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議事日程（第３号）  

令和２年６月 22日  

開   議   午前９時 30分  

日程第１   諸般の報告  

日程第２   議案第 22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３   議案第 23号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市都市計画税条例の一部改正）  

日程第４   議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置  

             に関する条例の一部改正）  

日程第５   議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市消防団員等公務災害補償条例の一部改正）  

日程第６   議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて  

            （組織改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定）  

日程第７   議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市国民健康保険税条例の一部改正）  

日程第８   議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和元年度岩出市一般会計補正予算第５号）  

日程第９   議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて  

            (令和元年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第５号 ) 

日程第 10  議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和元年度岩出市介護保険特別会計補正予算第５号）  

日程第 11  議案第 31号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和元年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第４号）  

日程第 12  議案第 32号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和元年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号）  

日程第 13  議案第 33号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和２年度岩出市一般会計補正予算第１号）  

日程第 14  議案第 34号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市税条例の一部改正）  

日程第 15  議案第 35号  専決処分の承認を求めることについて  
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            （岩出市都市計画税条例の一部改正）  

日程第 16  議案第 36号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正について  

日程第 17  議案第 37号  岩出市手数料徴収条例の一部改正について  

日程第 18  議案第 38号  岩出市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 19  議案第 39号  岩出市国民健康保険条例の一部改正について  

日程第 20  議案第 40号  岩出市介護保険条例の一部改正について  

日程第 21  議案第 41号  令和２年度岩出市一般会計補正予算（第２号）  

日程第 22  議案第 42号  令和２年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算 (第１号 ) 

日程第 23  議案第 43号  令和２年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）  

日程第 24  議案第 44号  令和２年度岩出市下水道事業会計補正予算 (第１号 ) 

日程第 25  議案第 45号  市道路線の廃止について  

日程第 26  議案第 46号  市道路線の認定について  

日程第 27  議案第 47号  動産の取得について  

日程第 28  議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれら  

            に準ずる者とすることに関する同意について  

日程第 29  議案第 49号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 30  議案第 50号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 31  議案第 51号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 32  議案第 52号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 33  議案第 53号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 34  議案第 54号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 35  議案第 55号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 36  議案第 56号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 37  議案第 57号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 38  議案第 58号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 39  議案第 59号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 40  議案第 60号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 41  議案第 61号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 42  議案第 62号  岩出市農業委員会委員の任命について  

日程第 43  発議第２号  和歌山地方法務局岩出出張所の存続を求める意見書の提出  

            について  

日程第 44  委員会の閉会中の継続調査申出について  
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                  開議             （９時 30分）  

○田畑議長  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、本日の会議を開きます。  

  本日の会議は、諸般の報告、議案第 22号から議案第 48号までの議案 27件につきま

しては、委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決、議案第 49号から議案

第 62号までの追加議案 14件につきましては、提案理由の説明、質疑、討論、採決、

発議第２号の議員提出議案につきましては、質疑、討論、採決、それと委員会の閉

会中の継続調査の申出の件です。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  諸般の報告  

○田畑議長  日程第１  諸般の報告を行います。  

  本日の会議に、説明員として追加の出席者の職、指名は、配付の写しのとおりで

あります。  

  次に、本日の会議に市長から提出のありました議案は、配付のとおり、議案第 49

号から議案第 62号までの議案 14件であります。  

  以上で、諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第２  議案第 22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 28 議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこ  

        れらに準ずる者とすることに関する同意について  

○田畑議長  日程第２  議案第 22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 28 議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過

半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることに関する同意の件までの議案

27件を一括議題といたします。  

  ただいま議題となりました議案 27件に関し、各常任委員会の審査の経過と結果及

び主な質疑につきまして、各委員長から報告を求めます。  

  総務建設常任委員長、梅田哲也議員、演壇でお願いします。  

○梅田議員  皆さん、おはようございます。  

  総務建設常任委員会での審査の経過と結果をご報告いたします。  

  ６月 12日の会議において、当委員会に付託された議案は、議案第 22号  専決処分
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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）のほか議案 16件です。  

  当委員会は、６月 16日火曜日、午前９時 30分から開催し、審査について、総務部

門終了後、建設部門を実施しました。  

  議案第 22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）、議案第 23号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税条例

の一部改正）、議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市地方活

力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正）、議案第 25号  

専決処分の承認を求めることについて（岩出市消防団員等公務災害補償条例の一部

改正）、議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市一

般会計補正予算第５号）所管部分、議案第 31号  専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和元年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第４号）、議案第 32号  専決

処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第

１号）、議案第 33号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一

般会計補正予算第１号）所管部分、議案第 34号  専決処分の承認を求めることにつ

いて（岩出市税条例の一部改正）、議案第 35号  専決処分の承認を求めることにつ

いて（岩出市都市計画税条例の一部改正）、議案第 37号  岩出市手数料徴収条例の

一部改正について、議案第 41号  令和２年度岩出市一般会計補正予算（第２号）所

管部分、議案第 43号  令和２年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）、議案第

44号  令和２年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）、議案第 45号  市道路

線の廃止について、議案第 46号  市道路線の認定について、議案第 48号  岩出市農

業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることに関する同

意について、以上 17件、いずれも討論はなく、全会一致で、議案第 22号、議案第 23

号、議案第 24号、議案第 25号、議案第 28号の所管部分、議案第 31号、議案第 32号、

議案第 33号の所管部分、議案第 34号及び議案第 35号は承認、議案第 37号、議案第 41

号の所管部分、議案第 43号、議案第 44号及び議案第 45号は可決、議案第 46号は認定、

議案第 48号は同意しました。  

  以上が、委員会での審査の経過と結果です。  

  次に、審査の中の主な質疑を報告いたします。  

  議案第 22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）では、独り親の該当者数をどれくらいと見込んでいるのか。について。  

  議案第 23号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税条例の一

部改正）について、質疑はありませんでした。  
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  議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市地方活力向上地域に

おける固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正）では、岩出市地方活力向上

地域はどこか。について。  

  議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市消防団員等公務災害

補償条例の一部改正）について、質疑はありませんでした。  

  議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市一般会計

補正予算第５号）所管部分では、地方交付税の算出方法に関して、計算式はどうな

っているのか。森林経営管理業務委託料に関して、実績なしとなった理由は。森林

経営、森林環境を守るという面での認識は。について。  

  議案第 31号  専決処分の承認を求めることについて（令和元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、質疑はありませんでした。  

  議案第 32号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市墓園事業

特別会計補正予算第１号）では、残りの区画数は。基金積立金の必要額をどれくら

いと見込んでいるのか。について。  

  議案第 33号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一般会計

補正予算第１号）所管部分では、特別定額給付金給付事業費における人材派遣業務

委託料の業務内容は。特別定額給付金給付事業での課題や問題点は。について。  

  議案第 34号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例の一部改正）

では、制度の周知方法は。について。  

  議案第 35号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税条例の一

部改正では、制度の周知方法は。について。  

  議案第 37号  岩出市手数料徴収条例の一部改正について、質疑はありませんでし

た。  

  議案第 41号  令和２年度岩出市一般会計補正予算（第２号）所管部分では、総務

管理費、一般管理費の需用費でのマスク等の購入に関して、価格が下落し差額が出

ると思うがどうか。事業所支援給付金について、フリーランスの人も対象となるの

か。また、現時点で検討している実施時期、申請方法などの内容は。道路新設改良

費の用地購入費で、購入する場所はどこか。について。  

  議案第 43号  令和２年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）では、水道料金

の減免は何月から何月までか。について。  

  議案第 44号  令和２年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）について、質

疑はありませんでした。  
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  議案第 45号  市道路線の廃止について、質疑はありませんでした。  

  議案第 46号  市道路線の認定についてでは、金屋荊本線と畑毛７号線の幅員は。

について。  

  議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる

者とすることに関する同意について、質疑はありませんでした。  

  以上が、審査の中で交わされた、主な質疑であります。  

  これで、総務建設常任委員会の報告を終わります。  

○田畑議長  ご苦労さまでした。  

  続きまして、厚生文教常任委員長、井神慶久議員、演壇でお願いいたします。  

○井神議員  皆さん、おはようございます。  

  厚生文教常任委員会での審査の経過と結果を報告いたします。  

  ６月 12日の会議において、当委員会に付託された議案は、議案第 26号  専決処分

の承認を求めることについて（組織改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定）のほか議案 12件です。  

  当委員会は、６月 17日水曜日、午前９時 30分から開催し、審査について、厚生部

門終了後、文教部門を実施しました。  

  議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（組織改正に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定）、議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて

（岩出市国民健康保険税条例の一部改正）、議案第 28号  専決処分の承認を求める

ことについて（令和元年度岩出市一般会計補正予算第５号）所管部分、議案第 29号  

専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市国民健康保険特別会計補

正予算第５号）、議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度

岩出市介護保険特別会計補正予算第５号）、議案第 33号  専決処分の承認を求める

ことについて（令和２年度岩出市一般会計補正予算第１号）所管部分、議案第 36号  

岩出市国民健康保険税条例の一部改正について、議案第 38号  岩出市後期高齢者医

療に関する条例の一部改正について、議案第 39号  岩出市国民健康保険条例の一部

改正について、議案第 40号  岩出市介護保険条例の一部改正について、議案第 41号  

令和２年度岩出市一般会計補正予算（第２号）所管部分、議案第 42号  令和２年度

岩出市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、議案第 47号  動産の取得につい

て、以上 13議案、いずれも討論はなく、全会一致で、議案第 26号、議案第 27号、議

案第 28号の所管部分、議案第 29号、議案第 30号及び議案第 33号の所管部分は承認、

議案第 36号、議案第 38号、議案第 39号、議案第 40号、議案第 41号の所管部分、議案
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第 42号及び議案第 47号は可決しました。  

  以上が、委員会での審査の経過と結果です。  

  次に、審査の中の主な質疑を報告いたします。  

  議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（組織改正に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定）では、課の名称が変わったのか、配置の変更もあったの

か。市民に分かりやすい課の名称を検討すべきでは。について。  

  議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市国民健康保険税条例

の一部改正）について、質疑はありませんでした。  

  議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市一般会計

補正予算第５号）所管部分では、一般廃棄物処理手数料の増額に関して、１事業所

当たりのごみ排出量はどうか。また、排出量削減に向けての認識と取組は。生活保

護扶助費の減額理由は。また、昨年度と比較して申請件数と開始件数はどうか。予

防接種委託料について、全国的に新型コロナウイルス感染症の影響で接種を控える

という問題がある中、必要な接種の推進をどうしていくのか。社会福祉債の減額理

由は。リサイクル工房運営委託料の減額の理由は。また、リサイクル工房による販

売数等の実績は。新型コロナウイルス感染症による土曜学習教室への影響は。につ

いて。  

  議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市国民健康

保険特別会計補正予算第５号）では、今後、保険料が引き上げられる場合、基金を

活用する考えは。について。  

  議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市介護保険

特別会計補正予算第５号）では、サービス事業費の減額理由は。紙おむつ支給事業

の減額理由は。支給対象など事業内容は。成年後見人報酬助成の減額理由及び件数

は。また、資料の保管年数は。について。  

  議案第 33号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一般会計

補正予算第１号）所管部分では、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業について、

会計年度任用職員の人数及び職員の配置体制は。また、手続の方法は。学校給食運

営費の補償金の内訳は。また、支払先は。について。  

  議案第 36号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正についてでは、対象者の想定

は。また、周知方法は。について。  

  議案第 38号  岩出市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、質疑はあ

りませんでした。  
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  議案第 39号  岩出市国民健康保険条例の一部改正についてでは、個人事業者を対

象外とする理由は。また、市独自で個人事業者を対象とする考えは。個人事業者か

ら給与の支払いを受けている家族は対象となるのか。について。  

  議案第 40号  岩出市介護保険条例の一部改正についてでは、制度の周知方法は。

また、国民健康保険との連携はどうか。について。  

  議案第 41号  令和２年度岩出市一般会計補正予算（第２号）所管部分では、住ま

いの困窮者緊急支援費の具体的な内容は。老人福祉費の食糧費に関して、独り暮ら

しなど、お弁当を取りに行けない方への対応は。独り親家庭等応援給付金の手続方

法は。那賀病院分担金について、新型コロナウイルス感染症の影響は。総合保健福

祉センターの改修に関して、工事費の内訳は。また、太陽光発電の発電量や蓄電池

の容量、設置場所の構造は。児童生徒学習用端末等導入事業に関して、タブレット

端末の供給事情を踏まえた今後の計画は。また、端末を持ち帰ることができるのか。

新型コロナウイルス感染症の第２波を想定したリモート授業の考えは。について。  

  議案第 42号  令和２年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て、質疑はありませんでした。  

  議案第 47号  動産の取得についてでは、全ての教室への設置となるのか。また、

現在あるパソコン教室はどうなるのか。教員の負担軽減など、整備による効果は。

情報環境の発展性を見据えたプロポーザル方式による業者選定の考えは。また、情

報化の進展に対する体制の充実は。について。  

  以上が、審査の中で交わされた、主な質疑であります。  

  これで、厚生文教常任委員会の報告を終わります。  

○田畑議長  ご苦労さまでした。  

  以上で、各常任委員長の報告は終わりました。  

  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  

  委員長報告に対する質疑の通告はありません。  

  これをもって、委員会報告に対する質疑を終結いたします。  

  これより討論、採決を行います。  

  議案第 22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、議案第 23号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税

条例の一部改正）の件、議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出

市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正）の件、

議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市消防団員等公務災害補
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償条例の一部改正）の件、議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（組

織改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定）の件、議案第 27号  専決処分の

承認を求めることについて（岩出市国民健康保険税条例の一部改正）の件、議案第

28号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市一般会計補正予算

第５号）の件、議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩

出市国民健康保険特別会計補正予算第５号）の件、議案第 30号  専決処分の承認を

求めることについて（令和元年度岩出市介護保険特別会計補正予算第５号）の件、

議案第 31号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市下水道事業

特別会計補正予算第４号）の件、議案第 32号  専決処分の承認を求めることについ

て（令和元年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号）の件、議案第 33号  専決

処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一般会計補正予算第１号）の

件、議案第 34号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例の一部改

正）の件、議案第 35号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税

条例の一部改正）の件、議案第 36号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正の件、

議案第 37号  岩出市手数料徴収条例の一部改正の件、議案第 38号  岩出市後期高齢

者医療に関する条例の一部改正の件、議案第 39号  岩出市国民健康保険条例の一部

改正の件、議案第 40号  岩出市介護保険条例の一部改正の件、議案第 41号  令和２

年度岩出市一般会計補正予算（第２号）の件、議案第 42号  令和２年度岩出市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）の件、議案第 43号  令和２年度岩出市水道事

業会計補正予算（第１号）の件、議案第 44号  令和２年度岩出市下水道事業会計補

正予算（第１号）の件、議案第 45号  市道路線の廃止の件、議案第 46号  市道路線

の認定の件、議案第 47号  動産の取得の件、議案第 48号  岩出市農業委員会委員の

過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることに関する同意の件、以上、

議案 27件に対する討論の通告はありません。  

  これをもって、議案 27件に対する討論を終結いたします。  

  議案第 22号から議案第 48号までの議案 27件を一括して採決いたします。  

  この議案 27件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、議案第 22号から議案第 35号までの議案 14件は、原案のとおり承認、議案

第 36号から議案第 45号及び議案第 47号の議案 11件は、原案のとおり可決、議案第 46

号は、原案のとおり認定、議案第 48号は、原案のとおり同意されました。  



－80－ 

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 29 議案第 49号  岩出市農業委員会委員の任命について～  

   日程第 42 議案第 62号  岩出市農業委員会委員の任命について  

○田畑議長  日程第 29 議案第 49号  岩出市農業委員会委員の任命の件から日程第 42 

議案第 62号  岩出市農業委員会委員の任命の件まで、議案 14件を一括議題といたし

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 49号  岩出市農業委員会委員の任命

についてから議案第 62号  岩出市農業委員会委員の任命についてまでの 14件の提案

理由の説明を一括して申し上げます。  

  現農業委員会委員の任期満了に伴い、後任の農業委員会委員を任命することにつ

いて、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるも

のでございます。  

  まず、議案第 49号、住所  和歌山県岩出市曽屋 457番地、氏名  池田恆雄、生年

月日  昭和 23年５月 31日生まれ。池田恆雄氏の主な経歴につきましては、別紙のと

おりであります。  

  次に、議案第 50号、住所  和歌山県岩出市大町 71番地、氏名  榎本治行、生年月

日  昭和 25年 11月 27日生まれ。榎本治行氏の主な経歴につきましては、別紙のとお

りであります。  

  次に、議案第 51号、住所  和歌山県岩出市南大池 126番地、氏名  亀井裕司、生

年月日  昭和 36年９月 21日生まれ。亀井裕司氏の主な経歴につきましては、別紙の

とおりであります。  

  次に、議案第 52号、住所  和歌山県岩出市安上 179番地の１、氏名  勢田幸治、

生年月日  昭和 47年８月８日生まれ。勢田幸治氏の主な経歴につきましては、別紙

のとおりであります。  

  次に、議案第 53号、住所  和歌山県岩出市岡田 559番地、氏名  林  光彦、生年

月日  昭和 41年１月６日生まれ。林  光彦氏の主な経歴につきましては、別紙のと

おりであります。  

  次に、議案第 54号、住所  和歌山県岩出市畑毛 159番地の１、氏名  藤井雅司、

生年月日  昭和 22年３月７日生まれ。藤井雅司氏の主な経歴につきましては、別紙

のとおりであります。  
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  次に、議案第 55号、住所  和歌山県岩出市西野 176番地の８、氏名  村山嘉伸、

生年月日  昭和 34年５月１日生まれ。村山嘉伸氏の主な経歴につきましては、別紙

のとおりであります。  

  次に、議案第 56号、住所  和歌山県岩出市畑毛 156番地、氏名  吉村  学、生年

月日  昭和 45年８月７日生まれ。吉村  学氏の主な経歴につきましては、別紙のと

おりであります。  

  次に、議案第 57号、住所  和歌山県岩出市中迫 498番地、氏名  東  由美子、生

年月日  昭和 24年 12月 13日生まれ。東  由美子氏の主な経歴につきましては、別紙

のとおりであります。  

  次に、議案第 58号、住所  和歌山県岩出市水栖 659番地、氏名  辻  清子、生年

月日  昭和 28年３月 21日生まれ。辻  清子氏の主な経歴につきましては、別紙のと

おりであります。  

  次に、議案第 59号、住所  和歌山県岩出市根来 1287番地の１、氏名  岸谷忠彦、

生年月日  昭和 18年３月 15日生まれ。岸谷忠彦氏の主な経歴につきましては、別紙

のとおりであります。  

  次に、議案第 60号、住所  和歌山県岩出市根来 1348番地の１、氏名  鳥羽孝幸、

生年月日  昭和 29年７月 11日生まれ。鳥羽孝幸氏の主な経歴につきましては、別紙

のとおりであります。  

  次に、議案第 61号、住所  和歌山県岩出市山 332番地、氏名  福山藤次、生年月

日  昭和 22年２月１日生まれ。福山藤次氏の主な経歴につきましては、別紙のとお

りであります。  

  次に、議案第 62号、住所  和歌山県岩出市高塚 89番地の８、氏名  奥田喜内、生

年月日  昭和 23年 10月８日生まれ。奥田喜内氏の主な経歴につきましては、別紙の

とおりであります。  

  以上、ご審議の上、ご同意をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。  

○田畑議長  これより質疑に入ります。  

  議案第 49号から議案第 62号までの議案 14件に対する質疑の通告はありません。  

  以上で、議案第 49号から議案第 62号までの議案 14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議案第 49号から議案第 62号までの議案 14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
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議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、議案第 49号から議案第 62号までの議案 14件は、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、採決は議案ごとに行います。  

  議案第 49号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 49号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 49号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 49号は、原案のとおり同意されました。  

  議案第 50号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 50号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 50号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 50号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 51号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 51号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 51号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  
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○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 51号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 52号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 52号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 52号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 52号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 53号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 53号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 53号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 53号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 54号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 54号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 54号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 54号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 55号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 55号に対する討論を終結いたします。  
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  議案第 55号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 55号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 56号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 56号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 56号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 56号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 57号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 57号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 57号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 57号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 58号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 58号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 58号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  
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  よって、議案第 58号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 59号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 59号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 59号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 59号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 60号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 60号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 60号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 60号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 61号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 61号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 61号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 61号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 62号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 62号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 62号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  



－86－ 

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 62号は、原案のとおり同意されました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 43 発議第２号  和歌山地方法務局岩出出張所の存続を求める意見書の  

        提出について  

○田畑議長  日程第 43 発議第２号  和歌山地方法務局岩出出張所の存続を求める意

見書の提出の件を議題といたします。  

  これより質疑に入ります。  

  発議第２号に対する質疑の通告はありません。  

  これをもって、発議第２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発議第２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）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、発議第２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。  

  発議第２号  和歌山地方法務局岩出出張所の存続を求める意見書の提出の件に対

する討論の通告はありません。  

  これをもって、発議第２号に対する討論を終結いたします。  

  発議第２号を採決いたします。  

  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。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、発議第２号は、原案のとおり可決されました。  

  ただいま可決されました議員提出議案は、議長において、衆議院議長、参議院議

長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、和歌山地方法務局長、和歌山地方法務局

岩出出張所長に提出しておきます。  



－87－ 

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 44 委員会の閉会中の継続調査申出について  

○田畑議長  日程第 44 委員会の閉会中の継続調査申出の件を議題といたします。  

  本件につきましては、お手元に配付いたしました申出書の写しのとおり、総務建

設常任委員長、厚生文教常任委員長及び議会運営委員長から会議規則第 104条の規

定により、閉会中の継続調査の申出があります。  

  お諮りいたします。  

  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ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご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しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

○田畑議長  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 24日水曜日、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）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、次の会議を６月 24日水曜日、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した。  

                  散会             （ 10時 11分）  

 


