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海津市告示67号 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第101条の規定により、海津市議会第２回定例会を次

のとおり招集する。 

 

  令和２年５月15日 

海津市長 松  永  清  彦   

１ 期 日  令和２年６月５日 

２ 場 所  海津市役所西館 議場 
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○ 応 招 ・ 不 応 招 議 員 

 

応招議員（１５名） 

     １番   里 雄 淳 意 君       ２番   二ノ宮 一 貴 君 

     ３番   松 岡 唯 史 君       ４番   松 田 芳 明 君 

     ５番   浅 井 まゆみ 君       ６番   伊 藤   誠 君 

     ７番   橋 本 武 夫 君       ８番   飯 田   洋 君 

     ９番   伊 藤 久 恵 君       10番   六 鹿 正 規 君 

     11番   藤 田 敏 彦 君       12番   川 瀬 厚 美 君 

     13番   赤 尾 俊 春 君       14番   服 部   寿 君 

     15番   水 谷 武 博 君 

 

不応招議員（なし） 
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令 和 ２ 年 海 津 市 議 会 第 ２ 回 定 例 会 

 

◎議 事 日 程（第１号） 

 

令和２年６月５日（金曜日）午前９時開議  

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 報告第１号 令和元年度海津市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第４ 報告第２号 令和元年度海津市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告

について 

日程第５ 報告第３号 専決処分の報告について 

日程第６ 報告第４号 専決処分の報告について 

日程第７ 報告第５号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第８ 報告第６号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第９ 報告第７号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第10 報告第８号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第11 報告第９号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第12 報告第10号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第13 報告第11号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第14 議案第38号 海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について 

日程第15 議案第39号 海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について 

日程第16 議案第40号 海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について 

日程第17 議案第41号 海津市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

日程第18 議案第42号 海津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

者とすることにつき同意を求めることについて 

日程第19 議案第43号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第20 議案第44号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第21 議案第45号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第22 議案第46号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第23 議案第47号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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日程第24 議案第48号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第25 議案第49号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第26 議案第50号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第27 議案第51号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第28 議案第52号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第29 議案第53号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第30 議案第54号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第31 議案第55号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第32 議案第56号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第33 議案第57号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第34 議案第58号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第35 議案第59号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第36 議案第60号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第37 議案第61号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第38 議案第62号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第39 議案第63号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第40 議案第64号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第41 議案第65号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第42 議案第66号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第43 議案第67号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第44 議案第68号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第45 議案第69号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第46 議案第70号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第47 議案第71号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第48 議案第72号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第49 議案第73号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第50 議案第74号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第51 議案第75号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第52 議案第76号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第53 議案第77号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第54 議案第78号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第55 議案第79号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第56 議案第80号 令和２年度海津市一般会計補正予算（第３号） 
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日程第57 議案第81号 令和２年度海津市クレール平田運営特別会計補正予算（第１号） 

日程第58 議案第82号 令和２年度海津市月見の里南濃運営特別会計補正予算（第１号） 

日程第59 議案第83号 令和２年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第60 議案第84号 海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第61 議案第85号 海津市国民健康保険条例及び海津市後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例について 

日程第62 議案第86号 海津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

日程第63 議案第87号 物品購入契約の締結について 

日程第64 議案第88号 物品購入契約の締結について（追認） 

日程第65 派遣第２号 議員派遣について 

日程第66 発議第２号 海津市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎出席議員（１５名） 

     １番   里 雄 淳 意 君       ２番   二ノ宮 一 貴 君 

     ３番   松 岡 唯 史 君       ４番   松 田 芳 明 君 

     ５番   浅 井 まゆみ 君       ６番   伊 藤   誠 君 

     ７番   橋 本 武 夫 君       ８番   飯 田   洋 君 

     ９番   伊 藤 久 恵 君       10番   六 鹿 正 規 君 

     11番   藤 田 敏 彦 君       12番   川 瀬 厚 美 君 

     13番   赤 尾 俊 春 君       14番   服 部   寿 君 

     15番   水 谷 武 博 君 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎欠席議員（なし） 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎地方自治法第１２１条の規定に基づき出席を要求した者の職氏名 

 市     長  松 永 清 彦 君   副  市  長  福 田 政 春 君 

                      総 務 部 長 併            
 教  育  長  中 野   昇 君   選挙管理委員会  白 木 法 久 君 
                      事務局書記長 

 総務部地方創生 
 ・行財政改革  髙 木 康 一 君   市民環境部長  寺 村 典 久 君 
 担 当 部 長 

 健康福祉部長  近 藤 敏 弘 君   産業経済部長  河 合 敏 明 君 

 産 業 経 済 部 
 農林振興課長併  佐 野 正 美 君   建設水道部長  石 原 敏 彦 君 
 農 業 委 員 会 
 事 務 局 長 

 教 育 委 員 会              会計管理者兼 
 事 務 局 長  伊 藤 一 人 君   会計課長事務取扱  松 岡 由 紀 君 

                      総務部総務課長併 
 消 防 長  木 村 謙 二 君   選挙管理委員会  近 藤 康 成 君 
                      事務局書記次長 

 総 務 部              監査委員事務局 
 企画財政課長  近 藤 三喜夫 君   監査総務課長  後 藤 雅 彦 君 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎本会議に職務のため出席した者 

                      議 会 事 務 局 
 議会事務局長  長谷川   誠     議会総務課長兼  森 島 敬 子 
                      議事調査係長 

 議 会 事 務 局 
 議 会 総 務 課  原 田   憲 
 課 長 補 佐 兼 
 総 務 係 長 
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   ◎開会宣告 

○議長（水谷武博君） 定刻でございます。 

 ただいまの出席議員は15名であります。定足数に達しておりますので、令和２年海津市議

会第２回定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

（午前９時００分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（水谷武博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において９番 伊藤久恵君、

10番 六鹿正規君を指名いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会期の決定について 

○議長（水谷武博君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りをいたします。今定例会は、本日から６月16日までの12日間にしたいと思います。

これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、今定例会の会期は、本日から６月16日

までの12日間とすることに決定いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎報告第１号 令和元年度海津市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてから

議案第88号 物品購入契約の締結について（追認）まで 

○議長（水谷武博君） 日程第３、報告第１号から日程第64、議案第88号までの62議案を一括

議題といたします。 

 市長より報告並びに提案理由の説明を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） おはようございます。 

 議長さんからお話がありましたけれど、私、眼鏡をかけていてマスクをかけると眼鏡が曇

ってしまいますので、大変恐縮に存じますが、マスクをちょっと外させていただきます。 

 本日、令和２年海津市議会第２回定例会を開催いたしましたところ、議員各位におかれま

しては、何かと御多用のところ御参集を賜り、誠にありがとうございます。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に対し、謹んで哀悼
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の意を表しますとともに、感染された方の一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。 

 また、医療従事者をはじめ、社会を支えるために頑張っておられる方々に敬意と感謝を申

し上げます。 

 そして、不要不急の外出自粛をはじめ、感染拡大防止のために御協力いただきました市民

の皆様に改めて心よりお礼申し上げます。 

 それでは、今回、定例会に提案いたしました諸議案につきまして、その概要を順次御説明

申し上げます。 

 最初に、報告案件11件について、その概要を御説明申し上げます。 

 報告第１号の令和元年度海津市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、令

和元年度海津市一般会計補正予算（第７号）にて、繰越明許費の設定をした４事業につき、

繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第146条第２項の規定により報告するも

のであります。 

 報告第２号の令和元年度海津市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につきま

しては、令和元年度海津市下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、繰越明許費の

設定をした２事業につき、繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第146条第２

項の規定により報告するものであります。 

 報告第３号の専決処分の報告につきましては、令和２年２月９日に平田町三郷地内にて発

生した、公用車のドアを開けた際、強風にあおられ、隣に駐車していた相手車両に接触し、

損傷させた事故につきまして、令和２年３月24日付で和解及び損害賠償額が決定し、専決処

分に付しましたので、地方自治法第180条第２項の規定により報告するものであります。 

 報告第４号の専決処分の報告につきましては、令和元年10月28日に南濃町羽沢地内の市道

海津32015号線にて発生したスクールバスと普通自動車との接触事故につきまして、令和２

年４月22日付で和解及び損害賠償額が決定し、専決処分に付しましたので、地方自治法第

180条第２項の規定により報告するものであります。 

 報告第５号の専決処分の承認を求めることにつきましては、後期高齢者医療保険料の収納

額が増えたことに伴い、後期高齢者医療広域連合納付金の増額が必要となったため、令和元

年度海津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を令和２年３月31日付で専決処分に

付しましたので、地方自治法第179条第３項の規定により報告し、承認を求めるものであり

ます。 

 報告第６号の専決処分の承認を求めることにつきましては、本市に住所を有する75歳以上

の高齢運転者に対し、後付けの急発進等抑制装置を購入し設置する費用の一部を助成するた

め、令和２年度海津市一般会計補正予算（第１号）を令和２年４月１日付で専決処分に付し

ましたので、地方自治法第179条第３項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 
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 報告第７号の専決処分の承認を求めることにつきましては、新型コロナウイルスの感染拡

大を防止するとともに、感染収束までの市民生活と経済活動を守り抜くため、国及び県の令

和２年度補正予算による経済対策等に併せて本市独自の経済支援策や感染防止を図るための

事業等を行う必要があったことから、令和２年度海津市一般会計補正予算（第２号）を令和

２年５月１日付で専決処分に付しましたので、地方自治法第179条第３項の規定により報告

し、承認を求めるものであります。 

 報告第８号の専決処分の承認を求めることにつきましては、地方税法等の一部を改正する

法律が令和２年４月１日に施行されたことに伴い、海津市税条例について所要の改正を行う

ため、令和２年３月31日付で専決処分に付しましたので、地方自治法第179条第３項の規定

により報告し、承認を求めるものであります。 

 報告第９号の専決処分の承認を求めることにつきましては、新型コロナウイルス感染症緊

急経済対策における地方税法等の一部を改正する法律が令和２年４月30日に施行されたこと

に伴い、海津市税条例について所要の改正を行うため、令和２年４月30日付で専決処分に付

しましたので、地方自治法第179条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでありま

す。 

 報告第10号の専決処分の承認を求めることにつきましては、地方税法等の一部を改正する

法律が令和２年４月１日に施行されたことに伴い、海津市国民健康保険税条例について所要

の改正を行うため、令和２年３月31日付で専決処分に付しましたので、地方自治法第179条

第３項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 

 報告第11号の専決処分の承認を求めることにつきましては、新型コロナウイルス感染症緊

急対策及び低所得者に係る介護保険料の軽減措置が拡大されたことに伴い、海津市介護保険

条例について所要の改正を行うため、令和２年４月30日付で専決処分に付しましたので、地

方自治法第179条第３項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 

 続きまして、人事案件41件及びその他案件１件について、その概要を御説明申し上げます。 

 議案第38号の海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつきま

しては、令和２年７月15日に任期満了となります加賀博和氏に代わり、早川哲雄氏を委員と

して選任することについて、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

であります。 

 議案第39号の海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつきま

しては、令和２年７月15日に任期満了となります河合守氏を引き続き委員として選任するこ

とについて、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あります。 

 議案第40号の海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつきま

しては、令和２年７月15日に任期満了となります鈴木満治氏を引き続き委員として選任する
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ことについて、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あります。 

 議案第41号の海津市公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつきましては、令和

２年７月18日に任期満了となります小山正二氏を引き続き委員として選任することについて、

地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 議案第42号の海津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

ことにつき同意を求めることにつきましては、海津市農業委員会委員を任命するに当たり、

当該委員に占める認定農業者等またはこれらに準ずる者の割合を過半数とすることについて、

農業委員会等に関する法律第８条第５項ただし書及び農業委員会等に関する法律施行規則第

２条第１号の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 議案第43号から議案第77号の海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつき

ましては、令和２年７月19日をもって現農業委員会委員が任期満了となることから、新たに

35名を委員に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あります。 

 議案第78号の海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつきましては、令和

２年７月15日に任期満了となります森圭子氏を引き続き委員として任命することについて、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるも

のであります。 

 議案第79号の海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつきましては、令和

４年７月15日までの任期となっております大橋利氏から、本年７月15日をもって辞任いたし

たい旨の辞職願が提出され、教育委員会と私が同意いたしました。その欠員に、曽根理仁氏

を残任期間の２年を任期として任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 続きまして、予算案件４件について、その概要を御説明申し上げます。 

 議案第80号の令和２年度海津市一般会計補正予算（第３号）につきましては、歳入歳出に

それぞれ５億7,315万1,000円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ190億7,261万

7,000円とするものであります。 

 歳出の主なものとしましては、総務費、総務管理費、一般管理費で、新型コロナウイルス

感染症の全国的な感染拡大による市民生活や地域経済への影響、本市の厳しい財政状況及び

特別職報酬等審議会の答申を考慮し、特別職の人件費328万円を減額し、会計年度任用職員

増に伴う人件費161万9,000円、庁舎管理費で新型コロナウイルス感染症対策として154万

3,000円、企画費でふるさと応援寄附金の増収に伴う報償費等の事業費800万円、危機管理費

で新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に避難所に配備する消毒液等の消耗品及びパーテ

ィション購入費128万7,000円を追加し、市民活動費、自治振興費で秋葉通り自治会多目的集
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会所整備に対して、集会所整備負担金160万1,000円、一般財団法人自治総合センターが行う

宝くじの社会貢献広報事業の採択を受けて、コミュニティ助成事業助成金230万円を追加し

ました。 

 次に、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費で、新型コロナウイルス感染症対策に住居確

保給付金156万6,000円、海津苑管理費で、休館中の指定管理者管理委託費1,102万円、休業

に伴う補償費375万7,000円、客室エアコンの入替え修繕費121万円を追加し、児童福祉費、

留守家庭児童教室費、今尾留守家庭児童教室の今尾小学校への移設に伴う施設改修工事費

890万円、子育て応援給付費で、子育て世帯への臨時給付金の対象外となる新生児及び高校

２・３年生等を対象に１万円の支給を行う子育て推進給付金支給事業費1,231万7,000円を追

加し、生活保護費、生活保護総務費で、日常生活支援居住施設の新たな制度化に伴う生活保

護システム改修委託費66万円を追加いたしました。 

 次に、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費で、会計年度任用職員増に伴う人件費207万

8,000円、予防費で、ロタウイルスの予防接種事業に係る費用248万9,000円を追加し、清掃

費、し尿処理費で、申請者増に伴う浄化槽設置等事業補助金1,771万2,000円を追加しました。 

 次に、商工費、商工総務費で、県が行う新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の市負担

金3,116万7,000円、商工業振興費で、市内飲食店等で消費喚起のため全市民に食事券等を配

布する新型コロナウイルス経済支援事業費１億858万3,000円、国の雇用調整助成金の上乗せ

補助として、緊急雇用安定支援事業補助金300万円、観光費で、参加者１人1,000円分のお土

産代相当分を助成する市ツアー造成事業補助金100万円を追加しました。 

 次に、教育費、教育総務費、事務局費で、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大

による市民生活や地域経済への影響、本市の厳しい財政状況及び特別職報酬等審議会の答申

を考慮し、教育長の人件費72万円を減額し、小学校費及び中学校費、学校管理費で、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止に非接触型体温計等医薬材料費等399万8,000円、ＧＩＧＡスク

ール構想の整備に３億3,726万2,000円を追加し、保健体育費、給食管理費で、学校臨時休業

に伴う給食食材補償費132万3,000円を追加しました。 

 諸支出金、基金費、ふるさと応援基金費で、ふるさと応援寄附金の増収に伴い、基金積立

金800万円を追加し、地方創生臨時交付金を財源に、特別会計費、月見の里南濃運営特別会

計費で、繰出金334万7,000円、クレール平田運営特別会計費で、繰出金141万2,000円を追加

いたしました。 

 歳入につきましては、国庫支出金で、住居確保給付金負担金117万5,000円、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金１億2,205万円、生活保護適正実施推進事業補助金33

万円、今尾留守家庭児童教室の整備に、子ども・子育て支援交付金100万円、小学校及び中

学校補助金で、ＧＩＧＡスクール構想の整備１億2,833万1,000円、学校保健特別対策事業費
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補助金40万円、保健体育費補助金で、学校臨時休業対策費補助金103万1,000円を追加し、県

支出金で、新型コロナウイルス感染症対応地域の活力補助金1,000万円、避難所生活環境確

保事業費補助金54万3,000円、今尾留守家庭児童教室の整備に、子ども・子育て支援交付金

100万円、緊急雇用安定支援事業補助金150万円を追加し、寄附金で、ふるさと応援寄附金

1,600万円を追加し、繰入金で、新型コロナウイルス感染症対策事業等の財源として、財政

基金繰入金１億円を追加し、諸収入で、コミュニティ助成事業助成金230万円を追加し、市

債で、歳出の事業に併せ今尾留守家庭児童教室改修事業債650万円、小学校ＧＩＧＡスクー

ル環境施設整備事業債5,260万円、中学校ＧＩＧＡスクール環境施設整備事業債1,550万円を

追加し、繰越金で、今回の補正の一般財源として、前年度繰越金１億1,289万1,000円を追加

しました。 

 地方債の追加では、今尾留守家庭児童教室改修事業債、小学校及び中学校ＧＩＧＡスクー

ル環境施設整備事業債を追加するものです。 

 議案第81号の令和２年度海津市クレール平田運営特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症対策として消費喚起のイベント費141万2,000円を追加し、

その財源として一般会計繰入金を充て、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ１億1,021万

2,000円とするものであります。 

 議案第82号の令和２年度海津市月見の里南濃運営特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症対策として消費喚起のイベント費用334万7,000円を追加し、

その財源として一般会計繰入金を充て、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ１億1,644万

7,000円とするものです。 

 議案第83号の令和２年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当300万円を追加し、その財

源として県支出金で特別調整交付金を充て、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ44億1,420

万円とするものです。 

 続きまして、条例案件３件について、その概要を御説明申し上げます。 

 議案第84号の海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきま

しては、新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大による市民生活や地域経済への影響、本

市の厳しい財政状況及び特別職報酬等審議会の答申を考慮し、令和２年７月分から令和３年

６月分までの１年間、市長の給与月額を61万円、副市長の給与月額を52万5,000円、教育長

の給与月額を51万円に減額するため、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第85号の海津市国民健康保険条例及び海津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正する条例につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に傷病手当等

の支給及び傷病手当金の支給に関する受付事務を行うため、本条例の一部を改正するもので
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あります。 

 議案第86号の海津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、

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が施行されたことに伴い、

損害補償に係る補償基礎額を改めるほか、所要の改正をするために本条例の一部を改正する

ものであります。 

 続きまして、その他案件２件について、その概要を御説明申し上げます。 

 議案第87号の物品購入契約の締結につきましては、高規格救急自動車の購入について、岐

阜トヨタ自動車株式会社と契約額2,343万円で契約締結すべく、海津市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるもので

あります。 

 議案第88号の物品購入契約の締結の追認につきましては、消防ポンプ自動車購入に当たり、

平成31年４月24日に株式会社ウスイ消防と契約額3,971万円で契約締結したことについて、

本来ならば海津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の

規定により、予定価格2,000万円以上の財産の取得については議会の議決が必要となってお

りましたが、議決を経ず契約を締結していたことが判明いたしました。この契約を有効なも

のにすべく、改めて追認の議決を賜りたく、議案として提案させていただくものであります。 

 議決を得ることなく契約を行ったことは、事務処理を行うに当たり、関係法令等の認識を

欠いていたことに起因するものであり、行政運営上あってはならないもので、深くおわびを

申し上げます。 

 今後の対策といたしましては、職員の意識強化を図るとともに、手続の徹底として、予算

執行部署だけではなく、契約担当である総務課にて、議案として提出しているかのチェック

や契約関係様式の見直しなどの方策を講じて、二度とこのようなことが起こらないよう取り

組みを進めてまいります。何とぞ御理解賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上、提出いたしました議案につきまして、提案理由を申し上げましたが、何とぞよろし

く御審議を頂きまして、適切な御議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（水谷武博君） 市長より報告並びに提案理由の説明が終わりました。 

 これから順次、質疑・討論・採決を行います。 

 なお、報告第１号の令和元年度海津市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について及び

報告第２号 令和元年度海津市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告については、

地方自治法施行令第146条第２項の規定による報告ですので、質疑・討論・採決は行いませ

ん。 

 また、報告第３号及び報告第４号 専決処分の報告についても、地方自治法第180条第２

項の規定による報告をするもので、質疑・討論・採決は行いません。 
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 それでは、報告第５号 専決処分の承認を求めることについての質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑もないようでございますので、質疑を終わります。 

 お諮りをします。本件は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありますか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第５号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。報告第５号 専決処分の承認を求めることについては、承認するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、報告第５号 専決処分の承認を求める

ことについては、承認することに決定いたしました。 

 続きまして、報告第６号 専決処分の承認を求めることについての質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りをします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略したい

と思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第６号を採決いたします。 

 お諮りします。報告第６号 専決処分の承認を求めることについては、承認することに御

異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、報告第６号 専決処分の承認を求める

ことについては、承認することに決定いたしました。 

 続きまして、報告第７号 専決処分の承認を求めることについての質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

 お諮りをします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略したい

と思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第７号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。報告第７号 専決処分の承認を求めることについては、承認するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、報告第７号 専決処分の承認を求める

ことについては、承認することに決定いたしました。 

 続きまして、報告第８号 専決処分の承認を求めることについての質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りをします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略したい

と思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 
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 これから報告第８号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。報告第８号 専決処分の承認を求めることについては、承認するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、報告第８号 専決処分の承認を求める

ことについては、承認することに決定いたしました。 

 続きまして、報告第９号 専決処分の承認を求めることについての質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りをいたします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略し

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第９号を採決いたします。 

 お諮りをします。報告第９号 専決処分の承認を求めることについては、承認することに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、報告第９号 専決処分の承認を求める

ことについては、承認することに決定いたしました。 

 続きまして、報告第10号 専決処分の承認を求めることについての質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りをいたします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略し

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第10号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。報告第10号 専決処分の承認を求めることについては、承認するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、報告第10号 専決処分の承認を求める

ことについては、承認することに決定いたしました。 

 続きまして、報告第11号 専決処分の承認を求めることについての質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りをします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略したい

と思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第11号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。報告第11号 専決処分の承認を求めることについては、承認するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、報告第11号 専決処分の承認を求める

ことについては、承認することに決定いたしました。 

 続きまして、議案第38号 海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める

ことについてから議案第40号 海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについての３件は人事案件でありますので、会議規則第37条第３項の規定により委員

会付託、討論を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 
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 それでは、議案第38号 海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて、質疑を許可いたします。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（水谷武博君） 10番 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） １点お尋ねしますけども、前任者の引き続き選任ということは考えら

れなかったのか、お尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 監査委員事務局監査総務課長 後藤雅彦君。 

○監査委員事務局監査総務課長（後藤雅彦君） 前任者の加賀博和様におかれましては、長い

間、固定資産の評価審査委員としてお世話になってまいりました。 

 今年の初めに、再度お願いできないかということでお願いに上がったわけでございますが、

どうしても今期限りで、長い間やっておりますので次の方にということでございましたので、

新しく早川様をお願いしたいということでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） そのほか、ございますか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） そのほかには質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これから議案第38号を採決いたします。 

 お諮りをします。議案第38号 海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第38号 海津市固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第39号 海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて、質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これから議案第39号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第39号 海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意

を求めることについて、これを同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第39号 海津市固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについては、同意をすることに決定いたしました。 

 次に、議案第40号 海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに
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ついて、質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これから議案第40号を採決いたします。 

 お諮りをします。議案第40号 海津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについては、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第40号 海津市固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第41号 海津市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについては、人

事案件でありますので、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託、討論を省略した

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 議案第41号 海津市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについての質疑を許可

いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これから議案第41号を採決します。 

 お諮りをします。議案第41号 海津市公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第41号 海津市公平委員会委員の

選任につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 続きまして、議案第42号 海津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つき同意を求めることについての質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 お諮りをします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略したい

と思いますが、これに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第42号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第42号 海津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つき同意を求めることについて、これを同意することに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第42号 海津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つき同意を求めることについては、

同意することに決定いたしました。 

 続きまして、議案第43号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

から議案第77号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての35件は人

事案件でありますので、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託、討論を省略した

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第43号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについての質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第43号を採決いたします。 

 お諮りをします。議案第43号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第43号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第44号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 
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〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第44号を採決いたします。 

 お諮りをします。議案第44号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第44号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第45号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第45号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第45号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第45号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第46号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第46号を採決いたします。 

 お諮りします。議案第46号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第46号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第47号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 
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〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第47号を採決いたします。 

 お諮りします。議案第47号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

ては、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第47号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第48号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第48号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第48号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これを同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第48号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第49号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第49号を採決いたします。 

 お諮りします。議案第49号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第49号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第50号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 



－２３－ 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第50号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第50号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第50号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第51号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第51号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第51号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第51号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第52号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第52号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第52号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第52号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第53号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 



－２４－ 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第53号を採決いたします。 

 お諮りをします。議案第53号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第53号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第54号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第54号を採決いたします。 

 お諮りをします。議案第54号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第54号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第55号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第55号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第55号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第55号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第56号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 



－２５－ 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第56号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第56号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これを同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第56号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第57号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第57号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第57号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第57号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第58号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第58号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第58号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第58号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第59号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 



－２６－ 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第59号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第59号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

については、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第59号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第60号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第60号を採決いたします。 

 お諮りします。議案第60号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第60号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第61号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第61号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第61号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第61号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第62号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 



－２７－ 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第62号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第62号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これを同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第62号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第63号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第63号を採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第63号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第63号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第64号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第64号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第64号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第64号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第65号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 



－２８－ 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第65号を採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第65号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついては、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第65号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第66号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第66号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第66号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

については、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第66号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第67号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第67号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第67号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第67号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第68号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 



－２９－ 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第68号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第68号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

については、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第68号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第69号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第69号を採決いたします。 

 お諮りをします。議案第69号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第69号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意をすることに決定いたしました。 

 次に、議案第70号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第70号を採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第70号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第70号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第71号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 



－３０－ 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第71号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第71号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

については、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第71号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第72号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第72号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第72号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第72号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第73号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第73号を採決いたします。 

 お諮りをします。議案第73号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第73号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第74号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 
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〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第74号を採決いたします。 

 お諮りします。議案第74号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第74号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第75号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第75号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第75号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第75号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第76号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第76号を採決いたします。 

 お諮りをします。議案第76号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第76号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第77号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑

を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 
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〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第77号を採決いたします。 

 お諮りをします。議案第77号 海津市農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第77号 海津市農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 続きまして、議案第78号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

及び議案第79号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての２件は人

事案件でありますので、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託、討論を省略したい

と思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 それでは、議案第78号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての

質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから議案第78号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第78号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第78号 海津市教育委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 議案第79号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての質疑を許可

いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これから議案第79号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第79号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第79号 海津市教育委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 ここでおおむね１時間、もうたちましたので、休憩をしたいと思います。 

 それでは10時25分に再開いたしますのでよろしくお願いいたします。 

（午前１０時０６分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（水谷武博君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午前１０時２４分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（水谷武博君） 続きまして、議案第80号から議案第86号までの７議案について、順次

質疑を行います。 

 初めに、議案第80号 令和２年度海津市一般会計補正予算（第３号）についての質疑を許

可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 続きまして、議案第81号 令和２年度海津市クレール平田運営特別会計補正予算（第１

号）についての質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 続きまして、議案第82号 令和２年度海津市月見の里南濃運営特別会計補正予算（第１

号）の質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 続きまして、議案第83号 令和２年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついての質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認めます。 

 続きまして、議案第84号 海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する
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条例についての質疑を許可いたします。 

 質疑の通告がありましたので、発言を許可いたします。 

 ３番 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） 議案名、海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について質疑をさせていただきます。 

 本条例の一部改正につきましては、提出議案の概要によりますと、新型コロナウイルス感

染症の全国的な拡大による市民生活や地域経済への影響、本市の厳しい財政状況及び特別職

報酬等審議会の答申を考慮し、市長、副市長及び教育長の給与月額の減額を行うためとあり

まして、令和２年７月分から令和３年６月分までの市長等の給与月額を減額する旨の提案が

されております。 

 しかし、今回の提案において考慮されている特別職報酬等審議会の答申では、減額理由を

財政悪化に対する責任の一端は免れないと考えられることから、市民が納得できるはっきり

とした姿勢を示すためとしておりまして、財政悪化の責任を取って減額をするということで

あれば、市長の給与月額の減額期間を現市長の任期までとするのが妥当であるという考え方

もできるのではないでしょうか。 

 また、新型コロナの影響や、本市の厳しい財政状況を考慮して減額するとしましても、減

額期間を来年６月分までとする根拠が不明であります。 

 そのため、なぜ減額期間を来年６月分までとするのかをお尋ねいたします。 

○議長（水谷武博君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） 松岡議員の、なぜ減額期間を来年

６月までとするのかについてお答えします。 

 議員仰せのとおり、特別職報酬等審議会の答申では、財政状況の悪化に対する責任の一端

は免れないとの観点から、市民が納得できるはっきりとした姿勢を示すため20％程度の減額

が必要である。減額する期間については当分の間とされており、その責任として減額するの

であれば、市長の任期までとするのが妥当であろうかと考えます。 

 しかし、審議会の答申以降における新型コロナウイルスの感染拡大は、市民生活や地域経

済に多大な影響をもたらしています。この影響を踏まえ、他市町では特別職の給与等を年度

末まで減額されるところや、期末手当のみカットされるところなどがございます。 

 また、国会議員の歳費削減期間は、５月から１年間とされております。 

 新型コロナウイルスの感染拡大による市民生活の地域経済への支援対策は、今後も継続し

て取り組むことが必要であり、その財源に充てるため、減額期間を国会議員と同じ１年間と

させていただいたものであります。 

 御理解賜りますようお願いいたします。 
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〔挙手する者あり〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） 御答弁ありがとうございます。 

 今の説明で大まかには分かったんですけれども、市長の任期は来年の５月７日までであり

まして、任期を超える分、つまり新市長の給与月額についても減額するということが私の理

解では、そういったことも意味されているかと思います。 

 そのことについて、市長御自身のことでもありますので、市長から御説明いただきたいの

ですが。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 取りあえず１年ということで、減額をさせていただくということで提

案をさせていただきました。 

 これから、任期ということもありますけれども、その際にはその都度、また御討議を願え

ればいいのではないかなと、このように思っております。 

○議長（水谷武博君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） ほかにもないようでございますので、質疑を終わります。 

 続きまして、議案第85号 海津市国民健康保険条例及び海津市後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例についての質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 続きまして、議案第86号 海津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につ

いての質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま質疑を行いました議案第80号から議案第86号までの７議案は、お

手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に審査を付託し

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第80号から議案第86号までの７議

案は、議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託することに決定いたし

ました。 
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 なお、審査は６月15日までに終了し、議長に報告を願います。 

 続きまして、議案第87号 物品購入契約の締結についての質疑・討論・採決を行います。 

 質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りをします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略したい

と思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第87号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。議案第87号 物品購入契約の締結については、原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第87号 物品購入契約の締結につ

いては、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 続きまして、議案第88号 物品購入契約の締結について（追認）の質疑・討論・採決を行

います。 

 質疑を許可いたします。 

 質疑の通告がありましたので、発言を許可いたします。 

 10番 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 議案名、議案第88号 物品購入契約の締結について（追認）というこ

とで、お尋ねをします。 

 せんだって開催されました全員協議会、その席におきまして、平成31年４月24日に指名競

争入札した消防ポンプ自動車購入契約についてという説明がありました。 

 本来は議会に上程すべき案件と、しかし、それを失念しておったと。そういったことで、

市長のほうから厳重注意を職員の皆さんにはもうされたというお話を伺いました。 

 そこでお尋ねします。 

 今回の議案の事業実施伺から発覚までの経過と内容の説明を求めます。 



－３７－ 

 ２として、仮契約の締結はあったのか。また、仮契約がなされていない場合は、なぜなの

か。 

 ３番目、追認された場合、追認日は議案の成立日と同じ日になるのか。 

 追認議決の議案が成立しなかった場合、今後、どのようなことが想定されるのか。 

 ５番目として、市行政組織規則に、総務部総務課で入札・執行・契約、議会に提案しなけ

ればならないという部分のチェックを、決裁に関わる人間が市長をはじめ複数人いるにも関

わらず、なぜ起きたのか。再発防止策を伺います。 

 最後に、懲罰委員会の委員の中に、委員長の副市長をはじめ、懲罰に値する対象者はいる

のか。今回の問題は、市の懲戒処分の指針に該当するのか、しないのか、お尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 副市長 福田政春君。 

○副市長（福田政春君） まず、事業を実施伺から発覚までの経過と内容ということでござい

ますけども、先般の全員協議会でも御説明をさせていただきましたが、平成31年度予算の成

立をもって消防ポンプ自動車購入につき、事業担当課にて平成31年３月25日に購入伺、４月

５日に契約方法伺を決裁し、契約担当課において４月24日に入札を執行し、同日に3,971万

円の契約締結を行ったものでございます。 

 本来であれば、地方自治法第96条第１項第８号及び海津市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、予定価格2,000万円以上の財産の取

得につきましては、議会の議決が必要であります。 

 仮契約書を作成した上で、平成31年第２回定例会において、議会の議決を受けるべき案件

でございました。 

 発覚につきましては、今定例会の議案第87号の高規格救急自動車の購入案件に際し、昨年

の本案件を確認いたしましたところ、判明した次第でございます。 

 仮契約の締結の有無、ない場合の理由ということでございますけれども、事業担当課及び

契約担当課が議決案件であることを失念し、仮契約を締結せず、本契約書を作成し、そのま

ま決裁契約したものであります。 

 本議会におきまして追認いただければ、本日が追認された日となり、今回の追認により遡

っての有効となるという判例に従い、今回提案をさせていただいております。 

 また、追認されない場合の今後の想定といたしましては、行政実例等によりますと、議会

を経ることなく締結した契約は無効となるというのが判例解釈でございます。追認されない

場合は契約を解除することになりますが、契約の相手方に問題はございませんので、相手方

に対し、当然、損害賠償などに対応する責任があると考えております。 

 また、契約解除後には、新たに消防ポンプ車の購入に向けた対策を立てる必要がございま

す。 
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 なぜチェックができなかったかということでございますけども、仰せのとおり、事業担当

課からの依頼に基づき、契約担当課であります総務課契約係にて取りまとめて入札執行、契

約の決裁を取っております。 

 また、議会提案案件につきましては、担当課からの提出をもって、総務課総務係で取りま

とめを行っているところでございます。 

 再発防止といたしましては、市長提案説明でも答弁をさせていただいておりますが、職員

の意識強化を図るとともに、手続の徹底として、予算執行部署だけでなく、契約担当課であ

る総務課にて契約関係様式の見直しや議案として提出しているかのチェックなど方策を講じ

まして、二度とこのようなことが起こらないよう、取り組みを進めてまいります。 

 懲戒につきましては、市職員懲戒取扱規則第４条により、職員の懲戒処分を公正に行うた

め、市職員懲戒審査委員会を置き、委員の規律違反の事実を審査するということでございま

すが、契約事務の手続を失念しているということにつきまして、他市町の同様の案件での処

分状況も鑑み、行政上の瑕疵があったことから、任命権者であります市長の指導上の措置と

して、副市長以下、関係職員７名を厳重注意としたものでございます。 

 今回の事案は、確かに慣例・法令等の認識を欠いていたということが起因するものであり

まして、行政運営上、あってはならないことでございますが、怠慢や悪質等からでなく、過

失と考え、処分をさせていただいたものでございます。 

 御理解賜りますようお願いを申し上げます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） これは大変なことだと、全員協議会の席でも、議員のほうからは、こ

れは初歩的なミスだというような御指摘もありました。 

 今回のこの問題について、市長も、あってはならないと、これは絶対にあってはならない

ことだと、それに対して、あまりにも厳重注意という処分では軽過ぎるのではないかと私は

考えます。 

 副市長は今言われました、任命権者から厳重注意を受けたと。これは地方自治法にも違反

をしておるというような事柄から、この厳重注意を、副市長は甘んじて受けるのではなく、

あなた自身がもう一つ思い、もう二つ思い、自らペナルティーを科すつもりはないのか、お

尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 副市長 福田政春君。 

○副市長（福田政春君） この厳重注意を重く受け止め、今後の事務執行に二度とないよう進

めてまいりたいという気持ちでございます。 

〔挙手する者あり〕 
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○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

 六鹿議員に申し上げます。３回までですから。 

○10番（六鹿正規君） 今、厳重注意を重くというふうに言われました。 

 先頃、皆様方のお宅にも出張所の問題、この問題に関して、いろんな文書が届いておると

思います。あの問題は、地方自治法には違反はしていないというようなことではないかと考

えます。 

 今回の問題は、明確に地方自治法に違反をしておるという問題でございます。 

 厳重注意を重きに受け止めるのではなく、やはり海津市職員の事務方のトップとして、も

う一つ、二つ、自らペナルティーを科すつもりはないか、再度お尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 副市長 福田政春君。 

○副市長（福田政春君） 再度の質問でございますけれども、先ほど申し上げたとおりでござ

います。 

○議長（水谷武博君） そのほか、ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑もないようでございますので、質疑を終わります。 

 お諮りをします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略したい

と思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

〔10番 六鹿正規君 登壇〕 

○10番（六鹿正規君） 私は、この案件、当初は反対するつもりはございませんでした。 

 しかし、今、執行部、副市長の答弁を聞いておりまして、事の重大さを大きく感じてみえ

ないと、こんなことでは、また再度のこういった案件が起きる可能性があると私は考えます。 

 したがって、議案第88号 物品購入契約の締結について（追認）は反対をいたします。 

○議長（水谷武博君） そのほか、討論はございますか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第88号を採決いたしたいと思います。 

 お諮りをいたします。議案第88号 物品購入契約の締結について（追認）について、原案
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のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） ただいま、異議ありとのことでございますので、議案第88号を起立採

決によって行います。 

 議案第88号については、原案のとおり可決することに賛成の方は御起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（水谷武博君） 着席ください。 

 総数14人、起立11名、起立多数でございます。よって、議案第88号につきましては、原案

のとおり可決されました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎派遣第２号 議員派遣について 

○議長（水谷武博君） 続きまして、日程第65、派遣第２号 議員派遣についてを議題といた

します。 

 本案を議会事務局長に朗読させます。 

 議会事務局長 長谷川誠君。 

○議会事務局長（長谷川 誠君） お手元に配付させていただいております派遣第２号 議員

派遣についてでございます。 

 裏面のほうをお願いいたします。 

 議員派遣一覧表。目的でございますが、第284回岐阜県市議会議長会、議員の資質向上の

ためということでございます。場所でございますが、山県市岩佐1177番地１、山県市美山中

央公民館。期間ですが、令和２年７月13日。議員でございますが、議長 水谷武博、副議長

 橋本武夫でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） ただいま議会事務局長が朗読いたしました派遣第２号の議員派遣につ

いて、お諮りをいたします。本案について、議員派遣一覧表のとおり、議員を派遣すること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、派遣第２号 議員派遣については、原

案のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎発議第２号 海津市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例について 
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○議長（水谷武博君） 続きまして、日程第66、発議第２号 海津市議会議員の議員報酬、費

用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提出者より趣旨説明を求めます。 

 14番 服部寿君。 

〔14番 服部寿君 登壇〕 

○14番（服部 寿君） 発議第２号、令和２年６月５日、海津市議会議長 水谷武博様、提出

者、海津市議会議員 服部寿、賛成者、海津市議会議員 伊藤誠、海津市議会議員 川瀬厚

美。 

 海津市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に

ついて。 

 上記の議案を、下記のとおり会議規則第14条第１項の規定により提出いたします。 

 提案理由を述べさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症による市民生活や地域経済への影響が深刻化する中、生活や仕

事に不安を抱える市民の支援策の財源に活用してもらうため、議会全員協議会での協議を踏

まえ、議員報酬月額の10％相当額を令和２年７月から６か月間減額し、議長の報酬月額を

「34万3,000円」から「30万9,000円」に、副議長の報酬月額を「31万4,000円」から「28万

3,000円」に、議会運営委員会及び常任委員会の委員長の報酬月額を「30万4,000円」から

「27万4,000円」に、議員の報酬月額を「29万4,000円」から「26万5,000円」に減額するた

め、条例改正するものであります。 

 また、特別職報酬等審議会で答申がありました議員報酬等につきましては、審議会の意見

を参考に、議会として今後検討してまいりたいと思います。 

○議長（水谷武博君） 趣旨説明が終わりましたので、質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） この減額については、何ら異論はございませんが、ここに書いてあり

ますように、今回のこの減額は、新型コロナウイルスの対策に使っていただくというふうに

なっております。 

 しかし、報酬等審議会のほうからは５％の減額が答申としてありました。今後、議会とし

て検討していくというふうに書かれてありますけれども、私どもの任期も一応、来年、あと

１年数か月でございます。これは、いつ頃から減額をするという目途が書かれてはおりませ

ん。 

 そういったことについて、目途はあるのかどうか、お尋ねします。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 14番 服部寿君。 

○14番（服部 寿君） 今回の減額に対しましては、新型コロナウイルスの施策の財源にして

いただくものでありますので、そう述べさせていただきました。 

 特別職報酬等審議会の答申でございますが、答申の参考の意見にもありましたように、議

員定数、また政務活動費と、また期末手当の期日等々のことを参考にということでございま

すので、それを参考に、議会活性化検討委員会等々も踏まえて審議を皆さんとともにしてま

いりたいと思います。 

 期日につきましては、今明言はできませんので、その進行をもって前に進みたいと思って

おります。 

○議長（水谷武博君） そのほか、ございますか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） そのほか、ないようでございますので、質疑なしと認め、質疑を終結

いたします。 

 お諮りをいたします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略し

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 お諮りをいたします。発議第２号については、可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、発議第２号 海津市議会議員の議員報

酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例については、可決することに

決定いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎散会の宣告 

○議長（水谷武博君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会といたします。 

 次回は６月８日午前９時に再開しますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 皆様、御苦労さまでございました。 
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（午前１０時５５分）  
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