
－１－ 

 

 
 

 

 
第２回智頭町議会定例会会議録 

 

 
平成２９年６月１５日 

 

（第３日） 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

智 頭 町 議 会 

 
 

 

 



－２－ 

第２回智頭町議会定例会会議録 

 

平成２９年６月１５日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．会期の決定 

 第 ３．議案第４６号 専決処分について 

 第 ４．議案第４７号 専決処分について 

 第 ５．議案第４８号 専決処分について 

 第 ６．議案第４９号 専決処分について 

 第 ７．議案第５０号 専決処分について 

 第 ８．議案第５１号 専決処分について 

 第 ９．議案第５２号 平成２９年度智頭町一般会計補正予算（第３号） 

 第１０．議案第５３号 平成２９年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算 

            （第１号） 

 第１１．議案第５４号 平成２９年度智頭町簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            １号） 

 第１２．議案第５５号 平成２９年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算 

            （第１号） 

 第１３．議案第５６号 平成２９年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正予算 

            （第１号） 

 第１４．議案第５７号 平成２９年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第 

            １号） 

 第１５．議案第５８号 平成２９年度智頭町水道事業会計補正予算（第１号） 

 第１６．議案第５９号 早期退職希望者の募集及び認定に関する条例の一部改正 

            について 

 第１７．議案第６０号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等 

            に関する条例の一部改正について 

 第１８．議案第６１号 智頭町消防団条例の一部改正について 

 第１９．議案第６２号 智頭町固定資産評価員の選任について 

 第２０．議案第６３号 智頭町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
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 第２１．議案第６４号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２２．議案第６５号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２３．議案第６６号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２４．議案第６７号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２５．議案第６８号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２６．議案第６９号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２７．議案第７０号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２８．議案第７１号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２９．議案第７２号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第３０．議案第７３号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第３１．議案第７４号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第３２．議案第７５号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第３３．議案第７６号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第３４．議案第７７号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第３５．議案第７８号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更について 

 第３６．議案第７９号 物品購入契約の締結について 

 第３７．議案第８０号 損害賠償請求事件に係る和解について 

 第３８．陳情について 

 第３９．閉会中の継続調査の申し出について 

 

１．会議に付した事件 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．会期の決定 

 第 ３．議案第４６号 専決処分について 

 第 ４．議案第４７号 専決処分について 

 第 ５．議案第４８号 専決処分について 

 第 ６．議案第４９号 専決処分について 

 第 ７．議案第５０号 専決処分について 

 第 ８．議案第５１号 専決処分について 

 第 ９．議案第５２号 平成２９年度智頭町一般会計補正予算（第３号） 

 第１０．議案第５３号 平成２９年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算 



－４－ 

            （第１号） 

 第１１．議案第５４号 平成２９年度智頭町簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            １号） 

 第１２．議案第５５号 平成２９年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算 

            （第１号） 

 第１３．議案第５６号 平成２９年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正予算 

            （第１号） 

 第１４．議案第５７号 平成２９年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第 

            １号） 

 第１５．議案第５８号 平成２９年度智頭町水道事業会計補正予算（第１号） 

 第１６．議案第５９号 早期退職希望者の募集及び認定に関する条例の一部改正 

            について 

 第１７．議案第６０号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等 

            に関する条例の一部改正について 

 第１８．議案第６１号 智頭町消防団条例の一部改正について 

 第１９．議案第６２号 智頭町固定資産評価員の選任について 

 第２０．議案第６３号 智頭町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 第２１．議案第６４号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２２．議案第６５号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２３．議案第６６号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２４．議案第６７号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２５．議案第６８号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２６．議案第６９号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２７．議案第７０号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２８．議案第７１号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第２９．議案第７２号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第３０．議案第７３号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第３１．議案第７４号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第３２．議案第７５号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第３３．議案第７６号 智頭町農業委員会委員の任命について 

 第３４．議案第７７号 智頭町農業委員会委員の任命について 
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 第３５．議案第７８号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更について 

 第３６．議案第７９号 物品購入契約の締結について 

 第３７．議案第８０号 損害賠償請求事件に係る和解について 

 第３８．陳情について 

 第３９．閉会中の継続調査の申し出について 

 

１．会議に出席した議員（１２名） 

    １番 河 村 仁 志        ２番 高 橋 達 也 

    ３番 大 藤 克 紀        ４番 岩 本 富美男 

    ５番 中 野 ゆかり        ６番 平 尾 節 世 

    ７番 谷 口 雅 人        ８番 岸 本 眞一郎 

    ９番 徳 永 英太郎       １０番 石 谷 政 輝 

   １１番 大河原 昭 洋       １２番 酒 本 敏 興 

 

１．会議に欠席した議員（０名） 

 

１．会議に出席した説明員（１６名） 

   町 長   寺 谷 誠一郎 

   副 町 長   金 児 英 夫 

   教 育 長   長 石 彰 祐 

   病 院 事 業 管 理 者   葉 狩 一 樹 

   総 務 課 長   矢 部   整 

   総 務 課 参 事   柴 田 睦 子 

   企 画 課 長   酒 本 和 昌 

   税 務 住 民 課 長   江 口 礼 子 

   教 育 課 長   國 岡 厚 志 

   地 域 整 備 課 長   矢 部 久美子 

   山 村 再 生 課 長   山 本   進 

   地 籍 調 査 課 長   岡 田 光 弘 

   福 祉 課 長   小 谷 いず美 

   会 計 課 長   國 政 昭 子 
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   税務住民課参事兼水道課長   藤 森 啓 次 

   病 院 事 務 次 長   寺 谷 和 幸 

 

１．会議に出席した事務局職員（２名） 

   事 務 局 長   寺 坂 英 之 

   書 記   大 藤 翔 太 

 

開 会 午後 ２時３０分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（酒本敏興）  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達して

おりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、５番、中野ゆかり議員、

６番、平尾節世議員を指名します。 

 

日程第２．諸般の報告 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２、諸般の報告を行います。 

  智頭町議会基本条例に基づき、平成２９年５月１７日から１９日に実施した、

議会報告会の報告につきましては、お手元に配付のとおりです。 

  次に、お手元に配付のとおり、議員派遣についての結果報告書が提出されてお

りますのでご報告いたします。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

 

日程第３．議案第４６号 
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○議長（酒本敏興）  日程第３、議案第４６号 専決処分についてを議題としま

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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第４．議案第４７号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第４、議案第４７号 専決処分についてを議題としま

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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第５．議案第４８号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第５、議案第４８号 専決処分についてを議題としま

す。 
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  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第６．議案第４９号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第６、議案第４９号 専決処分についてを議題としま

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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第７．議案第５０号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第７、議案第５０号 専決処分についてを議題としま

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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第８．議案第５１号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第８、議案第５１号 専決処分についてを議題としま

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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第９．議案第５２号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第９、議案第５２号 平成２９年度智頭町一般会計補

正予算（第３号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  岸本眞一郎議員。 

  まず、原案に反対者の討論を許します。 

○８番（岸本眞一郎）  私は議案第５２号 智頭町一般会計補正予算（第３号）

について、反対の立場で討論します。 
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  この議案のほとんどの内容については、町民のために役立つもので適正と認め

るものですが、地域活性化推進費における空き校舎利活用実践事業補助金のキク

ラゲ選別加工施設を整備する経費と、農業振興費の鳥獣等被害防止事業における

獣肉解体処理施設の建設に要する費用は、その目的においては妥当なものだと認

められますが、キクラゲの選別加工施設では新築で経費が多大であること、設置

場所が学校地外であることなど、空き校舎等利活用の趣旨にそぐわないものでは

ないかと思われる。 

  また、獣肉解体処理施設では、設置場所、収支計画が不明である。特に設置場

所においては、住民にとって一種の歓迎されざる施設であるので、その設置につ

いては地域住民の理解・同意が必要なのは言うまでもない。 

  以上なような理由から、この２事業については今定例会で可決することは妥当

でないと判断し、反対するものである。 

  以上で、討論を終わります。 

○議長（酒本敏興）  暫時休憩します。 

休 憩 午後 ２時３６分 

再 開 午後 ２時３９分 

○議長（酒本敏興）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、原案に賛成者の討論を許します。 

  ２番、高橋達也議員。 

○２番（高橋達也）  私は、議案第５２号 平成２９年度智頭町一般会計補正予

算（第３号）に賛成する立場から討論を行います。 

  まず、空き校舎等利活用実践事業のキクラゲの選別加工施設の件でございます

が、まずは学校施設内に整備されるという説明がございました。また、経費につ

きましても飛びぬけて高額とは思われませんし、もともと経費的なことは、この

空き校舎等利活用の事業につきましては、町のほうで責任を持ってやるんだとい

う事業でございます。そういう意味でも賛成いたします。 

  次に、獣肉解体処理施設の件でございますが、迷惑的な施設であるので内容が、

詰めが不足ぎみのような反対討論でございました。具体的な場所は、議会中の質

疑の中では明らかにはなっておりませんが、全く白紙で上程されているものとは

到底思えません。所有者の方等々の詰めの作業があるからこそ、公にできていな

いことだと理解しております。種々懸念事項はあろうとは思いますが、その辺も
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十分検討された上での予算上程だというふうに思っております。 

  以上をもちまして、議案第５２号に賛成をするものでございます。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  次に、原案に反対者の討論を許します。 

  ありませんか。 

  次に、原案に賛成者の討論を許します。 

  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  私は議案第５２号 平成２９年度智頭町一般会計補正予

算（第３号）に賛成の立場で討論を行います。 

  本町では、シカ、イノシシなど、野生鳥獣の被害が深刻化する中、被害防止対

策を積極的に進めてきました。さらに、百人委員会の獣害対策部会とも連携し、

その対策を加速化させるために、有効な獣肉解体処理施設の設置を検討してきた

経緯もあります。 

  そして、今回提出された本施策は本町の長年の行政課題に対して、住民みずか

らが自己資金を用意して起業し、獣肉解体処理施設を設置しようとするものであ

り、施設の設置場所についても、町執行部は百人委員会のメンバーとともに誠意

を持って地元に説明し、理解を得るよう努力することを答弁しております。 

  よって、本施設は住民要望の強い獣害対策がより進展するものであり、施設建

設に支援することは妥当であると判断します。 

  また、キクラゲの加工施設の新築につきましては、敷地内に設置するものであ

り、老朽化した旧富沢小学校の危険校舎を建てかえするものであり、地区振興協

議会にとって、また富沢地区にとっても必要不可欠な施設であると考えます。当

地区がさらなる振興・発展に大きく寄与するものであると考えます。 

  以上の理由と見地に立ち、本議案を認定するべきと改めて賛成を申し上げ討論

を終わります。 

○議長（酒本敏興）  ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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 １０名） 



－１２－ 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０．議案第５３号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１０、議案第５３号 平成２９年度智頭町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１．議案第５４号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１１、議案第５４号 平成２９年度智頭町簡易水道

事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２．議案第５５号 



－１３－ 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１２、議案第５５号 平成２９年度智頭町公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３．議案第５６号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１３、議案第５６号 平成２９年度智頭町農業集落

排水事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１４．議案第５７号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１４、議案第５７号 平成２９年度智頭町介護保険

事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 



－１４－ 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５．議案第５８号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１５、議案第５８号 平成２９年度智頭町水道事業

会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１６．議案第５９号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１６、議案第５９号 早期退職希望者の募集及び認

定に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

  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） 



－１５－ 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７．議案第６０号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１７、議案第６０号 外国の地方公共団体の機関等

に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１８．議案第６１号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１８、議案第６１号 智頭町消防団条例の一部改正

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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。 



－１６－ 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午後 ２時４９分 

再 開 午後 ２時４９分 

（江口税務住民課長 退席） 

 

日程第１９．議案第６２号 

 

○議長（酒本敏興）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第１９、議案第６２号 智頭町固定資産評価員の選任についてを議題とし

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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午後 ２時５０分 

再 開 午後 ２時５０分 

（江口税務住民課長 復席） 

 

日程第２０．議案第６３号 

 

○議長（酒本敏興）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第２０、議案第６３号 智頭町固定資産評価審査委員会委員の選任につい



－１７－ 

てを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第２１．議案第６４号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２１、議案第６４号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第２２．議案第６５号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２２、議案第６５号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 



－１８－ 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第２３．議案第６６号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２３、議案第６６号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第２４．議案第６７号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２４、議案第６７号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 



－１９－ 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第２５．議案第６８号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２５、議案第６８号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第２６．議案第６９号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２６、議案第６９号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 



－２０－ 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第２７．議案第７０号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２７、議案第７０号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第２８．議案第７１号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２８、議案第７１号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第２９．議案第７２号 



－２１－ 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２９、議案第７２号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第３０．議案第７３号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３０、議案第７３号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第３１．議案第７４号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３１、議案第７４号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 



－２２－ 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第３２．議案第７５号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３２、議案第７５号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第３３．議案第７６号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３３、議案第７６号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  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） 



－２３－ 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第３４．議案第７７号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３４、議案第７７号 智頭町農業委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第３５．議案第７８号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３５、議案第７８号 智頭町過疎地域自立促進計画

の変更についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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。 



－２４－ 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第３６．議案第７９号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３６、議案第７９号 物品購入契約の締結について

を議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第３７．議案第８０号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３７、議案第８０号 損害賠償請求事件に係る和解

についてを議題とします。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  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 １１名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 



－２５－ 

 

日程第３８．陳情について 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３８、陳情についてを議題とします。 

  ６月８日の会議において、所管の常任委員会に付託した陳情について、審査が

終了した旨報告がありましたので、常任委員長の報告を求めます。 

  総務常任委員長に審査結果の報告を求めます。 

  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  総務常任委員会における陳情についての審査結果を報告

します。 

  ６月８日の本会議において付託を受けた陳情について、６月１２日に委員会を

開き、慎重に審査した結果、陳情第３号「地方財政の充実・強化を求める陳情」

は、「趣旨採択」と決定しました。 

  以上で、報告を終わります。 

○議長（酒本敏興）  委員長報告は終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  ご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  以上で、委員長報告に対する質疑を終わります。 

  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（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で、討論を終わります。 

  委員長の報告は、陳情第３号は「趣旨採択」です。 

  お諮りします。 

  本案は、委員長の報告のとおり決定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（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、委員長の報告のとおり決定いたしました。 



－２６－ 

 

日程第３９．閉会中の継続調査の申し出 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３９、閉会中の継続調査の申し出についてを議題と

します。 

  総務常任委員長、民生常任委員長、議会広報常任委員長、議会運営委員長より、

閉会中の継続調査の申し出が出されております。 

  お諮りします。 

  各委員長の申し出のとおり、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（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  平成２９年第２回智頭町議会定例会を閉会します。 

 

閉 会 午後 ３時００分 



－２７－ 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により次に署名する。 

 

  平成２９年６月１５日 

 

                智頭町議会議長  酒  本  敏  興 

 

                智頭町議会議員  中  野  ゆ か り 

 

                智頭町議会議員  平  尾  節  世 

 

 


