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                  開会             （９時 30分）  

 

○井神議長  おはようございます。  

  議場内では録音に支障を来すため、携帯電話の電源をお切りください。  

  ただいまから、平成 28年第２回岩出市議会定例会を開会いたします。  

  会議に入るに先立ち、４月 14日に発生した熊本地震で、災害によりお亡くなりに

なられた方々と、そのご遺族に対し衷心より追悼の意を表しますとともに、被災さ

れた皆様方に心からお見舞いを申し上げます。また、一日も早い復興をお祈りいた

します。  

  つきましては、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、黙禱をささげた

いと思います。  

  議場内の皆様、ご起立をお願いいたします。  

  黙禱。  

（黙   禱）  

○井神議長  黙禱を終わります。  

  皆様、ご協力ありがとうございました。ご着席ください。  

  これより本日の会議を開きます。  

  本日の会議は、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告、市長の行政報

告、議案第 26号から議案第 42号までの議案 17件につきましては、提案理由の説明、

議案第 43号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、提案の理

由の説明、質疑、討論、採決です。諮問第１号から諮問第４号までの人権擁護委員

候補者の推薦につきましては、執行部の説明、質疑、討論、議会の意見です。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  会議録署名議員の指名  

○井神議長  日程第１  会議録署名議員の指名を行います。  

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第 81条の規定により、梅田哲也議員及び

田中宏幸議員の両名を指名いたします。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第２  会期の決定  

○井神議長  日程第２  会期の決定を議題といたします。  

  お諮りいたします。  

  本定例会の会期は、本日から６月 30日までの 18日間とすることにご異議ありませ



－4－ 

んか。  

（「異議なし」の声あり）  

○井神議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、本定例会の会期は、本日から６月 30日までの 18日間と決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第３  諸般の報告  

○井神議長  日程第３  諸般の報告を行います。  

  ５月 20日に開催された平成 28年度和歌山県市議会議長会第１回総会において、永

年在職議員表彰が行われ、本市議会においては、増田浩二議員が 15年在職一般表彰、

上野耕志議員、市來利恵議員と私、井神慶久が 10年在職一般表彰を受けました。  

  また、５月 31日に開催されました第 92回全国市議会議長会定期総会において、永

年在職議員表彰が行われ、本市議会においては、山本重信議員、上野耕志議員、市

來利恵議員と私、井神慶久が 10年在職一般表彰を受けましたので、ご報告いたしま

す。  

  皆様、まことにおめでとうございます。  

  これまでの各議員の活動に対しまして敬意を表しますとともに、今後も市政発展

のためにご活躍を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

  次に、本定例会に説明員としての出席者の職、氏名は、配付の写しのとおりであ

ります。  

  次に、本定例会に市長から提出のありました議案等は、配付のとおり議案 18件、

諮問４件、報告３件であります。  

  次に、平成 28年第１回定例会から平成 28年第２回定例会までの会務の概要は、配

付の議長報告のとおりであります。  

  次に、平成 28年度市議会議長会関係について、事務局から報告させます。  

○事務局  市議会議長会関係について、報告いたします。  

  平成 28年４月 19日火曜日、奈良県奈良市の奈良ロイヤルホテルで、第 81回近畿市

議会議長会定期総会が開催され、議長が出席いたしました。  

  主な内容は、開会式に引き続き、平成 27年度近畿市議会議長会会務報告、平成 26

年度近畿市議会議長会会計歳入歳出決算、平成 27年度近畿市議会議長会会計の出納

検査結果報告、支部提出議案１件の審議、会長提出議案の平成 28年度近畿市議会議

長会会計予算の審議、役員の選任が行われ、当市は、全国市議会議長会議員共済会

代議員と選任されました。  
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  その後、新旧役員代表挨拶が行われ、最後に、次期近畿市議会議長会定期総会の

開催市である大阪府交野市議会議長の挨拶が行われ、第 81回近畿市議会議長会定期

総会が終了されました。  

  定期総会終了後、経済ジャーナリストの須田慎一郎氏を講師に招き、「いま起こ

っていること、これから起こること」と題して、研修会が開催されました。  

  次に、平成 28年５月 20日金曜日、橋本市の橋本商工会館で、平成 28年度和歌山県

市議会議長会第１回総会が開催され、副議長が出席いたしました。  

  主な内容は、開会式、表彰式に引き続き、平成 28年１月 29日から平成 28年５月 19

日までの会務報告、平成 27年度和歌山県市議会議長会会計決算及び平成 28年度和歌

山県市議会議長会会計予算の審議を行いました。  

  その後、協議事項では、次期総会開催市と日程について協議を行い、次期総会の

開催につきましては、田辺市で 11月４日金曜日に開催することを決定し、平成 28年

度和歌山県市議会議長会第１回総会が閉会されました。  

  次に、平成 28年５月 31日火曜日、東京都千代田区の東京国際フォーラムで、第 92

回全国市議会議長会定期総会が開催され、議長が出席いたしました。  

  主な内容は、開会式、表彰式に引き続きまして、平成 27年６月１日から平成 28年

４月 30日までの全国市議会議長会の会務報告、平成 26年度全国市議会議長会各会計

決算及び平成 28年度全国市議会議長会各会計予算の審議、各委員会委員長報告、部

会提出議案 25件及び会長提出議案４件の審議、部会推薦役員の選任、閉会式で感謝

状の贈呈が行われ、第 92回全国市議会議長会定期総会が閉会されました。  

  次に、平成 28年６月１日水曜日、東京都千代田区の砂防会館で、市議会議員共済

会第 112回代議員会が開催され、議長が出席いたしました。  

  主な内容は、開会式に引き続き、平成 28年２月 17日から平成 28年６月１日までの

市議会議員共済会の事務報告、平成 27年度市議会議員共済会会計決算の審議、今後

の会議予定の報告があり、市議会議員共済会第 112回代議員会が閉会されました。  

  以上です。  

○井神議長  以上で、諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第４  市長の行政報告  

○井神議長  日程第４  市長の行政報告を行います。  

  市長。  

○中芝市長  皆さん、おはようございます。  
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  爽やかな初夏の季節となりました。議員の皆様には、ますます々ご健勝にてご活

躍のこととお喜びを申し上げます。  

  また、平素は、岩出市発展のため、市行政全般にわたり、種々格別のご支援、ご

協力を賜り、深く感謝を申し上げます。  

  さて、本日、平成 28年第２回岩出市議会定例会を招集いたしましたところ、議員

各位のご出席をいただき、開会できますことに深く感謝を申し上げます。  

  本会議の開会に当たり、当面の市行政についてご報告申し上げる前に、去る４月

14日に発生した熊本地震により亡くなられた方々に対し、心からご冥福をお祈り申

し上げますとともに、甚大な被害を受けられた皆様方に対しまして、衷心よりお見

舞いを申し上げます。  

  本市では、被災者の方々への支援として、４月 19日から市内 17カ所に義援金箱を

設置し、広く市民に協力を呼びかけているところであります。６月８日現在、 88万

1,161円の義援金が寄せられており、和歌山県を通じて被災地へお届けしておりま

す。ご協力いただきました皆様方には、この場をおかりして、心からお礼を申し上

げます。  

  その他の支援につきましては、被災自治体や和歌山県などの関係機関から要請等

があった場合、早急な対応ができるよう体制を整えているところであります。  

  それでは、続いて、当面の市行政についてご報告申し上げます。  

  まず初めに、職員採用についてでありますが、今年度は７月 24日を１次試験日と

して、今年度 10月採用と来年度４月採用の保健師をそれぞれ１名ずつ募集していま

す。合格内定者につきましては、面接等の２次試験実施後にご報告させていただき

ます。  

  なお、一般事務職、技師などの採用につきましては、９月中に１次試験日を設定

し、募集してまいります。  

  次に、「クリーン缶トリー運動イン岩出」についてでありますが、この運動は、

市民が一体となって環境美化運動に取り組み、「ごみのないまち・きれいなまち・

美しいふるさとづくり」を推進し、美化意識の向上及び生活環境の保全に対する認

識を深め、市民一人一人が美しいふるさとづくりに貢献するとともに、自主的に美

化運動に取り組む機会となることを願って毎年開催しております。  

  第 25回目となる今年度も、河川愛護月間中の７月 17日の日曜日に、市内５カ所で

一斉に清掃活動が実施できるよう現在準備を進めているところであり、多くの市民

の方々に参加していただけるよう周知啓発に努めてまいりますので、議員各位にお
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かれましても、ご参加のほど、よろしくお願い申し上げます。  

  次に、根来寺周辺観光促進事業についてでありますが、県事業である旧和歌山県

議会議事堂と、市事業として平成 26年度から進めてまいりました、ねごろ歴史資料

館が、去る４月１日に「ねごろ歴史の丘」としてオープンいたしました。  

  岩出市観光協会のご協力により、４月１日から３日まではオープン記念として、

また、４月 29日から５月８日までの 10日間はゴールデンウイークイベントとして、

岩出市や和歌山県内の特産品、飲食物などを販売するバザーを実施いたしました。  

  先日６月２日には、旧和歌山県議会議事堂において、和歌山県議会の本会議も開

催され、ニュースなどでも取り上げられ、「ねごろ歴史の丘」が県内外にＰＲされ

たところであります。  

  次に、いわで夏まつりについてでありますが、夏休み最後の花火大会として、例

年多くの方々にご来場いただいております。  

  本年度は、岩出市誕生 10周年を記念した仕掛け花火や打ち上げ花火の増発を予定

しており、来る６月 16日に、いわで夏まつり実行委員会を開催し、日程等の協議を

行うこととしております。いわで夏まつりを通じて、「活力あふれるまち  ふれあ

いのまち  岩出」を市内外にＰＲできるものと考えております。  

  次に、教育関係についてでありますが、本市における児童生徒の実態を踏まえ、

本年度は、学力向上と読書活動の推進、安全・安心な教育の推進、不登校・いじめ

問題への対応、学級づくり・仲間づくりを大切にした教育の推進及びあいさつ運動

の推進の５つを重点指導目標として掲げ、積極的に取り組んでいるところでありま

す。  

  本年４月 19日に、全国学力・学習状況調査及び岩出市学力テストが実施されまし

た。結果は、８月中に出ることになっており、調査結果を活用しながら児童生徒の

個に応じた学力向上に取り組んでまいります。  

  また、生涯学習課では、新規事業として、少年少女発明クラブを立ち上げ、子供

たちが伸び伸びと自由に発想し、主体的に学びながら楽しんで活動できるよう取り

組んでまいります。本教室の立ち上げにより、放課後子ども教室やスポーツ少年団

活動などとあわせて、子供たちの課外活動の場がさらに充実するものと考えており

ます。  

  以上、諸般にわたり報告させていただきましたが、これらの施策を推進するに当

たり、積極的に取り組み、市政の発展に努めてまいりますので、議員各位のご理解、

ご支援をお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。  
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○井神議長  以上で、市長の行政報告を終わります。  

  市長の行政報告につきましては、会議終了後、その写しを全議員に配付させてい

ただきます。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第５  議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例  

        等の一部改正）～  

   日程第 21 議案第 42号  市道路線の認定について  

○井神議長  日程第５  議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市

税条例等の一部改正）の件から日程第 21 議案第 42号  市道路線の認定の件までの

議案 17件を一括議題といたします。  

  提案理由の説明を求めます。  

  市長。  

○中芝市長  ただいま議題となりました諸議案について、ご説明申し上げます。  

  今回、ご審議をお願いします案件につきましては、専決処分の承認を求める案件

が９件、条例の一部改正が３件、平成 28年度の一般会計を初めとする補正予算案件

が４件、市道路線の認定案件が１件、計 17件であります。  

  まず初めに、専決処分の承認を求める案件についてご説明いたします。  

  議案第 26号  岩出市税条例等の一部改正、議案第 27号  岩出市都市計画税条例の

一部改正及び議案第 29号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、

いずれも、地方税法等の一部改正に伴い、改正を要したものであります。  

  次に、議案第 28号  岩出市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきまして

は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、改正

を要したため専決処分したことについて報告し、承認を求めるものであります。  

  次に、議案第 30号  平成 27年度岩出市一般会計補正予算第６号についてでありま

すが、既決の予算の総額に４億 4,616万 1,000円を追加し、補正後の予算の総額を

168億 5,356万 2,000円としたものであります。  

  歳入では、歳入実績による配当割交付金、地方消費税交付金、地方交付税のほか、

各事務事業の精算及び交付決定等による事業財源などについて補正するものであり

ます。  

  歳出では、各事務事業の精算のほか、入札等による請負差額及び購入差額、介護

保険特別会計、国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計への繰出金及び決算収

支見込みによる基金積立金などについて補正するものであります。  
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  なお、繰越明許費補正については、繰り越すべき事業経費の追加及び変更による

ものであります。  

  次に、議案第 31号  平成 27年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第４号につ

いてでありますが、既決の予算の総額に 8,500万 9,000円を追加し、補正後の予算の

総額を 66億 9,055万 4,000円としたものであります。  

  歳入では、財政調整交付金のほか、保険基盤安定繰入金及び財政安定化支援事業

繰入金並びに一般被保険者延滞金について、歳出では、一般被保険者の療養給付費

のほか、一般会計繰出金について補正するものであります。  

  次に、議案第 32号  平成 27年度岩出市介護保険特別会計補正予算第３号でありま

すが、既決の予算の総額から 4,401万 7,000円を減額し、補正後の予算の総額を 28億

5,730万 4,000円としたものであります。  

  歳入では、介護保険システム改修費、介護給付費、地域支援事業費に係る国・県

支出金及び支払基金交付金並びに一般会計繰入金について、歳出では、地域密着型

介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、居宅介護住宅改修費、介護予防サ

ービス給付費、介護予防住宅改修費、特定入居介護サービス費のほか、制度変更に

伴う事業費の組み替えについて補正するものであります。  

  次に、議案第 33号  平成 27年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第４号につい

てでありますが、既決の予算の総額から１億 203万 3,000円を減額し、補正後の予算

の総額を 30億 9,135万 5,000円としたものであります。  

  歳入では、受益者分担金、受益者負担金、消費税還付金、下水道事業債の確定及

びそれらに伴う一般会計繰入金について、歳出では、修繕料、委託料、水洗化助成

金、補償費、紀の川中流流域下水道（那賀処理区）建設負担金のほか、借入額、利

子の確定による下水道事業債の元金償還金及び償還金利子について補正するもので

あります。  

  次に、議案第 34号  平成 27年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号について

でありますが、既決の予算の総額から 895万 4,000円を減額し、補正後の予算の総額

を 2,272万 3,000円としたものであります。その内容は、墓地使用申込件数が当初見

込み数を下回ったため、歳出入額の調整をするものであります。  

  以上が、専決処分の承認を求める案件についてであります。  

  次に、条例案件についてご説明いたします。  

  議案第 35号  岩出市議会議員及び岩出市長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部改正について、議案第 36号  岩出市長の選挙におけるビラの作成



－10－ 

の公費負担に関する条例の一部改正につきましては、いずれも、公職選挙法施行令

の一部改正に伴い、所要の改正をするものであります。  

  次に、議案第 37号  岩出市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正につ

いてでありますが、市道の構造の技術的基準について、道路構造令を基本としつつ、

岩出市独自の基準を定めるため、所要の改正をするものであります。  

  続いて、平成 28年度の補正予算案件についてご説明をいたします。  

  議案第 38号  平成 28年度岩出市一般会計補正予算（第１号）についてであります

が、既決の予算の総額から 1,757万 7,000円を減額し、補正後の予算の総額を 154億

9,692万 3,000円とするものであります。  

  歳入では、内示に伴う国県支出金のほか、事業採択及び人事異動等による諸収入

について補正するものであります。  

  歳出では、人事異動等による人件費のほか、コミュニティ助成事業補助金、選挙

運動公費負担金、総合保健福祉センター工事請負費、介護保険特別会計繰出金、放

課後児童健全育成事業委託料、道路橋梁工事請負費、下水道事業特別会計繰出金な

どについて補正するものであります。  

  次に、議案第 39号  平成 28年度岩出市介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてでありますが、既決の予算の総額に 64万 5,000円を追加し、補正後の予算の総

額を 28億 6,938万円とするものであります。  

  歳入では、地域支援事業交付金及び一般会計繰入金について、歳出では、介護保

険システム改修委託料、地域支援事業の制度変更に伴う事業費の組み替え及び共済

組合負担額変更について補正するものであります。  

  次に、議案第 40号  平成 28年度岩出市下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついてでありますが、既決の予算の総額に 723万 1,000円を追加し、補正後の予算の

総額を 26億 5,242万 9,000円とするものであります。  

  歳入では、歳出の補正に伴う一般会計繰入金について、歳出では、人事異動等に

伴う人件費について補正するものであります。  

  次に、議案第 41号  平成 28年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）について

でありますが、既決の予算の総額から 676万 9,000円を減額し、補正後の予算の総額

を 23億 6,697万 5,000円とするものであります。  

  その内容は、収益的支出において、人事異動等による人件費について補正するも

のであります。  

  次に、議案第 42号  市道路線の認定についてでありますが、開発行為による帰属
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道路 12路線を市道認定するため、道路法の規定により、議会の議決を求めるもので

あります。  

  以上、各議案についてご説明いたしましたが、いずれも重要案件でございますの

で、慎重審議をいただき、ご承認賜りますようお願いをいたします。  

○井神議長  これで、提案理由の説明を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 22 議案第 43号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

○井神議長  日程第 22、議案第 43号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任の件

を議題といたします。  

  提案理由の説明を求めます。  

  副市長。  

○佐伯副市長  ただいま議題となりました議案第 43号  岩出市固定資産評価審査委員

会委員の選任についてご説明いたします。  

  現委員であります湯峯昌美氏が、平成 28年６月 25日をもって任期満了となります

が、同氏を引き続き岩出市固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、地方税

法第 423条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  

  ご同意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  

○井神議長  これより質疑に入ります。  

  議案第 43号に対する質疑の通告はありません。  

  これをもって、議案第 43号に対する質疑を終結いたします。  

  お諮りいたします。  

  ただいま議題となっております議案第 43号につきましては、会議規則第 37条第３

項の規定により委員会の付託を省略することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○井神議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、議案第 43号は、委員会の付託を省略することに決しました。  

  これより討論、採決を行います。  

  討論はありませんか。  

（な   し）  

○井神議長  討論なしと認めます。  

  これをもって、議案第 43号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 43号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任の件を採決いたします。
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この採決は、起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○井神議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 43号は、原案のとおり同意されました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 23 諮問第１号  人権擁護委員候補者の推薦について～  

   日程第 26 諮問第４号  人権擁護委員候補者の推薦について  

○井神議長  日程第 23 諮問第１号  人権擁護委員候補者の推薦の件から日程第 26 

諮問第４号  人権擁護委員候補者の推薦の件までの諮問４件を一括議題といたしま

す。  

  執行部から説明を求めます。  

  生活福祉部長。  

○山本生活福祉部長  諮問第１号、諮問第２号、諮問第３号、諮問第４号につきまし

て、一括して説明させていただきます。  

  諮問第１号  人権擁護委員候補者の推薦について  

  人権擁護委員の候補者に下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求める。  

  平成 28年６月 13日提出  

                             岩出市長  中芝正幸  

  記以下でございますが、  

  住所  和歌山県岩出市岡田 66番地  

  氏名  宮本芳子  

  生年月日  昭和 25年２月５日生  

  諮問第２号では、記以下でございますが、  

  住所  和歌山県岩出市南大池６番地の 44 

  氏名  奥  シゲコ  

  生年月日  昭和 20年６月 15日生  

  諮問第３号では、記以下、  

  住所  和歌山県岩出市根来 911番地の５  

  氏名  田宮ふみ子  

  生年月日  昭和 24年 10月９日生  
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  諮問第４号では、記以下、  

  住所  和歌山県岩出市原 11番地  

  氏名  家原  護  

  生年月日  昭和 24年９月 29日生  

  でございます。  

  一括して提案理由をご説明させていただきます。  

  人権擁護委員は、任期を３年として、法務大臣から委嘱されており、国民の基本

的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、

その救済のため、速やかに適切な措置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高

揚に努めることを使命として活動されております。  

  委員候補者につきましては、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、当該市

町村の議会の意見を聞いた上で、市町村長が法務大臣に対して推薦を行うこととな

ってございます。  

  現在、岩出市には８名の人権擁護委員がおられますが、今回お諮りいたしますの

は、うち４名の人権擁護委員候補者の推薦についてであります。  

  諮問第１号、諮問第２号並びに諮問第３号は、宮本芳子氏、奥  シゲコ氏、田宮

ふみ子氏の委員としての任期が来る９月 30日をもって満了、諮問第４号は、家原  

護氏の任期が来る 12月 31日をもって満了いたしますので、宮本芳子委員、奥  シゲ

コ委員、田宮ふみ子委員、家原  護委員を引き続き人権擁護委員の候補者に推薦す

ることについて、議会の意見を求めるものでありますので、ご審議のほど、よろし

くお願いいたします。  

○井神議長  これより質疑に入ります。  

  諮問第１号から諮問第４号までの諮問４件に対する質疑の通告はありません。  

  これをもって、諮問第１号から諮問第４号までの諮問４件に対する質疑を終結い

たします。  

  お諮りいたします。  

  ただいま議題となっております諮問第１号から諮問第４号までの諮問４件につき

ましては、会議規則第 37条第３項の規定により、委員会の付託を省略することにご

異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○井神議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、諮問第１号から諮問第４号までの諮問４件は、委員会の付託を省略する
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ことに決しました。  

  これより、討論及び議会の意見をまとめます。  

  討論及び議会の意見は、議題ごとに行います。  

  諮問第１号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○井神議長  討論なしと認めます。  

  諮問第１号  人権擁護委員候補者の推薦の件について、議会の意見をまとめます。  

  諮問第１号は、適任とすることに賛成議員の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○井神議長  起立全員であります。  

  よって、諮問第１号は、適任と決しました。  

  次に、諮問第２号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○井神議長  討論なしと認めます。  

  諮問第２号  人権擁護委員候補者の推薦の件について、議会の意見をまとめます。  

  諮問第２号は、適任とすることに賛成議員の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○井神議長  起立全員であります。  

  よって、諮問第２号は、適任と決しました。  

  次に、諮問第３号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○井神議長  討論なしと認めます。  

  諮問第３号  人権擁護委員候補者の推薦の件について、議会の意見をまとめます。  

  諮問第３号は、適任とすることに賛成議員の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○井神議長  起立全員であります。  

  よって、諮問第３号は、適任と決しました。  

  次に、諮問第４号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○井神議長  討論なしと認めます。  

  諮問第４号  人権擁護委員候補者の推薦の件について、議会の意見をまとめます。  

  諮問第４号は、適任とすることに賛成議員の起立を求めます。  
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（賛成者起立）  

○井神議長  起立全員であります。  

  よって、諮問第４号は、適任と決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

○井神議長  以上で、本日の日程は終了いたしました。  

  お諮りいたします。  

  次の会議を６月 17日金曜日、午前９時 30分から開くことにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○井神議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、次の会議を６月 17日金曜日、午前９時 30分から開くことに決しました。  

  本日は、これにて散会いたします。  

  どうもご苦労さまでございました。  

                  散会             （ 10時 00分）  

 

 

 


