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令和２年広川町議会第２回定例会会議録 

 

１．招集年月日   令和２年６月８日 

 

２．招 集 場 所   広川町議会議事堂 

 

３．開 会   令和２年６月12日（９時30分） 

 

４．応 招 議 員 

     議長  野 村  泰 也       ７番  丸 山  修 二 

     １番  山 下    茂       ８番  光 益  良 洋 

     ２番  丸 山  幸 弘       ９番  池 尻  浩 一 

     ３番  竹 下  英 治       10番  原 野  利 男 

     ４番  栗 原  福 裕       11番  梅 本    哲 

     ５番  江 藤  美代子       12番  野 田  成 幸 

     ６番  水 落  龍 彦 

 

５．不応招議員 

     なし 

 

６．出 席 議 員 

     応招議員に同じ 

 

７．欠 席 議 員 

     不応招議員に同じ 
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８．地方自治法第121条の規定により説明のために会議に出席した者の氏名 

  町 長  渡 邉  元 喜   住 民 課 長  谷 口  裕 子 

  副 町 長  飯 田  潤一郎   税 務 課 長  野 中  洋 太 

  教 育 長  吉 住  政 子   福 祉 課 長  郷 田  貴 啓 

  会計管理者兼              
            丸 山  英 明   建 設 課 長  樋 口  信 吾 
  総務課長兼会計室長              

  総務課参事兼             産業振興課長兼 
           鹿 田    健             井 上  新 五 
  庁舎建設推進室長             農業委員会事務局長 

  政策調整課長  丸 山  信 夫   協働推進課長  藤 島  達 也 

  環境衛生課長  小 松  朋 雄   教育委員会事務局教育次長  中 島    孝 

 

９．本会に職務のために出席した者の氏名 

  議会事務局長  藤 島  弘 義   書 記  原 野  昌 文 

  書 記  園 田  和 弘 

 

10．議事日程 

  日程第１ 報告第１号 令和元年度広川町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 

  日程第２ 報告第２号 令和元年度広川町下水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

て 

  日程第３ 同意第２号 広川町監査委員の選任に対する同意について 

  日程第４ 同意第３号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第５ 同意第４号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第６ 同意第５号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第７ 同意第６号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第８ 同意第７号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第９ 同意第８号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第10 同意第９号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第11 同意第10号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第12 同意第11号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第13 同意第12号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第14 同意第13号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第15 同意第14号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第16 同意第15号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第17 同意第16号 広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について 

  日程第18 議案第44号 記号式投票に関する条例の廃止について 
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  日程第19 議案第45号 広川町交通安全対策会議条例の一部改正について 

  日程第20 議案第46号 広川町防災会議条例の一部改正について 

  日程第21 議案第47号 広川町火入れに関する条例の一部改正について 

  日程第22 議案第48号 広川町国民健康保険条例の一部改正について 

  日程第23 議案第49号 広川町国民健康保険税条例の一部改正について 

  日程第24 議案第50号 広川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

  日程第25 議案第51号 広川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改

正について 

  日程第26 議案第52号 広川町町税条例等の一部改正について 

  日程第27 議案第53号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第２号）について 

  日程第28 議案第54号 令和２年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

  日程第29 議案第55号 令和２年度広川町広川防災ダム管理特別会計補正予算（第１

号）について 

  日程第30 議案第56号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第３号）について 

  日程第31 決定第７号 議員派遣の件について 

  日程第32 常任委員会、議会運営委員会及び議会広報調査特別委員会の閉会中の所管事

務調査について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開議 

○議長（野村泰也） 

 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしております議事日程第２号のとおりであります。 

      日程第１ 報告第１号 

○議長（野村泰也） 

 日程第１．報告第１号 令和元年度広川町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

を議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 皆さんおはようございます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

報告第１号 

令和元年度広川町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、令和元年度広川

町一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。 

 令和２年６月８日提出 
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広川町長 渡邉 元喜 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容については、２ページの２款１項．総務管理費、武徳館、庁舎及び附属建物解体等設

計業務ほか11事業につきまして、事業費430,908千円のうち406,588千円を繰り越しておりま

す。 

 以上で説明を終わります。慎重審議を賜り、御決定いただきますようお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 報告第１号 令和元年度広川町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告については、報告の

みにとどめます。 

      日程第２ 報告第２号 

○議長（野村泰也） 

 日程第２．報告第２号 令和元年度広川町下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

を議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

報告第２号 

令和元年度広川町下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により、令和元年度広川町

下水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。 

 令和２年６月８日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容については、７ページの広川町公共下水道事業計画区域に係る広川町都市計画決定図

書策定業務委託880千円を繰り越しております。 

 以上で説明を終わります。御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 報告第２号 令和元年度広川町下水道事業会計予算繰越計算書の報告については、報告の

みにとどめます。 

      日程第３ 同意第２号 

○議長（野村泰也） 

 日程第３．同意第２号 広川町監査委員の選任に対する同意についてを議題といたします。 
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 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

同意第２号 

広川町監査委員の選任に対する同意について 

 広川町監査委員として、次の者を選任したいので、町議会の同意を求める。 

 令和２年６月８日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

住 所 福岡県八女郡広川町大字吉常 

氏 名 井 上 俊 明 

提案理由 

 広川町監査委員井上俊明氏の任期が、令和２年６月22日をもって満了するので、その後任

者の選任について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条の規定により町議会の同意

を求めるものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 討論を省略して採決することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。同意第２号 広川町監査委員の選任に対する同意についてを採決い

たします。 

 原案のとおり同意することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、同意第２号は原案のとおり同意することに決定いたしまし

た。 

      日程第４～第17 同意第３号～同意第16号 

○議長（野村泰也） 

 お諮りいたします。日程第４．同意第３号から日程第17．同意第16号 広川町農業委員会

の委員の選任に対する同意についてまでを一括議題にしたいと思います。これに異議ありま

せんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、日程第４．同意第３号から日程第17．同意第16号までを一

括議題といたします。 
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 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 同意第３号から同意第16号でございますが、広川町農業委員会の委員の選任に対する同意

についてのお願いでございます。 

 議案書９ページをお願いします。 

 同意第３号から同意第16号までの広川町農業委員会の委員の選任に対する同意について一

括して御説明申し上げます。 

 現農業委員会の委員全員の任期が７月19日をもって満了となります。 

 農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により町議会の同意をお願いするものでご

ざいます。 

 同意第３号、広川町大字水原、古賀秀之、同意第４号、広川町大字太田、大石義勝、同意

第５号、広川町大字吉常、中村正明、同意第６号、広川町大字太田、山﨑義史、同意第７号、

広川町大字長延、山村佳代子、同意第８号、広川町大字長延、梅本康孝、同意第９号、広川

町大字小椎尾、中村和浩、同意第10号、広川町大字久泉、馬場敦子、同意第11号、広川町大

字日吉、丸山敬二郎、同意第12号、広川町大字川上、渡邉和江、同意第13号、広川町大字一

條、渡邉鉄也、同意第14号、広川町大字太田、鐘ケ江百合子、同意第15号、広川町大字広川、

野田光浩、同意第16号、広川町大字新代、稲員雅史、以上14名の方でございます。 

 慎重審議を賜り、御決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 討論を省略して採決することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。同意第３号から同意第16号までの広川町農業委員会の委員の選任に

対する同意についてを一括して採決いたします。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、同意第３号から同意第16号までは原案のとおり同意するこ

とに決定いたしました。 

      日程第18 議案第44号 

○議長（野村泰也） 

 日程第18．議案第44号 記述式（37ページで訂正）投票に関する条例の廃止についてを議

題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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議案第44号 

記号式投票に関する条例の廃止について 

 標記の条例の廃止を提案する。 

 令和２年６月８日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 広川町長選挙及び広川町議会議員補欠選挙の投票方法を記名式投票の方式に変更したいの

で、本条例を廃止するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第44号 記述式（37ページで訂正）投票に関する条例の廃止についてを採決

します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 

      日程第19 議案第45号 

○議長（野村泰也） 

 日程第19．議案第45号 広川町交通安全対策会議条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第45号 

広川町交通安全対策会議条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年６月８日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 八女消防本部の組織機構改革により、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



- 30 - 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第45号 広川町交通安全対策会議条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 

      日程第20 議案第46号 

○議長（野村泰也） 

 日程第20．議案第46号 広川町防災会議条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第46号 

広川町防災会議条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年６月８日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 八女消防本部の組織機構改革により、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第46号 広川町防災会議条例の一部改正についてを採決します。 
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 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 

      日程第21 議案第47号 

○議長（野村泰也） 

 日程第21．議案第47号 広川町火入れに関する条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第47号 

広川町火入れに関する条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年６月８日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 八女消防本部の組織機構改革により、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第47号 広川町火入れに関する条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 

      日程第22 議案第48号 

○議長（野村泰也） 

 日程第22．議案第48号 広川町国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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議案第48号 

広川町国民健康保険条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年６月８日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染するなどした場合において傷

病手当金を支給するため、本条例の一部を改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 慎重審議を賜り、御決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第48号 広川町国民健康保険条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 

      日程第23 議案第49号 

○議長（野村泰也） 

 日程第23．議案第49号 広川町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第49号 

広川町国民健康保険税条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年６月８日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 地方税法、地方税法施行令及び地方税法施行規則の改正及び新型コロナウイルス感染症の

影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免規定を設けるため、本条例

を一部改正するものである。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 慎重審議をいただき、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。５番江藤美

代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 今回、限度額の引上げの提案ですが、それに係る世帯数はどのくらいでしょうか。また、

それによってどれぐらいの増収が見込まれているのでしょうか。また、控除額については引

上げを行っていますけど、限度額のアップと控除額のアップでどのくらいの増収になると見

込んでいますか、質問します。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 ただいまの江藤議員の御質問に回答いたします。 

 今回の改正によります国保税のまず影響のほうですが、限度額の引上げによります国保税

の増収を2,042千円、軽減判定所得の引上げによります国保税の減収を186千円、差し引きま

して1,856千円の増収を見込んでおります。 

 内訳ですが、限度額の上限が上がったことによりまして税額が上がった世帯が82件で、軽

減判定所得引上げにより２割軽減になる世帯が６件増えまして、全部で288件、５割軽減に

なる世帯が４件増えまして、全部で417世帯になります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 広川町国民健康保険税条例一部改正案に対し、反対の討論をいたします。 

 広域化で県と町の運営になったこと、その際、３年は引上げをしないということで3,400

億円が計上されましたけれども、県内では５自治体以外は全て納付金額が増額されました。

やむを得ず税額を引き上げる自治体もあります。広川町は少しだけ激変緩和策を受けていま

すが、県への納付額は前年の110.3％と上がっています。そのような厳しい状況の中で、限

度額は別として国保税を引き上げることなく据置きにしていること、また、平成30年度には

一般会計から国保の会計に大きな繰入れもしています。また、今回の条例改正でも控除額を

引き上げていることも評価します。町が厳しい情勢の中で努力していることは十分理解しま

す。 

 1959年に施行された国保法は、第１条で国保を社会保障及び国民保健のための制度と規定

しています。この町が持っているパンフでは助け合いの制度と書いてございますが、受益者

負担や相互扶助などの制度ではないとうたっています。また、第４条ではその運営責任は国
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にあると明記しています。当初、国の定率国庫負担は45％でしたけれども、1984年に38.5％

へと削減しました。この改悪を皮切りに何度も何度も引き下げられて、今は国庫負担は当初

の半分以下、20％台にまで下がっています。全国知事会、全国市長会、全国町村会は国保の

定率国庫負担の増額を政府に要求し続けています。2014年には、公費１兆円を投入して協会

けんぽ並みの負担率にすることを政府に求めています。国保の都道府県化が実施された2018

年以後も引き続き国の定率負担の引上げを求め、全国市長会も国庫負担割合の引上げを要求

しています。国が負担を増やすことが強く求められています。 

 国保加入世帯は自営業者や年金生活者、無職、パートなどの方が多く、基盤の弱い制度で

す。このような中で限度額が引き上げられ、年間最高990千円もの国保税の負担は重過ぎま

す。よって、条例改正案に反対いたします。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第49号 広川町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議がありますので、この採決は起立によって行います。 

 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（野村泰也） 

 起立多数です。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 

      日程第24 議案第50号 

○議長（野村泰也） 

 日程第24．議案第50号 広川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第50号 

広川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年６月８日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の施行

に伴い、広川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 慎重審議をいただき、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第50号 広川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを採決しま

す。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 

      日程第25 議案第51号 

○議長（野村泰也） 

 日程第25．議案第51号 広川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第51号 

広川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年６月８日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 小石原川ダムの管理移行に合わせて福岡県南広域水道企業団の構成団体の１日最大供給水

量（基本水量）が変更されたため本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第51号 広川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正に

ついてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 

      日程第26 議案第52号 

○議長（野村泰也） 

 日程第26．議案第52号 広川町町税条例等の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第52号 

広川町町税条例等の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年６月８日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律の施行により、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第52号 広川町町税条例等の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時１分 休憩 

午前10時９分 再開 
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○議長（野村泰也） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどからの日程第18．議案第44号は記述式投票ではなく記号式投票でございます。議事

日程第２号と議長の発言を記号式に修正いたします。 

      日程第27 議案第53号 

○議長（野村泰也） 

 日程第27．議案第53号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第２号）についてを議題と

いたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第53号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額に歳

入歳出それぞれ157,448千円を追加し、予算総額を11,415,857千円とするものです。 

 第２条 債務負担行為の補正につきましては、予算書４ページに記載のとおり、町立図書

館複合機リース料ほか２事業について新たに追加をお願いするものです。 

 第３条 地方債の補正につきましては、予算書５ページのとおり、２．庁舎建設事業ほか

１事業につきまして限度額の変更をお願いするものです。 

 予算書２ページをお願いします。 

 歳入補正予算について御説明いたします。 

 13款１項．分担金は、農業土木工事等受益者分担金を49千円増額計上しております。 

 15款２項．国庫補助金は、公立学校情報機器整備費補助金など61,451千円を増額計上して

おります。 

 16款２項．県補助金は、個性ある地域づくり推進事業補助金など366千円を増額計上して

おります。 

 18款１項．寄付金は、企業版ふるさと納税寄附金を3,000千円増額計上しております。 

 19款１項．基金繰入金は、財政調整基金繰入金を82,743千円増額計上し、公共施設整備基

金繰入金を1,500千円減額計上しております。 

 21款３項．貸付金元金収入は、『ひろかわ』ブランド推進協議会貸付金元利収入を8,500

千円、４項．雑入は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業交付金など1,339千円

をそれぞれ増額計上しております。 

 22款１項．町債は、1,500千円を増額計上しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出補正予算について御説明いたします。 

 １款１項．議会費は、議会運営費を4,037千円減額計上しております。 

 ２款１項．総務管理費は、ひろかわ移住定住促進事業など1,148千円を増額計上しており

ます。 

 ３款１項．社会福祉費は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費を129千円、

２項．児童福祉費は、特別保育事業費など2,010千円をそれぞれ増額計上しております。 

 ４款１項．保健衛生費は、新型コロナウイルス感染拡大対策費を３款２項．児童福祉費へ
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予算の組替えを行ったことなどにより、1,749千円を減額計上しております。 

 ５款１項．農業費は、６次産業推進事業費など10,397千円を増額計上しております。 

 ６款１項．商工費は、ひろかわ繊維産地の機能強化事業など6,241千円を増額計上してお

ります。 

 ７款６項．住宅費は、住宅管理費を300千円増額計上しております。 

 ９款１項．教育総務費は、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業など140,598

千円、２項．小学校費は、小学校施設管理費など315千円、３項．中学校費は、中学校管理

物品費を96千円、それぞれ増額計上しております。 

 10款１項．農林水産業施設災害復旧費は、農地農業用施設単独災害復旧費を2,000千円増

額計上しております。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第53号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第２号）についてを採決しま

す。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 

      日程第28 議案第54号 

○議長（野村泰也） 

 日程第28．議案第54号 令和２年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第54号 令和２年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について御説明

申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額に

680千円を追加し、予算総額を2,654,656千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入補正予算について御説明いたします。 

 ６款１項．県負担金は、特別調整交付金680千円を増額計上しております。 
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 ３ページをお願いします。 

 歳出補正予算について御説明いたします。 

 ２款６項．傷病手当金は680千円を増額計上しております。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第54号 令和２年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

てを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 

      日程第29 議案第55号 

○議長（野村泰也） 

 日程第29．議案第55号 令和２年度広川町広川防災ダム管理特別会計補正予算（第１号）

についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第55号 令和２年度広川町広川防災ダム管理特別会計補正予算（第１号）について御

説明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額に

897千円を追加し、予算総額を26,580千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入補正予算について御説明いたします。 

 ４款１項．一般会計繰入金は897千円増額計上しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出補正予算につきましては、１款１項．総務管理費にダム管理費を897千円増額計上し

ております。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第55号 令和２年度広川町広川防災ダム管理特別会計補正予算（第１号）に

ついてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 

      日程第30 議案第56号 

○議長（野村泰也） 

 日程第30．議案第56号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第３号）についてを議題と

いたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第56号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第３号）について御説明申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては、非常事態宣言が解除され、徐々に社会経済活動が再開さ

れる中、今後必要な支援策として緊急生活支援商品券給付事業など、第２次新型コロナウイ

ルス感染症対応施策を盛り込んだ補正予算としております。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額に

52,792千円を追加し、予算総額を11,468,649千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入補正予算について御説明いたします。 

 15款２項．国庫補助金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金52,792千円

を増額計上しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出補正予算について御説明いたします。 

 ３款１項．社会福祉費は、緊急生活支援商品券給付事業24,336千円、２項．児童福祉費は、

臨時出産支援金支給事業19,021千円、６款１項．商工費は、商工会育成事業費など8,416千

円、８款１項．消防費は、避難所における新型コロナウイルス対策事業1,019千円をそれぞ

れ増額計上しております。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 
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 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第56号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第３号）についてを採決しま

す。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 

      日程第31 決定第７号 

○議長（野村泰也） 

 日程第31．決定第７号 議員派遣の件についてを議題といたします。 

 お諮りします。議員派遣の件につきましては、会議規則第127条の規定によって、お手元

に配付しております議案書のとおり議員を派遣することにしたいと思います。これに異議あ

りませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。したがって、議員派遣はお手元に配付しましたとおり議員を派遣す

ることに決定いたしました。 

      日程第32 常任委員会、議会運営委員会及び議会広報調査特別委員会の閉会中の

           所管事務調査について 

○議長（野村泰也） 

 日程第32．常任委員会、議会運営委員会及び議会広報調査特別委員会の閉会中の所管事務

調査についてを議題といたします。 

 総務産業常任委員長、厚生文教常任委員長、議会運営委員長及び議会広報調査特別委員長

から、会議規則第74条の規定によって、お手元に配付しました所管事務の調査について、閉

会中の継続調査の申出がありました。 

 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに異議ありませ

んか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに

決定いたしました。 

 本定例会の会議に付議されました案件は全て終了いたしました。よって、会議規則第６条

の規定により、本日をもって閉会したいと思います。これに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。 
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 これをもって令和２年第２回広川町議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午前10時26分 閉会 

 

 以上、議会の経過を記載して、その相違ないことを証明するためにここに署名する。 
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