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令和４年３月高幡広域市町村圏事務組合議会定例会 

 

日 時  令和４年３月３日（木）午後２時５７分 開議 

 

会 場  須崎市総合保健福祉センター ２階会議室１ 

 

議事日程 

 

（新議員の紹介） 

 

第１ 議席の指定 

 

第２ 会期の決定 

 

第３ 会議録署名議員の指名 

 

第４ 議長の選挙 

 

第５ 議案第１号 専決処分の承認について 

（令和３年度高幡広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第１号）） 

 

議案第２号 令和４年度高幡広域市町村圏事務組合一般会計予算について 

 

議案第３号 令和４年度高幡広域市町村圏事務組合滞納整理事業特別会計予算について 

 

議案第４号 高幡広域市町村圏事務組合監査委員の定数及び事務執行に関する条例の一 

部を改正する条例について 

 

議案第５号 高幡広域市町村圏事務組合滞納整理条例の一部を改正する条例について 

 

議案第６号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団内の数の減少及び高知県 

市町村総合事務組合規約の変更について 

 

議案第７号 高知県市町村総合事務組合から津野山広域事務組合が脱退することに伴う 

財産処分について 

 

議案第８号 高知県市町村総合事務組合から幡多中央環境施設組合が脱退することに伴 

う財産処分について 
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議案第９号 監査委員の選任について 

      

第６ 管理者の選挙 

 

 

 

 

 

 

出 席 議 員   １番 髙橋 立一  ６番 中城 重則 

２番 楠瀬 耕作  ７番 市川 岩亀 

３番 森  武士  ８番 吉田 尚人 

４番 味元 和義  ９番 池田 三男 

５番 池田 洋光      １０番 大崎 芳章 

 

 

 

執行機関出席者   管理者職務代理者 副管理者  中尾 博憲 

会計管理者    國澤  豊 

 

 

 

事務局出席者    管理局長  松木 貞男 

          徴収管理監    井浦 善郎 

事務局長  下村 千佳 

          係  長   野村 恵里 

          事務補助員  濱口 恵子 
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午後２時５７分 開議 

 

 

◎副議長（市川 岩亀 君） 

ただいまより、高幡広域市町村圏事務組合令和４年３月定例会の会議を開場いたしたいと思い

ます。 

現在、議長が欠員となっておりますので、議長選出まで、その職を副議長の私が務めさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

ただいまの出席議員は、全員であります。定足数に達しておりますので、これより、令和４年

３月高幡広域市町村圏事務組合議会定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布をいたしておりますとおりであります。 

日程に入ります前に、新しく当組合議会議員となられました方を、ご紹介をいたします。 

まず、最初に、１月１８日の告示の中土佐町長選挙において無投票で当選され、２月５日に再

任されました池田洋光君をご紹介をさせていただきます。ご挨拶をお願いします。 

 

◎５番（池田 洋光 君） 

また、皆様方と一緒にですね、この地域の発展のために頑張っていきたいと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

( 拍手 ) 

 

◎副議長（市川 岩亀 君） 

続きまして、１月２３日に行われました中土佐町議会議員選挙で当選され、２月７日中土佐町

議会で議長に就任されました中城重則君をご紹介をいたします。 

 

◎６番（中城 重則 君） 

はい、中城でございます。引き続き、当組合議会議員として務めさせていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

 

( 拍手 ) 

 

◎副議長（市川 岩亀 君） 

続きまして、１２月５日に行われました梼原町長選挙において当選され、１２月２１日に再任

されました吉田尚人君をご紹介させていただきます。 

 

◎８番（吉田 尚人 君） 

はい、皆さんこんにちは。梼原町長の吉田でございます。引き続き、この議会の議員として精
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一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

( 拍手 ) 

 

◎副議長（市川 岩亀 君） 

日程第１、議席の指定を行います。 

ただ今ご紹介をいたしました、池田洋光君の議席を５番議席、中城重則君の議席を６番議席、

吉田尚人君の議席を８番議席に指定をいたします。 

日程第２、会期の決定を議題といたします。 

今期定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに、ご異議はございませんか。 

 

(異議なし) 

 

◎副議長（市川 岩亀 君） 

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日１日間と決定をいたしました。 

日程第３、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６２条の規定により、３番森武士君､ １０番大﨑芳章君を指名

をいたします。ご両人はご了承願います。 

日程第４、これより議長の選挙を行います。 

当組合の議長でありました、中土佐町議会議長の中城重則君の任期満了により、欠員となって

おります議長の選挙を行うものであります。 

お諮りをいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推薦にいたしたいと思いますが、これに、ご異議はございませんか。 

 

(異議なし) 

 

◎副議長（市川 岩亀 君） 

ご異議なしと認めます。従って選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 

お諮りをいたします。被選挙人の指名の方法については、議長において指名することにいたし

たいと思いますが、これに、ご異議はございませんか。 

 

(異議なし) 

 

◎副議長（市川 岩亀 君） 

ご異議なしと認めます。従って議長において指名することに決しました。 

お諮りをいたします。議長に中城重則君を指名することにいたしたいと思いますが、これに、

ご異議はございませんか。 

 



6 

 

(異議なし) 

 

◎副議長（市川 岩亀 君） 

ご異議なしと認めます。 

従って、議長に中城重則君を指名することに決しました。 

お諮りをいたします。ただ今、指名いたしました中城重則君を議長の当選人と定めることに、

ご異議はございませんか。 

 

(異議なし) 

 

◎副議長（市川 岩亀 君） 

ご異議なしと認めます。 

従って、ただ今指名しました中城重則君を、議長の当選人に定めることに決定をいたしました。                  

ただ今、議長に当選されました中城重則君が議場におられます。 

会議規則第２３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

ここで、中城重則君から議長当選の承諾並びにご挨拶をお願いをいたします。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

はい。選任をいただきましたので、円滑な議会運営を尽くして参りたいと思いますので、どう

かご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

◎副議長（市川 岩亀 君） 

ただ今、新議長が就任されましたので、ここで議長と交代をいたします。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

( 拍手 ) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

引き続き会議を続けます。 

日程第５、議案第１号から議案第８号を一括議題といたします。 

提案趣旨の説明を求めます。中尾副管理者。 

 

◎管理者職務代理者 副管理者（中尾 博憲 君） 

はい、議長。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

副管理者。 
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◎管理者職務代理者 副管理者（中尾 博憲 君） 

３月定例会につきましては、管理者が欠けておりますので、管理者職務代理副管理者でありま

す私の方から、提案趣旨説明等を申し上げたいと思います。 

本日は、議員の皆様方におかれましては、何かとご多用の中、お繰り合わせご出席を賜りまし

て、３月定例会が開会できましたことを厚くお礼を申し上げたいと思います。 

また、先ほどご紹介のありました、議員の皆様におかれましては、ご就任を心からお喜び申し

上げます。今後とも、それぞれの市、町の振興はもとより、当圏域のためにも、ご指導、ご協力を

いただきますよう心からお願いを申し上げる次第でございます。 

さて、本定例会には、専決処分の承認をはじめまして、９議案を上程をいたしておりますが、

その趣旨説明に先立ちまして、若干のご報告を申し上げたいと思います。 

まず、ふるさと市町村圏事業でございますが、現在、国債及び基金の残額が約１１億７千万円

余りでございまして、その運用収入をこの事業の財源とし、構成市町にご負担を求めることなく

事業を実施しているところでございます。 

現在所有する国債は、利率０．４パーセントのものでございまして、昨年１１月に買い替えを

行いまして、年間の債券利息を３００万円から４００万円と増やしております。しかし、国債利

率が低迷していることから、今後もしばらくは、以前のような有利な国債を見込むことは難しい

状況であります。 

さて、ふるさと市町村圏事業の主な事業でございますが、一つは高幡中学生海外研修事業であ

りまして、これは世界基準で活躍する人材の育成、また圏域内の人的ネットワーク形成を目標に

平成７年から実施をしておる事業でございます。 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして、２ヶ年実施できておりません。現在も海外へ

の渡航は厳しいことから、来年度は沖縄在住の外国人宅でのホームステイを企画しておるところ

でございます。 

この事業は時間やお金の関係で海外留学が出来ない方のために沖縄で以前より行われているも

ので、国内ではありますが、実際の海外留学に近い体験が出来る内容となっておるところでござ

います。 

次に、広域観光事業の推進ですが、高幡圏域の観光事業は、令和４年度まで、奥四万十観光協

議会が行うことの取り決めがなされておるところでございますが、令和５年度以降については未

定となっておりました。そのため、高幡５市町が協議を重ねまして、高幡広域観光を更に推進す

るため、奥四万十観光協議会を令和４年度中に一般社団法人へ移行し、市町の負担金で活動して

いく方向で話が進められております。 

それに伴い、当組合の奥四万十観光協議会への令和４年度負担金額は、法人立ち上げまでの運

営費と、初期経費のみを計上しておるところでございます。 

この他、婚活事業等、このふるさと市町村圏事業で実施しております事業がございますが、い

ずれにつきましても各市町との連携を取りながら、事業の効率的、効果的な運営に努めてまいり

たいと考えておるところでございます。 

次に、須崎斎場についてでございます。 

斎場運営に関しましては、指定管理者であります、株式会社五輪により、斎場を運営いただい
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ております。 

大きな修繕は終わり、現在は計画的な修繕をメインに行っております。 

新型コロナウイルス感染症対策として、施設利用の制限を設けているため、収入は減っており

ますけれど、基金の取り崩しが必要となることはないと思われます。 

次に、認定審査会の運営事務についてでございます。 

本年２月末までに、介護認定審査会の二次判定取扱件数は２，９２３件。同様に、障害支援区

分認定等審査会は１１０件の二次判定を行っております。今年度より、更新期間が最長３６カ月

から４８カ月に変更となったことから、今後の判定件数の減少も見込まれるところでございます。 

次に、租税債権管理機構についてでございます。 

令和３年度は３５５名、約１億５千３百万円を受託いたしまして、徴収額は１月末時点で約６

千５百万円となっております。 

新型コロナウイルス感染症の影響による捜索の自粛で、目標達成が懸念されておりましたが、

徴収額及び徴収率はほぼ目標通り達成できそうでございます。令和４年度は２７５名を受託する

予定ですが、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、個々の事案に応じた適切な滞納整

理に取り組んで参ります。 

本日の会議には、専決処分の承認、令和４年度当初予算及び監査委員の選任に関する議案等を

提案させていただいております。 

議案につきましては、構成市町の企画担当課長会及び副市町長会の協議を経まして、ご提案さ

せていただいているものでございます。 

詳細につきましては、事務局長及び管理局長からご説明を申し上げますので、適切なご決定を

賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

続いて議案の説明を求めます。 

 

◎事務局長（下村 千佳 君） 

議長。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

下村事務局長。 

 

◎事務局長（下村 千佳 君） 

それでは、３月定例会の議案につきまして、ご説明いたします。着座にて失礼いたします。 

議案書の３ページをお開きください。 

議案第１号、専決処分の承認について、地方自治法第２９２条により準用される同法第１７９

条第１項の規定に基づき、別紙の事件につき専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

するとともに、承認を求めるものです。４ページが専決処分書になります。 

議案第１号別冊、令和３年度高幡広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第１号）をご覧く
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ださい。 

歳入歳出予算の総額それぞれ１３１万７千円を増額し、歳入歳出予算の総額を１億１千２３１

万７千円といたしました。国債の第６６回の銘柄への買い替えを行った結果、１３１万６千４３

８円の売却差益収入の基金積み立てを行うものです。 

続きまして、議案書５ページ、議案第２号、令和４年度年度高幡広域市町村圏事務組合一般会

計予算、議案第２号別冊、一般会計予算書をご覧ください。 

歳入歳出予算の総額 １億６８２万円。 

２ページ、３ページには、第１表歳入歳出予算、４、５ページは事項別明細書、総括となって

おります。 

６ページから予算の内容につきまして、説明をさせていただきます。 

１款１項１目、組合運営費負担金、各市町からの負担金４，３７２万６千円。 

その内訳は、１節、組合維持管理負担金 １，５９５万６千円。 

２節、介護認定審査会負担金１，８１３万８千円。 

３節、障害支援区分認定等審査会負担金１２０万２千円。 

４節、須崎斎場負担金８４３万円。 

２６ページに、令和４年度の一般会計関係市町別負担金をつけておりますが、介護認定審査会

負担金を除き、前年比増額となっております。 

６ページに戻りまして、２目、介護運営費負担金、須崎市福祉事務所からの介護認定審査の負

担金として、１千円。 

７ページ、２款１項１目、衛生使用料３，５００万。須崎斎場での火葬等に関する使用料で、

前年度と同額を計上しております。 

２目、総務使用料、須崎斎場の敷地に建っている電柱の用地使用料として１千円。 

８ページ、３款１項、県委託金、介護認定審査の県委託分として１千円。 

９ページ、４款１項１目、基金運用収入。１０億円の国債の運用益収入が、利率０．４パーセ

ントで４００万円、定期預金の基金運用益が２６万円の計４２６万円。 

２目、利子及び配当金、須崎市道の駅の株配当金として９万円。 

３目、財産貸付収入、須崎斎場の自動販売機設置貸付収入として２万円。 

１０ページ、５款１項１目、ふるさと市町村圏基金繰入金２，１４６万４千円。 

主に、広域観光事業に関する負担金１，６８０万円と中学生海外研修（代替）事業沖縄まちな

か留学事業の事業費５５６万円の財源としての繰入金です。 

２目、須崎斎場調整基金繰入金１５０万円。須崎斎場式場の照明の修繕に充てられます。 

１１ページ、６款、諸収入、１項１目、預金利子１千円。普通預金の利子でございます。 

２項１目、雑入、主にふるさと市町村圏事業の中学生海外研修（代替）事業沖縄まちなか留学

事業の参加負担金として１人当たり３万円、２５名の募集で７５万円、その他雑入が６千円で７

５万６千円となっています。 

以上、歳入合計１億６８２万円。 

次に歳出。１２ページをご覧ください。 

１款１項１目、議会費、議会運営に関する経費として３０万６千円。年２回の開催で、４年度
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は７月が中土佐町、３月が須崎市で開催の予定です。 

１３ページ、２款１項１目、一般管理費、事務局の運営に関する経費として１，５３９万６千

円。財務会計システムの再構築を行う予定でございます。 

１４ページ、２目、ふるさと市町村圏事業費２，６４７万円。この事業につきましては、２７

ページの事業ごとの集計表で説明いたします。 

中学生海外研修事業、総額５５６万円。海外研修事業につきましては、現段階でも企画すら難

しい状況であることから、沖縄在住の外国人住宅地でのホームステイを予算計上しております。 

時間とお金の関係で海外留学できない人に留学の機会をと、沖縄で以前より「まちなか留学」

として実施されているもので、国内にいながら留学に近い経験が出来ます。新型コロナウイルス

感染症の状況を見ながらの実施になります。 

次に、青少年育成交流事業、９５万２千円。例年通り、四国綜合教育研究所に委託し、夏のセ

ミナー２回、冬のクリスマスの集い１回を開催予定です。 

広域観光活性化事業、１，６８５万円。主な支出内容は、広域観光事業者への負担金１，６８

０万円です。来年度中に、奥四万十観光協議会を一般社団法人化する予定ですが、高幡からの負

担金は、法人化されるまでの活動費や、移行後の旅行業取得の保証金等に充てられる予定です。 

次に、地方分権研究事業２４万４千円。事務事業の調査研究、情報交換に必要な活動経費にな

ります。 

婚活事業１８０万円。来年度も、高幡圏域内での２回の開催を予定しております。 

事業諸費１０６万４千円。 

以上が、ふるさと市町村圏事業費の説明となります。 

１６ページに戻りまして、３款１項１目、介護認定総務費、１，８１４万円。主な経費は、審査

委員の報酬と、職員の人件費となっております。 

１７ページ、２目、障害認定総務費、こちらも主な経費は、障害の認定審査会に関する経費と

なります。 

１８ページ、４款衛生費１項１目、須崎斎場運営費４，４９５万５千円。指定管理料２，９１

７万６千円が主な経費となりますが、年次計画に沿った修繕費１，０８９万円と、突発な修繕に

１５０万円の他、斎場の照明入れ替えに３０８万円を計上しております。 

１９ページ、５款公債費に、費目存置として１千円。 

２０ページ、６款予備費に、３５万円を計上しております。 

以上、歳出合計１億６８２万円。 

２１ページから２４ページにつきましては、給与費明細。 

２５ページにつきましては、債務負担行為に関する調書。 

２６ページには、令和４年度の構成市町の負担金についてを載せておりますので、ご参照くだ

さい。 

以上で、一般会計予算の説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第３号の特別会計予算につきましては、松木管理局長が説明をいたします。 

 

◎管理局長（松木 貞男 君） 
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議長。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

松木管理局長。 

 

◎管理局長（松木 貞男 君） 

続きまして、議案第３号、管理機構の令和４年度滞納整理事業特別会計予算についてご説明い

たします。 

議案第３号別冊の１ページをご覧ください。 

令和４年度の特別会計予算ですが、第１条で、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４，３

９０万円と定めております。 

２ページの第１表、歳入歳出予算の歳入及び３ページの歳出は、４，３９０万円の款項の区分

についての記載でございます。 

４ページの事項別明細書の歳入、５ページの歳出は、前年度との比較で、それぞれ合計で５１

０万円の減額となっております。 

続きまして、６ページからをご覧ください。 

歳入の第１款分担金及び負担金、第１項負担金は、組合構成団体５市町からの組合運営負担金

で、２，４４１万円を計上いたしております。 

内訳につきましては、右の説明欄をご覧ください。受託の一人当たり人数割が１３万２千円で、

１５５人の２，０４６万円、令和３年度の実績割が３９５万円となっております。 

７ページ、第２款の諸収入の第１項受託事業収入は、佐川町、越知町及び土佐市からの委託料

で、１，９３９万円を計上いたしております。 

内訳は説明欄のとおりで、人数割が１３万２千円の１２０人で１，５８４万円、実績割が３５

５万円となっております。 

なお、各市町別の負担金、委託料につきましては、最後の１５ページに一覧表で示しておりま

すのでご覧ください。各市町毎の説明は省略し、一番下の合計欄でご説明させて頂きます。 

まず、左の欄の引受人数割ですが、それぞれの人数枠につきましては、昨年末の各市町の税務

担当課長会を経て決定したものです。一人当たりの負担金額を１３万２千円として、２７５人の

３，６３０万円を計上いたしております。 

次に、右側の徴収実績割ですが、徴収額を７，５００万円と見込み、その１割の７５０万円、

合計で４，３８０万円となっております。 

ではまた、７ページにお戻りください。 

諸収入の第２項預金利子は１万円を、第３項雑入はインターネット公売手数料の滞納処分費や

雇用保険料で９万円を見込んでおります。 

次に、歳出ですが、８ページからをご覧ください。 

第１款の総務費、第１項徴税費の税務総務、委託料費は、前年度より５１０万円減の４，３７

０万円を計上いたしております。 

各節の予算額及び支出内容は、記載のとおりです。５１０万円減の要因としては、派遣職員１
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名の負担金を６００万円減額しています。派遣職員１名減につきましては、引受人数の減少及び

引受負担金増額の現状を説明したうえで、昨年末の各市町の税務担当課長会を経て決定したもの

です。増加要因としては、局長が２年目で６月の期末勤勉手当が増額になることで、職員手当及

び共済費で約７５万円。また、公用車２台分の車検経費が約１５万円などです。トータルとして

合計５１０万円少なくなっております。 

１０ページは予備費で、昨年同様の２０万円を計上しております。 

合計で４，３９０万円となっております。 

１１ページ以降は給与費明細書となっております。ご参照頂くこととして、説明は省略させて

頂きます。         

特別会計につきましては、以上でございます。 

 

◎事務局長（下村 千佳 君） 

議長。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

下村事務局長。 

 

◎事務局長（下村 千佳 君） 

続きまして、議案書の７ページをご覧ください。 

議案第４号、高幡広域市町村圏事務組合監査委員の定数及び事務執行に関する条例の一部を改

正する条例について。 

高幡事務組合の定例監査につきましては、毎年１月に行うこととされておりますが、当組合の

監査委員は、組合議員である各市町の首長、若しくは議会議長から選出される決まりのため、年

度末を控えた１月の実施は実質的に難しいことから、開催月の記載を削除し、柔軟に対応できる

よう、併せて、自治法の改正等による条文の差異について、整合を図ろうとするものでございま

す。 

続きまして、８ページをご覧ください。 

議案第５号、高幡広域市町村圏事務組合滞納整理条例の一部を改正する条例についてでござい

ます。提案理由につきましては、松木管理局長より説明いたします。 

 

◎管理局長（松木 貞男 君） 

議長。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

松木管理局長。 

 

◎管理局長（松木 貞男 君） 

引き続きまして、議案書の８ページ、議案第５号の説明を申し上げます。 
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当組合には、滞納税の徴収を専門とする組織として平成１６年に租税債権機構が設置され、現

在は佐川町、越知町、土佐市も参加し、１８年目を迎えております。 

平成３１年度からは、税以外の強制徴収公課、いわゆる地方税法等を根拠法として滞納処分が

出来る債権、具体的には保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料、下水道事

業受益者負担金の５つについての債権も引き受けの対象とし、効率的な滞納整理が実施出来るよ

うになっております。 

このことついては、平成３０年１２月議会で承認をいただいているところですが、この税外債

権徴収職員の位置付けや証票等について、条例上明記する必要があることから一部改正を行おう

とするものでございます。以上でございます。 

 

◎事務局長（下村 千佳 君） 

議長。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

下村事務局長。 

 

◎事務局長（下村 千佳 君） 

続きまして、議案書の１０ページをご覧ください。 

議案第６号、高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体内の数の減少及び高知県市町

村総合事務組合規約の変更についてでございます。 

高知県市町村総合事務組合の構成団体の津野山広域事務組合及び幡多中央環境施設組合が、同

組合の退職手当条例の対象となる職員が０人となったことから、令和４年４月１日から同組合を

脱退すること及びこのことに伴う規約の変更について、地方自治法第２９０条の規定に基づき、

議会の議決を求めるものです。 

規約変更内容につきましては、高知県市町村総合事務組合の構成団体を定める別表１一部事務

組合の項及び共同処理する事務を定める別表２第３条第１号に関する事務、同組合議会議員の選

挙区を定める別表３選挙区１の項から津野山広域事務組合及び幡多中央環境施設組合を削り、本

規約を令和４年４月１日から施行するものです。 

続きまして、１１ページ、議案書第７号、高知県市町村総合事務組合から津野山広域事務組合

が脱退することに伴う財産処分についてです。 

高知県市町村総合事務組合の構成団体の津野山広域事務組合が、令和４年４月１日から同組合

を脱退することに伴う財産処分について、地方自治法第２９０条の規定に基づき、議会の議決を

求めるものです。 

財産処分の方法につきましては、当該団体の職員全員が高幡東部清掃組合の職員となっている

ため、高幡東部清掃組合に帰属させるものです。 

１２ページ、議案第８号、高知県市町村総合事務組合から幡多中央環境施設組合が脱退するこ

とに伴う財産処分についてです。 

高知県市町村総合事務組合の構成団体の幡多中央環境施設組合が、令和４年４月１日から同組
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合を脱退することに伴う財産処分について、地方自治法第２９０条の規定に基づき、議会の議決

を求めるものです。 

財産処分の方法につきましては、同組合負担金条例第３条第１項の規定に基づき、幡多中央環

境施設組合が納付した負担金総額の１００分の９８の額と、当該団体の職員に支給した退職手当

の総額との差額を還付するものです。 

以上で、ございます。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

以上で、説明は終わりました。 

これより、議案第１号について質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

◎８番（吉田 尚人 君） 

はい、議長。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

吉田さん。 

 

◎８番（吉田 尚人 君） 

ちょっと、休憩を。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

暫時休憩します。 

 

( 休憩 ) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

正常に復します。 

議案第１号について、再度、質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

(質疑なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

(討論なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 
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討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

これより議案第１号の採決を行います。本案の採決は、挙手によって行います。 

本案に賛成の皆さんの挙手を求めます。 

 

( 挙手 ) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

挙手全員と認めます。 

よって本案は、原案のとおり可決されました。 

これより議案第２号について質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

(質疑なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

(討論なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより議案第２号の採決を行います。本案の採決は、挙手によって行います。 

本案に賛成の皆さんの挙手を求めます。 

 

( 挙手 ) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

挙手全員と認めます。 

よって本案は、原案のとおり可決されました。 

これより議案第３号について質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

(質疑なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

(討論なし) 
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◎議長（中城 重則 君） 

討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより議案第３号の採決を行います。本案の採決は、挙手によって行います。 

本案に賛成の皆さんの挙手を求めます。 

 

( 挙手 ) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

挙手全員と認めます。 

よって本案は、原案のとおり可決されました。 

これより議案第４号について質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

(質疑なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

(討論なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより議案第４号の採決を行います。本案の採決は、挙手によって行います。 

本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

( 挙手 ) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

挙手全員と認めます。 

よって本案は、原案のとおり可決されました。 

これより議案第５号について質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

(質疑なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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(討論なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより議案第５号の採決を行います。本案の採決は、挙手によって行います。 

本案に賛成の皆さんの挙手を求めます。 

 

( 挙手 ) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

挙手全員と認めます。 

よって本案は、原案のとおり可決されました。 

これより議案第６号について質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

(質疑なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

(討論なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより議案第６号の採決を行います。本案の採決は、挙手によって行います。 

本案に賛成の皆さんの挙手を求めます。 

 

( 挙手 ) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

挙手全員と認めます。 

よって本案は、原案のとおり可決されました。 

これより議案第７号について質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

(質疑なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 
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質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

(討論なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより議案第７号の採決を行います。本案の採決は、挙手によって行います。 

本案に賛成の皆さんの挙手を求めます。 

 

( 挙手 ) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

挙手全員と認めます。 

よって本案は、原案のとおり可決されました。 

これより議案第８号について質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

(質疑なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

(討論なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより議案第８号の採決を行います。本案の採決は、挙手によって行います。 

本案に賛成の皆さんの挙手を求めます。 

 

( 挙手 ) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

挙手全員と認めます。 

よって本案は、原案のとおり可決されました。 

暫時休憩といたします。 

 

( 休憩 ) 



19 

 

 

◎議長（中城 重則 君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第５、議案第９号、監査委員の選任についてを議題といたします。 

議案の説明を求めます。中尾副管理者。 

 

◎管理者職務代理者 副管理者（中尾 博憲 君） 

議案第９号、監査委員の選任につきまして、ご説明を申し上げます。 

組合規約第１０条第３項の規定に基づきまして、梼原町の吉田尚人議員の任期が令和３年１２

月２０日に終了し、監査委員が不在となっておるところでございます。 

あらためて梼原町吉田尚人町長を再任することについて、同意を求めるものでございます。よ

ろしくお願いします。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

以上で説明は終わりました。 

これより議案第９号についてお諮りいたします。 

本件は、人事案件のため、質疑、討論を省略いたしたいと存じます。これに、ご異議ございま

せんか。 

 

(異議なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

ご異議なしと認めます。従って質疑、討論を省略いたします。 

これより、議案第９号を採決いたします。本案は、これに同意することに、ご異議ございませ

んか。 

 

(異議なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は、これに同意することに決定しました。 

暫時休憩といたします。 

 

   （ 休憩 ） 

 

◎議長（中城 重則 君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

吉田議員に申し上げます。監査委員の選任は同意されましたので告知をいたします。 
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吉田監査委員、ご挨拶をお願いいたします。 

 

◎８番（吉田 尚人 君） 

はい、梼原町長の吉田でございます。ただ今、監査委員にご選任をいただきました。しっかり

と、この組合の未来に向けて、自分の任務を果たしていきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

( 拍手 ) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

はい、ありがとうございました。 

日程第６、これより管理者の選挙を行います。 

高幡広域市町村圏事務組合規約第８条第４項の規定により、管理者の任期は２年となっており

ますので、本定例会において選挙を行うものであります。 

お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推薦によりたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

(異議なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

ご異議なしと認めます。 

よって選挙の方法は、指名推薦によることに決しました。 

お諮りいたします。被選挙人の指名の方法については、議長において指名することにいたした

いと思います。これに、ご異議ございませんか。 

 

(異議なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

ご異議なしと認めます。 

従って、議長において指名することに決しました。 

管理者に、楠瀬耕作さんを指名したいと思います。 

お諮りいたします。ただ今、議長において指名をいたしました楠瀬耕作さんを、管理者の当選

人と定めることに、ご異議ございませんか。 

 

(異議なし) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

ご異議なしと認めます。 
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従って、ただ今指名をいたしました楠瀬耕作さんを、管理者の当選人に定めることに決定しま

した。 

ただ今管理者に当選されました、楠瀬耕作さんが議場におられます。 

会議規則第２３条第２項の規定より、当選の告知をいたします。 

ここで、楠瀬耕作さんから、管理者当選の承諾並びにごあいさつをお願いいたします。 

 

◎管理者（楠瀬 耕作 君） 

はい。ただ今、管理者に選任をいただきました楠瀬でございます。また、大変身の引き締まる

思いでございます。この圏域の発展、振興のために、微力を尽くしてまいりたいと思いますが、

なかなか自分の力だけではどうにもなりませんので、皆様方のご指導、ご支援を乞いまして、な

んとか進めていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いを申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

 

( 拍手 ) 

 

◎議長（中城 重則 君） 

どうもありがとうございました。 

以上で、本定例会に付議されました議案は、すべて議了いたしました。 

管理者からごあいさつがあります。 

 

◎管理者（楠瀬 耕作 君） 

はい。閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

本日、ご提案申し上げました９議案につきましては、いずれも慎重審議のうえ、適切なご決定

を賜りまして、誠にありがとうございました。厚くお礼申し上げます。 

それぞれの市町におかれましても、これから新年度当初予算の審議を含む３月議会を控えてお

られるということと存じます。 

新型コロナウイルス感染症への対応等、まだ予断を許さない状況が続いておりますが、なにと

ぞご自愛のうえ、ご活躍されますことをご祈念申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていた

だきます。本日は誠にありがとうございました。 

 

◎議長（中城 重則 君） 

どうもありがとうございました。 

これをもって、令和４年３月高幡広域市町村圏事務組合議会定例会を閉会いたします 

 

 

午後３時４３分 終了 
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