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伊方町議会第４４回定例会議事日程（第２号） 

 
平成２８年３月１１日(金) 

                                                     午前１０時００分 開 議 
 
 
１ 再 開 宣 告        
 
 
１ 議事日程報告 
 
 
  日 程 第 １ 会議録署名議員の指名 
 
    〃    第 ２  委員会付託案件審議結果報告 
 
                   平成２８年度伊方町一般会計予算 
                   （総務文教・生活福祉・産業建設委員長報告）       （議案第 37号） 
 
                   平成２８年度伊方町国民健康保険特別会計予算 
                   （生活福祉委員長報告）                           （議案第 38号） 

  
平成２８年度伊方町学校給食特別会計予算                                          
（総務文教委員長報告）                        （議案第 39号） 

 
              平成２８年度伊方町港湾整備事業特別会計予算 
                    （産業建設委員長報告）                            （議案第 40号） 
 
                   平成２８年度伊方町後期高齢者医療保険特別会計予算 
                    （生活福祉委員長報告）                            （議案第 41号） 
         

  平成２８年度伊方町介護保険特別会計予算 
          （生活福祉委員長報告）                            （議案第 42号） 
 
                   平成２８年度伊方町介護サービス特別会計予算 
                   （生活福祉委員長報告）                            （議案第 43号） 
 
          平成２８年度伊方町公共下水道事業特別会計予算 
                   （生活福祉委員長報告）                            （議案第 44号） 
 
          平成２８年度伊方町小規模下水道事業特別会計予算 
                   （生活福祉委員長報告）                            （議案第 45号） 
 
                   平成２８年度伊方町特定地域生活排水処理事業特別会計予算 
                   （生活福祉委員長報告）                            (議案第 46号)  
  
                   平成２８年度伊方町風力発電事業特別会計予算          

         （産業建設委員長報告）                            （議案第 47号） 
 
                  平成２８年度伊方町水道事業会計予算 

（生活福祉委員長報告）                            （議案第 48号)  
 
                   
 
 



 
日 程  第 ３  第２次伊方町総合計画基本構想の策定について         (議案第 49号）  

    
    〃    第 ４  伊方町過疎地域自立促進計画の策定について        （議案第 50号）              

 
    〃    第  ５  伊方町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について (発議第 1 号) 
  

〃  第 ６ 議員派遣の件について 
 

〃   第  ７  議会運営委員会の閉会中の継続調査について  
 

〃  第  ８ 原子力発電対策特別委員会の閉会中の継続調査について 
 
          
 １ 閉 会 宣 告        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



再開宣告（10時 00分） 

○議長（吉谷友一） 皆さん、おはようございま

す。これより、伊方町議会第 44 回定例会を再開

いたします。只今の出席議員は、全員であります。

よって、本会議は成立いたしました。 

 

議事日程報告 

○議長（吉谷友一） 議事日程報告をいたします。

本日の議事日程は、お手許に配布してあるとおり

であります。それに従いまして、議事を進めてま

いります。これより、本日の会議を開きます。 

 

会議録署名議員 

○議長（吉谷友一） 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、7日の本

会議と同様、2 番 廣瀨秀晴議員、3 番 清家慎太

郎議員を指名いたします。 

 

委員会付託案件審議結果報告 

○議長（吉谷友一） 日程第 2「委員会付託案件

審議結果報告」を行います。「平成 28年度伊方町

一般会計予算」議案第 37号から「平成 28年度伊

方町水道事業会計予算」議案第 48 号までの予算

関係 12 議案は、7 日の本会議において、総務文

教・生活福祉・産業建設の各常任委員会付託とな

り、9日に開催されました各常任委員会において、

審議が終了しておりますので、この際、各委員長

の報告を求めます。まず、総務文教常任委員会委

員長。 

○総務文教常任委員会委員長（中村明和） 議長 

○議長（吉谷友一） 中村委員長 

○総務文教常任委員会委員長（中村明和） 皆さ

ん、おはようございます。総務文教常任委員会の

審議結果を報告いたします。去る、3月 7日に開

催された第 44回定例会において「平成 28年度伊

方町一般会計予算」、議案第 37号中、当常任委員

会に付託された部分、及び当常任委員会所管によ

り付託となった議案第 39号「平成 28年度伊方町

学校給食特別会計予算」の審議をするため、3月

9 日に総務文教常任委員会を開催いたしました。

以下、その経過の概要と結果について報告いたし

ますが、これらの予算審議は、当常任委員会だけ

でなく、生活福祉常任委員会・産業建設常任委員

会も参加されての、いわゆる合同による審議であ

ることを、はじめに申し添えます。従いまして、

審議の具体的な内容につきましては、この際申し

述べることを省略させていただきます。当日は、

午前 10時から、平成 28年度伊方町一般会計予算

の歳出について付託を受けた部分の審議に入り、

款・項・目を追って目ごとに、1款「議会費」よ

り、総務文教常任委員会に属する内容について審

議に入りました。審議の結果後に諮った結果、当

常任委員会に付託された、一般会計予算の歳出部

分は、いずれも原案のとおり採択すべきものと決

定いたしました。その後、生活福祉常任委員会・

産業建設常任委員会所管の一般会計予算歳出の

審議終了後、一般会計予算歳入の審議に移り、こ

れらの審議は、款を追って行いました。審議の結

果に諮った結果、当常任委員会に付託された第 1

款「町税」から第 20 款「町債」までの全ての歳

入部分は、いずれも原案のとおり採択すべきもの

と決定いたしました。次いで、債務負担行為・地

方債・一時借入金・歳出予算の流用等について順

次、審議を行い、終結後に諮った結果「平成 28

年度伊方町一般会計予算」議案第 37 号は、原案

のとおり採択すべきものと決定いたしました。次

いで、午後 2時 01分から「平成 28年度伊方町学

校給食特別会計予算」の審議に入り、担当課長の

概要説明の後、一括で審議を行いました。審議の

終結後に諮った結果「平成 28 年度伊方町学校給

食特別会計予算」議案第 39 号は、原案のとおり

採択すべきものと決定いたしました。以上、総務

文教常任委員会の報告といたします。 

○議長（吉谷友一） 続いて、生活福祉常任委員



会委員長。 

○生活福祉常任委員会委員長（髙岸助利） 議長 

○議長（吉谷友一） 髙岸委員長 

○生活福祉常任委員会委員長（髙岸助利） 生活

福祉常任委員会の審議結果を報告いたします。去

る、3 月 7 日に開催された第 44 回定例会におい

て「平成 28年度伊方町一般会計予算」議案第 37

号中、当常任委員会に付託された部分、及び、当

常任委員会所管により付託となった、議案第 38

号「平成 28 年度伊方町国民健康保険特別会計予

算」議案第 41号「平成 28年度伊方町後期高齢者

医療保険特別会計予算」議案第 42 号「平成 28

年度伊方町介護保険特別会計予算」議案第 43 号

「平成 28 年度伊方町介護サ－ビス特別会計予算」

議案第 44号「平成 28年度伊方町公共下水道事業

特別会計予算」議案第 45号「平成 28年度伊方町

小規模下水道事業特別会計予算」議案第 46号「平

成 28 年度伊方町特定地域生活排水処理事業特別

会計予算」、及び議案第 48 号「平成 28 年度伊方

町水道事業会計予算」の審議をするため、3 月 9

日に生活福祉委員会を開催いたしました。以下、

その経過の概要と結果について報告いたします

が、これらの予算審議は、当常任委員会だけでな

く、総務文教常任委員会・産業建設常任委員会も

参加されての、いわゆる合同による審議であるこ

とを、はじめに申し添えます。従いまして、審議

の具体的な内容につきましては、この際申し述べ

ることを省略させていただきます。当日は、午前

11 時 15 分から、平成 28 年度伊方町一般会計予

算の歳出において付託を受けた部分の審議に入

り、款・項・目を追って目ごとに、2款「総務費」

のうち 3 項「戸籍住民基本台帳」、１目「戸籍住

民基本台帳」より、生活福祉委員会に属する内容

について審議に入りました。審議の終結後に諮っ

た結果、当常任委員会に付託された一般会計予算

の歳出部分は、いずれも原案のとおり採択すべき

ものと決定しました。その後、総務文教常任委員

会所管の特別会計予算審議終了後、午後 2 時 15

分から「平成 28 年度伊方町国民健康保険特別会

計予算」について審議に入り、担当課長の概要説

明の後、一括にて審議を行いました。審議の結果

後に諮った結果「平成 28 年度伊方町国民健康保

険特別会計予算」議案第 38 号は、原案のとおり

採択すべきものと決定しました。次いで、午後 2

時 30分から「平成 28年度伊方町後期高齢者医療

保険特別会計予算」の審議に入り、担当課長の概

要説明の後、一括にて審議を行いました。審議の

結果後に諮った結果「平成 28 年度伊方町後期高

齢者医療保険特別会計予算」議案第 41 号は、原

案のとおり採択すべきものと決定しました。次い

で、午後 2時 33分から「平成 28年度伊方町介護

保険特別会計予算」の審議に入り、担当課長の概

要説明の後、一括にて審議を行いました。審議の

結果後に諮った結果「平成 28 年度伊方町介護保

険特別会計予算」議案第 42 号は、原案のとおり

採択すべきものと決定しました。次いで、午後 2

時 41分から「平成 28年度伊方町介護サ－ビス特

別会計予算」の審議に入り、担当課長の概要説明

の後、一括にて審議を行いました。審議の終結後

に諮った結果「平成 28 年度伊方町介護サ－ビス

特別会計予算」議案第 43 号は、原案のとおり採

択すべきものと決定しました。次いで、午後 2

時 44分から「平成 28年度伊方町公共下水道事業

特別会計予算」の審議に入り、担当課長の概要説

明の後、一括にて審議を行いました。審議の終結

後に諮った結果「平成 28 年度伊方町公共下水道

事業特別会計予算」議案第 44 号は、原案のとお

り採択すべきものと決定しました。次いで、午後

2時 48分から「平成 28年度伊方町小規模下水道

事業特別会計予算」の審議に入り、担当課長の概

要説明の後、一括にて審議を行いました。審議の

終結後に諮った結果「平成 28 年度伊方町小規模

下水道事業特別会計予算」議案第 45 号は、原案

のとおり採択すべきものと決定しました。次いで、



2時 51分から「平成 28年度伊方町特定地域生活

排水処理事業特別会計予算」の審議に入り、担当

課長の概要説明の後、一括にて審議を行いました。

審議の終結後に諮った結果「平成 28 年度伊方町

特定地域生活排水処理事業特別会計予算」議案第

46 号は、原案のとおり採択すべきものと決定し

ました。次いで、2時 54分から「平成 28年度伊

方町水道事業会計予算」の審議に入り、担当課長

の概要説明の後、一括にて審議を行いました。審

議の終結後に諮った結果「平成 28 年度伊方町水

道事業会計予算」議案第 48 号は、原案のとおり

採択すべきものと決定しました。以上、生活福祉

常任委員会の報告といたします。 

○議長（吉谷友一） 次いで、産業建設常任委員

長。 

○産業建設委員会委員長（竹内一則） 議長 

○議長（吉谷友一） 竹内委員長 

○産業建設委員会委員長（竹内一則） 産業建設

常任委員会の審議結果を報告いたします。去る、

3 月 7 日に開催された第 44 回定例会において、

「平成 28 年度伊方町一般会計予算」議案第 37

号中、当常任委員会に付託された部分、及び、当

常任委員会所管により付託となった、議案第 40

号 「平成 28年度伊方町港湾整備事業特別会計予

算」議案第 47号「平成 28年度伊方町風力発電事

業特別会計予算」審議をするため、3月 9日に産

業建設常任委員会を開催いたしました。以下、そ

の経過の概要と結果について報告いたしますが、

これらの予算審議は、当常任委員会だけでなく、

総務文教委員会・生活福祉常任委員会も参加され

ての、いわゆる合同による審議であることを、は

じめに申し添えます。従いまして、審議の具体的

な内容につきましては、この際申し述べることを

省略させていただきます。当日は、午前 11時 28

分から、平成 28 年度伊方町一般会計予算の歳出

について付託を受けた部分の審議に入り、款・

項・目を追って、目ごとに、2款「総務費」のう

ち 1項「総務管理費」、14目「地域振興センター

費」より、産業建設常任委員会に属する内容につ

いて審議に入りました。審議の終結後に諮った結

果、当常任委員会に付託された一般会計予算の歳

出部分は、いずれも原案のとおり採択すべきもの

と決定しました。その後、生活福祉常任委員会所

管の特別会計予算審議終了後、午後 3 時 03 分か

ら「平成 28 年度伊方町港湾整備事業特別会計予

算」について審議に入り、担当課長の概要説明の

後、一括にて審議を行いました。審議の終結後に

諮った結果「平成 28 年度伊方町港湾整備事業特

別会計予算」議案第 40 号は、原案のとおり採択

すべきものと決定しました。次いで、午後 3 時

06分から「平成 28年度伊方町風力発電事業特別

会計予算」の審議に入り、担当課長の概要説明の

後、一括にて審議を行いました。審議の終結後に

諮った結果「平成 28 年度伊方町風力発電事業特

別会計予算」議案第 47 号は、原案のとおり採択

すべきものと決定しました。以上、産業建設常任

委員会の報告といたします。 

○議長（吉谷友一） お諮りいたします。平成

28年度の予算関係 12議案につきましては、只今

の各委員長報告のとおり、合同常任委員会におい

て、既に審議を終了しておりますので、この際、

討論を省略して、採決を行いたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）

異議なしと認め、採決いたします。お諮りいたし

ます。「平成 28年度伊方町一般会計予算」議案第

37号から「平成 28年度伊方町水道事業会計予算」

議案第 48号までの予算関係 12議案は、只今の委

員長報告に基づき、いずれも原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。（「なし」の発言あ

り）異議なしと認めます。よって、議案第 37 号

から第 48号までの予算関係 12議案は、いずれも

原案のとおり可決されました。 

 

 



議案第４９号 

○議長（吉谷友一） 日程第 3「第 2次伊方町総

合計画基本構想の策定について」議案第 49 号を

議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○政策推進課長 議長 

○議長（吉谷友一） 政策推進課長 

○政策推進課長 議案第49号 第2次伊方町総合

計画基本構想の策定について、提案理由をご説明

申し上げます。本案は、第 2次伊方町総合計画の

策定にあたり、伊方町総合計画策定条例第 4条の

規定により、平成 28年度から 10年間の総合計画

基本構想について、町議会の議決を頂き策定する

ものであります。それでは、基本構想の概要につ

いてご説明いたします。計画書案、17 頁をお開

き願います。町の将来像といたしましては、輝く

人々・豊かな自然・よろこびの風薫まち伊方と設

定し、まちづくりのテーマをみんなが選ぶ佐田岬、

しあわせ感じる佐田岬といたしまして、みんなが

未来を選び、誰からも選ばれるまちを目指し、暮

らす町民や訪れる人々がしあわせを実感できる

まちを目指すということで取り組んで参ります。

18 頁をご覧下さい。まちづくりの将来フレーム

といたしまして、将来人口は 5 年後の平成 32 年

の 9000人、10年後の平成 37年には 8300人を目

標としております。21 頁をご覧下さい。まちの

将来像と将来人口の実現に向けた基本目標であ

りますが、町政の 6つの分野毎に課題を整理した

上で、施策方針を取りまとめて記載しております

が、内容の詳細につきましては、先の全員協議会

でご説明申し上げておりますので、省略させて頂

きます。28 頁をご覧下さい。施策の体系であり

ますが、施策体系は 6つに大別した分野ごとの基

本目標に対し、更に細分化した推進施策を掲げそ

の推進施策を実現するための具体的な主要事業

を体系化したものであります。基本目標 1、保

健・医療・福祉の分野から基本目標 6、協働、行

財政の分野まで全部で 87 の主要事業を掲げてお

ります。以上で、第 2次伊方町総合計画基本構想

の説明とさせて頂きます。ご審議の上、ご決定賜

りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（吉谷友一） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。これより、討論に入ります。討論

ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと

認めます。これより、議案第 49 号を採決いたし

ます。お諮りいたします。本案を原案のとおり決

定することにご異議ありませんか。（「なし」の発

言あり）異議なしと認めます。よって、議案第

49 号「第 2 次伊方町総合計画基本構想の策定に

ついて」は、原案のとおり可決されました。 

 

議案第５０号 

○議長（吉谷友一） 日程第 4「伊方町過疎地域

自立促進計画の策定について」議案第 50 号を議

題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○政策推進課長 議長 

○議長（吉谷友一） 政策推進課長 

○政策推進課長 議案第 50 号 伊方町過疎地域

自立促進計画の策定について、提案理由をご説明

申し上げます。伊方町過疎地域自立促進計画につ

きましては、過疎地域自立促進特別措置法に基づ

き、過疎対策事業債や国の補助金等の財政上の特

別措置を受けて、町内過疎地域の自立促進対策事

業に取り組むため、同法第 6条第 1項の規定によ

り議会の議決を頂き定めるものでございます。な

お、現在町内の瀬戸地域と三崎地域が過疎地域と

みなされて法の適用を受けております。計画書の

表紙をご覧下さい。この計画は、平成 28 年度か

ら 32 年度までの 5 ヵ年の計画でございます。計

画策定にあたりましては、今年度第 2次伊方町総

合計画の策定作業と並行して進めて参りました。

今後 5年間で見込まれる事業等について、法の適

用を受けて、地域住民の暮らしに密接な実効性の

ある事業を中心に積極的に取り組むことにより、



過疎地域の一層の自立促進を目指すという自立

促進計画としてございます。なお、計画内容につ

きましては、これまで議員全員協議会でご説明申

し上げておりますので省略させて頂きます。最後

に今回計画を定めるにあたりまして、あらかじめ

県との協議を要するとの法律の定めがございま

す。2月 1日付にて、県知事よりご計画内容に異

議なしとの回答を頂いたことから提案をさせて

頂いたものでございます。以上、ご審議の上ご決

定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉谷友一） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。これより、討論に入ります。討論

ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと

認めます。これより、議案第 50 号を採決いたし

ます。お諮りいたします。本案を原案のとおり決

定することにご異議ありませんか。（「なし」の発

言あり）異議なしと認めます。よって、議案第

50 号「伊方町過疎地域自立促進計画の策定につ

いて」は、原案のとおり可決されました。 

 

発議第１号 

○議長（吉谷友一） 日程第 5「伊方町議会委員

会条例の一部を改正する条例制定について」発議

第 1号を議題といたします。本件につきましては、

3月 2日開催の議員全員協議会で協議確認されて

おりますので、提出者の説明は、会議規則第 39

条第 3項の規定により、これを省略いたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。（「なし」

の発言あり）異議なしと認め、提出者の説明はこ

れを省略いたします。これより質疑を省略し、討

論を行います。討論ありませんか。（「なし」の発

言あり）討論なしと認めます。これより、発議第

1号を採決いたします。お諮りいたします。本案

を原案のとおり、決定することにご異議ありませ

んか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。

よって、発議第 1号「伊方町議会委員会条例の一

部を改正する条例制定について」は、原案のとお

り可決されました。 

 

議員派遣の件について 

○議長（吉谷友一） 日程第 6「議員派遣の件に

ついて」を議題といたします。議員派遣の件につ

いて、お手許に配布しておりますとおり、派遣す

ることにいたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認

めます。よって、議員派遣の件については、お手

許に配布してあるとおり派遣することに決定い

たしました。この際、お諮りいたします。ただい

ま決定いたしました議員派遣の内容につきまし

て、諸般の事情により変更が生じる場合は議長に

一任願いたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認め、

議員派遣の内容に変更が生じた場合に議長に一

任することに決定いたしました。 

 

議会運営委員会の閉会中の継続調査 

○議長（吉谷友一） 日程第 7「議会運営委員会

の閉会中の継続調査について」を議題といたしま

す。議会運営委員長から、伊方町議会会議規則第

75 条の規定により、次期定例会までの閉会中の

間、所管事務のうち、次の議会の会期日程等、議

会の運営に関する事項について、継続調査の申し

出がありました。お諮りいたします。委員長から

の申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、

継続調査をすることにご異議ありませんか。（「な

し」の発言あり）異議なしと認めます。よって、

委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの

閉会中の間、継続調査をすることに決しました。 

 

原子力発電対策特別委員会の閉会中の継続調査

について 

○議長（吉谷友一） 日程第 8「原子力発電対策

特別委員会の閉会中の継続調査について」を議題



といたします。原子力発電対策特別委員長から、

伊方町議会会議規則第 75 条の規定により、次期

定例会までの閉会中の間、原子力発電事業に関す

る事項ついて、継続調査の申し出がありました。

お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、

次期定例会までの閉会中の間、継続調査をするこ

とにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）

異議なしと認めます。よって、委員長からの申し

出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続

調査をすることに決しました。 

 

閉会宣告 

○議長（吉谷友一） これで、本日の日程はすべ

て終了いたしました。会議を閉じます。これをも

ちまして、伊方町議会第 44 回定例会を閉会いた

します。お疲れ様でした。 

            （閉会 10 時 33 分） 

 

 

地方自治法第123条第2項の規定によりここに署

名する。 
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