、議案第１８７号  平成１７年度大山町宅地造成事業

特別会計補正予算（第 2 号）についての討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕[「なし」と呼ぶ者あり]  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１８７号を採決します。  

 本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願います。  

               〔賛成者起立〕 [賛成者起立] 

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、議案第１８７号は、原案のとお

り可決されました。  

────────────────・───・────────────────       日

日程第７９  議案第１８８号 

○議長（鹿島 功君） 日程第７９、議案第１８８号  平成１７年度大山町水道事業会計

補正予算（第３号）についての討論を行います。討論はありませんか。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第

１８８号を採決します。本案は、原案の通り決定することに賛成の方は、起立願いま

す。 

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第１８８号は、原案のとお  

り可決されました。  

────────────────・───・────────────────       

日程第８０  諮問第１号  

○議長（鹿島  功君）  日程第８０、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を議題にします。提案理由の説明を求めます。町長。  

○町長（山口 隆之君） ただいまご提案いただきました諮問第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、提案理由のご説明をいたします。  

本案は、人権擁護委員として、ご活躍をいただきました井上三郎氏が、任期途中の

平成１７年１１月３０日付をもってご退任されたことに伴い、後任を推薦することに

ついて人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものでありま

す。 

推薦しようとする者は、金田隆介氏であります。同氏は人格・見識が高く、平成１

６年１０月までは、米子市の人権教育推進員としてご活躍のご経験があり、よって適

任と考え推薦しようとするものであります。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。以上で、諮問第 1 号の提案理由の説明を終わります  

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島功君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島功君）   討論なしと認め、これで討論を終わります。これから諮問第１

号を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり推薦することに賛成の方の起

立を求めます。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島功君）   起立多数です。したがって、諮問第１号は、原案のとおり推薦

することに決定しました。  

────────────────・───・────────────────       

日程第８１ 陳情第２１号～日程第８３ 陳情第２２号 

○議長（鹿島 功君） 日程第８１、陳情第２１号 あらたな「非核平和都市宣言」
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採択についての陳情から、日程第８３、陳情第２２号  治安維持法犠牲者国家賠償法

（仮称）の制定を支持し､政府に対し意見書の提出を求める陳情についてまで、計３件

を一括議題にします。  

審査結果の報告と提案理由の説明を求めます。総務常任委員長、沢田正己君。  

○総務常任委員長（沢田  正己君） ただいま議題になりました陳情２件と決議案

１件について順次審査の結果の報告と提案理由の説明をいたします。  

 まず、陳情第２１号は、あらたな「非核平和都市宣言」採択についての陳情です。  

１９８７年以来､鳥取県内の全自治体が非核平和都市宣言をしているところですが、

このたびの市町村合併で誕生した新しい町においては､あらためて非核平和都市宣言

をして欲しいという陳情です。審査の結果､全会一致で採択すべきものと決しました。 

決議案第１号は、願意を受け、核兵器廃絶・平和の町を宣言することを決議したく提案

するものです。決議を読み上げます。  

「核兵器廃絶・平和の町宣言」に関する決議、私たちは、現在を生きる者として、

この美しい豊かな地球を守り、子孫に引き継ぐ責務があります。  

私たちは、原爆被爆の悲惨さと今なお続く被爆者の苦しみを忘れることなく長崎を

最後の被爆地にしなければなりません。  

私たちは、自由で平和な社会と世界の恒久平和の実現をめざすため、全ての核兵器

の一日も早い廃絶を願うものであります。  

よって、大山町はここに「核兵器廃絶・平和の町」であることを宣言する。以上決

議する。平成１７年１２月２０日。鳥取県大山町議会。以上でございます。皆様のご

賛同をお願いいたします。  

次に、陳情第２２号は、治安維持法犠牲者に対して国が謝罪と賠償を行うよう、治

安維持法犠牲者国家賠償法の制定を支持し､政府に対し意見書の提出を求めるもので

あります。  

主な意見は、当時は全国どこでもあったことで、今は亡くなっておられる人がほと

んどだろう。今になってどうしてかという気がするというものや、それでも不採択に

はできない等の意見が出され、趣旨採択すべきものと決定いたしました。  

 皆様のご賛同をお願いし、総務常任委員会の審査結果の報告と提案理由の説明を終

ります。 

○議長（鹿島  功君）  これから陳情第２１号、あらたな「非核平和都市宣言」採択

についての陳情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（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を  

行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから陳情第

２１号を採決します。  

 この陳情に対する委員長の報告は採択であります。この陳情を委員長の報告のとお

り決定することに賛成の方は、起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、陳情第２１号は、委員長の報告

のとおり採択することに決定しました。  

────────────────・───・────────────────  

○議長（鹿島 功君） 次に、決議案第１号、「核兵器廃絶・平和の町宣言」に関する

決議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（鹿島  功君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を

行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから決議案

第１号を採決します。  

 おはかりします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、決議案第１号は、原案のとおり

可決されました。  

────────────────・───・────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから陳情第２２号、治安維持法犠牲者国家賠償法（仮称）

の制定を支持し､政府に対し意見書の提出を求める陳情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（鹿島  功君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を

行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから陳情第

２２号を採決します。  

 この陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。この陳情は委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方は、起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、陳情第２２号は、委員長の報告

のとおり趣旨採択とすることに決定しました。  
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────────────────・───・────────────────  

日程第８４､陳情第１９号から日程第８５､陳情第２３号  

○議長（鹿島 功君） 日程第８４、陳情第１９号 最低保障年金制度の創設に関す

る陳情についてから、日程第８５、陳情第２６号  教育基本法の改定ではなく､その理

念の実現を求める意見書の採択を求める陳情についてまで、計２件を一括議題にしま

す。 

委員長の審査結果の報告を求めます。教育民生常任委員長  野口俊明君。委員長、

前のほうでお願いします。  

○教育民生常任委員長（野口  俊明君） 報告をいたします。陳情第１９号  最低保

障年金制度の創設に関する陳情、これにつきましては趣旨採択、続いて陳情第２６号  

教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書の採択を求める陳情につ

いて、これにつきましては、不採択となりました。  

 提案理由の説明でございますが、この教育基本法の改定ではなく、その理念の実現

を求める意見書採択を求める陳情と同案件ではなく、改定の陳情が過去に出され採択

し、意見書を提出しておりますので、この第２６号につきましては、不採択というこ

とにいたしました。以上提案理由の説明を終わります。  

○議長（鹿島 功君） これから陳情第１９号 最低保障年金制度の創設に関する陳  

情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（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を

行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから陳情第

１９号を採決します。  

  この陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。この陳情は、委員長の報告の通

り決定することに賛成の方は、起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、陳情第１９号は、委員長の報告

のとおり趣旨採択することに決定しました。  

────────────────・───・────────────────  

○議長（鹿島 功君） これから陳情第２６号 教育基本法の改定ではなく、その理

念の実現を求める意見書の採択を求める陳情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（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を
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行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから陳情第

２６号を採決します。  

 この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。この陳情を、採択することに賛成

の方は、起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島 功君） 起立少数です。したがって、陳情第２６号は、委員長の報告

のとおり不採択とすることに決定しました。  

────────────────・───・────────────────  

      日程第８６ 陳情第２３号 

○議長（鹿島 功君） 日程第８６、陳情第２３号「食料・農業・農村基本計画」見

直しに関する陳情についてを議題とします。  

委員長の審査結果の報告を求めます。経済建設常任委員長  小原力三君。  

○経済建設常任委員長（小原 力三君） 経済建設常任委員会に付託になりました陳

情第２３号について審査の報告をいたします。  

 去る１２月７日、議員７名による慎重審議の報告であります。陳情第２３号は、「食料・

農業・農村基本計画」見直しに関する陳情であります。  

内容は、今回の基本計画の策定は、今後の中期的な食料・農業政策のありかたを示

すもので、担い手に施策を集中させる方向を示しており、中山間地が多い当町におい

ては、ほとんどの農家がメリットを受けられず､地域農業の崩壊にもつながりかねない。 

今後の施策の推進に当たっては、食料自給率の引き上げ､食の安全・安定・環境問題

などに配慮した施策を展開することで､日本農業の再生・発展につなげるようにという

ことであります。  

審査の中の主な意見といたしましては、願いは分かるけれど、日本を取り巻く状況

は非常に厳しいものがあり、なかなか陳情どおりというのは難しいというものや、あ

たりさわりのないような言い回しで､当然だと思われる話だが、問題点もあるというこ

とで、趣旨採択とすべきものと決定いたしました。皆さんのご賛同を願い、陳情の審

査結果の報告を終わります。  

○議長（鹿島  功君）  これから陳情第２３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（鹿島  功君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を

行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（鹿島  功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから陳情第

２３号を採決します。  

 この陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。この陳情は、委員長の報告の通り

決定することに賛成の方は、起立願います。  

〔賛成者起立〕  

○議長（鹿島  功君）  起立多数です。したがって、陳情第２３号は、委員長の報告

のとおり趣旨採択することに決定しました。  

────────────────・───・────────────────  

      日程第８７ 委員会の閉会中の継続審査について  

○議長（鹿島  功君）  日程第８７、委員会の閉会中の継続審査についてを議題とし

ます。 

総務常任委員長から、目下、委員会において審査中の陳情第２５号、鳥取県「人権

侵害救済条例」の修正、凍結を求める陳情について、会議規則第７５条の規定によっ

て、お手元に配りました申し出書の通り、閉会中の継続審査の申し出があります。  

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審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（鹿島  功君）  異議なしと認めます。従って、委員長から申し出の通り、閉

会中の継続審査とすることに決定しました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第８８ 委員会の閉会中の継続審査について  

○議長（鹿島  功君）  日程第８８、委員会の閉会中の継続審査の件についてを議題

とします。 

  経済建設常任委員長から、目下、委員会において審査中の陳情第１７号、町道認定

と拡幅改良整備についての陳情についてと、陳情第２４号、 WTO・FTA 交渉に関する陳

情について、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配りました申し出書の通り、

閉会中の継続審査の申し出があります。  

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審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（鹿島  功君）  異議なしと認めます。従って、委員長から申し出の通り、閉

会中の継続審査とすることに決定しました  

────────────────・───・────────────────  

   日程第８９ 議会運営委員会の閉会中の継続調査について  

○議長（鹿島  功君）  日程第８９、議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを
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議題とします。  

 議会運営委員長から、所管事務のうち､次の議会の会期､日程等､議会運営に関する事

項について会議規則第７５条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、

閉会中の継続調査の申し出があります。  

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（鹿島  功君）  異議なしと認めます。従って委員長から申し出の通り、閉会

中の継続調査とすることに決定しました。  

────────────────・───・────────────────  

       閉会宣告 

○議長（鹿島 功君） これで本日の日程は、全部終了しました。会議を閉じます。  

 平成１７年第９回大山町議会定例会を閉会いたします。  

○局長（小谷 正寿君） 互礼を行います。一同起立。礼。  

午前 1１時８分閉会 

─────────────────・───・──────────────────  
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