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八代広域行政事務組合議会平成２９年１０月定例会会議録 

 

１．招集年月日  平成２９年１１月２２日(水) 

 

１．招集場所  八代広域行政事務組合議場 

 

１．出席議員及び欠席議員の氏名 

  (1) 出席議員（９人） 

     １番 増田一喜君  ３番 百田 隆 君  ４番 橋本幸一君      

５番 村川清則君    ６番 中村和美君    ７番 山本幸廣君 

８番 堀 徹男君    ９番 西尾正剛君 １０番 松田達之君 

 

 

  (2) 欠席議員 

２番 成松由紀夫君 

 

１．説明のため会議に出席した者の職、氏名 

    管 理 者 中 村 博 生君（八代市長） 

    副管理者 藤 本 一 臣君（氷川町長） 

    監査委員 江 﨑 眞 通君 

    消防長 橋本昭則君、次長兼会計課長 吉田一也君、  

危機管理監兼警防課長 井上早児君、八代消防署長 古川敬二君、 

鏡消防署長  名島友則君、総務課長 坂井寿弘君、指令課長 下﨑健治君、  

    予防課長 川田護君、総務課課長補佐 今田博士君 

 

     

１．職務のために議場に出席した職員の職、氏名 

    会計課課長補佐兼総務課副主幹兼総務係長 上野三郎君、 

総務課副主幹兼人事教養係長 谷口研朗君、 総務課副主幹 久保田宏之君、 

総務課総務係主査 田村修君、総務課総務係主任 池田孝則君 

 

 

１．議事日程（第 1 号） 

    日程第１ 議席の指定 

日程第２ 副議長の選挙 

日程第３ 会期の決定 

    日程第４ 議第１７号 平成２８年度八代広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算 

について 

    日程第５ 議第１８号 契約の変更について 
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１．会議に付した事件 

    １．日程第１ 

    １．日程第２ 

    １．日程第３ 

    １．日程第４ 

１．日程第５ 
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（午前１０時００分開議） 

 

〇議長（橋本幸一君） 皆さん、おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

会議に先立ちまして、１０月２２日の氷川町長選挙におきまして、３期目の当選をされ 

ました藤本一臣町長、誠におめでとうございます。ここで、副管理者藤本氷川町長から発

言の申し出があっておりますので、これを許します。 

◎副管理者（藤本一臣君） 議長（挙手） 

〇議長（橋本幸一君） 藤本一臣君 

（副管理者 藤本一臣君 登壇） 

 

◎副管理者（藤本一臣君） 皆様、こんにちは。（「こんにちは」と呼ぶ者あり） 

  １１月９日に開催をされました関係市町長会議におきまして、再度、八代広域行政事務

組合の副管理者を仰せつかりました藤本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  二十四節気の一つ小雪を迎えまして、一気に寒さが増しております。議員各位におかれ

ましては、それぞれのお立場でご活躍のこととお喜びを申し上げます。 

まずは、拝命をいたしました副管理者、その新たな出発点にあたりまして、前期４年間

にわたりまして賜わりましたご支援に対しまして、心より御礼を申し上げたいというふう

に思っております。 

この４年間、中村管理者とともに、八代広域行政の事務の執行につきまして、精一杯努

力をしてきたつもりでございます。その結果も出ているのかなというふうに思っておりま

すし、あわせまして、氷川町の悲願でございました（仮称）氷川分署の建設につきまして

も、来年の春の開設を目指しまして、今順調に工事も進捗をしているところでありまして、

改めまして、議員各位に、皆様方に心より御礼を申し上げたいというふうに思っておりま

す。 

向こう４年間のまた重責を負ったわけでございますけれども、中村管理者とともに、八

代広域行政の事務の執行にあたりましては、万全を期してまいりたいというふうに思って

おります。 

私は常々、安全、安心に上限はないということを申しております。その気持ちは今でも

変わっておりませんし、八代広域行政の中でもですね、そのことをこれからも目指してい

きたいと思っております。限られた財政の中で、やはり最高のものを求めていかなければ

ならないというふうに思っておりまして、これからも施設、あるいは装備、人材の育成に

つきましても、しっかりと力を入れてまいりたいというふうに思っております。 

あわせまして、昨年の熊本地震を踏まえまして、やはり予防消防それから防災、減災と

いうものがですね、かなりクローズアップをされてきております。そういった意味では、

非常備消防、いわゆる消防団、あるいは各地区の自主防災組織との連携も必要であろうか

なあというふうに思っておりますし、そういったそれぞれの組織の育成につきましてもで

すね、やはり広域消防が果たす役割があるのかなというふうに思っております。そういっ

たところにつきましても、今後中村管理者とともに、八代管内のそれぞれの消防団、それ

から自主防災組織の育成につきましても力を注いでまいりたいというふうに思っておりま

す。微力ではございますけれども、精一杯頑張ってまいります。今後ともよろしくお願い

申し上げまして、ご挨拶といたします。お世話になります。（拍手あり） 
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〇議長（橋本幸一君） これより、八代広域行政事務組合議会平成２９年１０月定例会を開

会いたします。 

これより、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手許に配付のとおりです。 

 

―日程第１― 

〇議長（橋本幸一君） 日程第１、議席の指定を行います。 

  氷川町から本組合議会議員として当選されました２名の諸君の議席は、会議規則第３条 

第１項の規定に基づき、西尾正剛君を９番に、松田達之君を１０番にそれぞれ指定いたし 

ます。 

 

     １番 増田一喜君      ２番 成松由紀夫君 ３番 百田 隆 君 

  ４番 橋本幸一君   ５番 村川清則君   ６番 中村和美君  

  ７番 山本幸廣君   ８番 堀 徹男君   ９番 西尾正剛君 

 １０番 松田達之君 

 

 

―日程第２― 

〇議長（橋本幸一君） 日程第２、副議長の選挙を行います。 

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項の規定に基づき、指名推選に 

いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（橋本幸一君） ご異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は、指名推選とすることに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長において、指名することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（橋本幸一君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議長において、指名することに決定いたしました。 

  副議長に、松田達之君を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただ今、議長において指名しました松田達之君を副議長の当選人と定めることに、 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（橋本幸一君） ご異議なしと認めます。 

  よって、ただ今指名しました松田達之君が副議長に当選されました。 

  副議長に当選されました松田達之君が議場におられますので、本席から会議規則第３０ 

 条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

  松田達之君、承諾のご挨拶をお願いいたします。 

  （松田達之君 登壇） 
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○副議長（松田達之君） おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

  今、橋本議長のほうからですね、指名推選いただきました氷川町の松田達之でございま 

す。今後ですね、八代広域行政事務組合のためにですね、精一杯全身全霊で頑張りたいと 

思いますので、よろしくお願いします。お世話になります。（拍手あり） 

○議長（橋本幸一君） 以上で、副議長の選挙を終わります。 

○議長（橋本幸一君） 諸般の報告をいたします。 

  本日、管理者から議案２件が送付され、受理いたしました。 

  その余の報告は、朗読を省略いたします。 

 

―日程第３― 

○議長（橋本幸一君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日から１２月１日までの１０日間といたしたいが、これにご異議 

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（橋本幸一君） ご異議なしと認め、そのように決しました。 

 

―日程第４～日程第５― 

○議長（橋本幸一君） 日程第４から日程第５まで、すなわち、議第１７号から議第１８号 

までの議案２件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。 

◎管理者（中村博生君） 議長。（挙手）  

○議長（橋本幸一君） 管理者、中村博生君。 

（管理者 中村博生君 登壇） 

 

◎管理者（中村博生君） 皆さん、 おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

本日は、八代広域行政事務組合議会平成２９年１０月定例会を招集いたしましたところ、

議員の皆様方におかれましては、公私とも大変お忙しい中に出席を賜りまして、厚くお礼

を申し上げます。 

初めに、先の氷川町議会議員選挙でご当選され、さらに組合議員として選出されました

松田達之議員、西尾正剛議員お二人に対し、心からお祝いを申し上げます。おめでとうご

ざいます。また、新しく副議長に当選されました松田副議長におかれましては、重ねてお

祝いを申し上げます。お世話になります。先の氷川町長選挙で３選を果たされました藤本

副管理者と、消防発展のために引き続き両輪として努めてまいりますので、議員の皆様に

おかれましても、今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、議案の提案理由の説明に先立ちまして、最近の消防本部の動向について、ご

報告を申し上げます。 

初めに、訓練関係でございます。今月初めと中旬に、九州・全国規模の大規模災害の発生

を想定した九州ブロック緊急消防援助隊訓練及び近畿ブロック緊急消防援助隊訓練へ本組

合から、津波大規模風水害対策車を含め車両４台・隊員１４名を参加させました。この訓

練は、阪神・淡路大震災を機に創設された緊急消防援助隊が、全国６ブロックに区割りさ

れた各ブロック訓練に参加し、実戦さながらの被災地を想定した訓練を行なうものであり
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ます。平成２４年度には、九州ブロック訓練として、球磨川河川敷地一帯並びに八代外港

を被災地と想定して、本組合でも訓練を実施しております。 

次に、災害関係でございますが、１０月２５日と今月３日に、多数の傷病者を出した救

急・救助事案が相次いで発生いたしました。１０月２５日には、九州自動車道下り線、馬廻

トンネル内で発生いたしました大型バス３台と普通車１台が絡む追突事故では、バスに乗

車しておりました鹿児島市内の小学生１５名と職員３名を救出搬送いたしました。また、

１１月３日には、ＪＲ肥薩線佐世野第一踏み切りで発生いたしました特急列車と１０ｔト

ラックの衝突事故では、乗客７名を救出搬送しております。消防本部では、このように多

数傷病者が発生した特異事案については、必ず、事後検証会を実施し、今後の有事に際し、

即応できる体制を再確認しております。 

次に、人事異動関係でございます。本年度に採用いたしました１１名の職員が、約半年

間に及ぶ消防学校での初任教育を修了しましたことから、これらの職員を含め、１０月１

日付けで人事異動を行い、新たな体制で業務を開始したところでございます。 

最後は、建設中の氷川分署関係でございます。熊本地震の影響により、杭工事において

施工業者の手配や設計変更等で若干の遅れはあるものの、平成３０年４月の開設に向け、

工事が進められております。圏域北部の新たな防災拠点として、住民の大きな期待があり

ますので、工事期間中の安全はもとより、一日も早い竣工を願うところであります。 

以上、最近の消防本部の動向でございます。 

それでは、今回、ご提案しております議案２件について、その概要をご説明いたします。

議第１７号は、平成２８年度八代広域行政事務組合の一般会計歳入歳出決算で、決算事 

務が完了し、監査委員の決算審査も終了しましたので認定をお願いするものでございます。 

議第１８号の契約の変更につきましては、(仮称)鏡消防署氷川分署庁舎建設事業庁舎建

築工事において、設計変更により契約金額が変更となりましたことから、再度、議会にお

諮りするものであります。 

以上が、提案理由の説明となります。詳しい内容につきましては、この後、消防長が説明

いたしますので、よろしくご審議のうえ、何とぞご賛同いただきますよう、お願い申し上

げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

（消防長 橋本昭則君 挙手）  

○議長（橋本幸一君） 消防長、橋本昭則君。 

（消防長 橋本昭則君 登壇） 

 

◎消防長（橋本昭則君） おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

  それでは、今回提案をいたしております議第１７号平成２８年度一般会計歳入歳出決算

について、ご説明いたします。お手元の決算書の６ページ、７ページをお開きください。 

  歳入合計の欄でございますが、予算現額２１億６千８６０万円に対しまして、収入済額

２１億５千１２０万５千１９円、収入未済額１千１１０万円で、予算に対する収入率は、

９９．２％でございます。 

  歳出合計の欄ですが、予算現額２１億６千８６０万円に対して、支出済額２０億９千６

１万８千１６１円、翌年度繰越額１千１１７万８千円で、予算に対する執行率は、９６．

４％でございます。 

次、１０ページをお願いいたします。 

  歳入総額から歳出総額を差し引きました額は、６千５８万６千８５８円となります。 



 

7 

詳細な内容につきましては、１１ページ以降の事項別明細書によりご説明いたします。 

それでは、１２ページ、１３ページをお開きください。 

  まず、歳入ですが、右ページの収入済額の欄により、ご説明いたします。 

  款１分担金及び負担金の収入済額は、１９億２千９５１万４千円で、組合規約に定める

負担割合に基づき、八代市、氷川町それぞれ負担いただいたものでございます。八代市の

負担金額は、１６億５千４７４万７千円、氷川町の負担金額は、２億７千４７６万７千円

でございます。 

  前年度と比べると８億５千４６５万６千円の減少となっております。その主な要因は、

平成２６年度からの事業であります消防救急無線デジタル化整備事業、高機能消防指令セ

ンター総合整備事業の完了に伴う負担金の減少によるものでございます。なお、歳入総額

に占める負担金全体の割合は、８９．７％でございます。 

 款２使用料及び手数料の収入済額は、４０２万８千７９０円で、消防使用料として、自 

動販売機及び電柱の設置に伴う行政財産の使用料１０万３千４４０円、消防手数料として、

危険物や煙火申請、罹災証明等に伴う手数料３９２万５千３５０円を収入いたしました。 

 款３財産収入の収入済額は、1千３７１万３千１１３円でございます。財産運用収入３万

７千５１３円は、退職手当基金など３つの基金の預金利息分で、財産売払収入１千３６７

万５千６００円は、廃車車両２台の物品売払収入と、旧鏡消防署跡地を売却した不動産売

払収入でございます。 

  款４繰入金は、平成２８年度中の早期退職者がいなかったため、基金の取り崩しによる

繰り入れがなかったものでございます。 

  款５繰越金の決算額は、３千５０８万７千４２９円で、これは平成２７年度からの繰越

金でございます。 

１４ページ、１５ページをお開きください。 

  款６諸収入の決算額は、１千４８６万１千６８７円で、歳計現金の預金利子１万１千６

１８円と雑入１千４８５万６９円でございます。雑入の主なものとしましては、熊本県消

防学校へ教官として派遣しております職員の人件費に対する県からの負担金６７９万９千

５０９円や高速道路救急業務支弁金３４０万５千円、自動販売機の設置料２２６万６千９

６１円などでございます。前年度に比べ、約２９１万４千円の減少となっておりますが、

これは主に高速道路での救急件数の減少により救急支弁金が減額したことによるものでご

ざいます。 

  款７組合債の決算額は、1億５千４００万円で、これは、屈折はしご付消防ポンプ自動車

など消防車両３台の更新、（仮称）氷川分署庁舎建設事業に係る実施設計及び外構工事、熊

本地震による消防本部庁舎災害復旧に伴う財源として起こした地方債でございます。また、

収入未済額１千１１０万円は、熊本地震による本部庁舎災害復旧事業が一部２８年度中に

完了できなかったため、翌年度への繰越財源としたものでございます。 

 以上が、歳入の決算内容でございます。 

続いて、歳出について、ご説明いたします。 

  １６ページ、１７ページをお開きください。右ページの支出済額の欄でご説明いたしま

す。 

 款１議会費の支出済額は、９９万１千５４６円で、その内訳は、各節の備考欄に記載し 

ていますように、議員報酬や行政視察旅費など議会運営に要した経費でございます。 

 款２総務費の支出済額は、４千３２０万８千５６８円で、項１総務管理費と項２監査委 



 

8 

員費の支出合計であります。 

 まず、項１総務管理費の支出済額は、４千３１９万３４３円でありますが、節１１需用

費の組合広報紙発行の印刷製本費及び庁舎等の修繕料などに要した費用１千１０６万１２

８円、節１３委託料の庁舎清掃や連結決算用財務諸表作成委託などに要した費用７４６万

１千１０５円、節２５積立金の退職手当基金や庁舎建設基金への積立金２千２３３万７千

５１３円が主なものでございます。なお、不用額９６９万６５７円は、予定しておりまし

た本部空気調和設備の改修が熊本地震により本部庁舎が被災したため、災害復旧事業に組

み替えたこと及び委託料の入札残等によるものでございます。 

１８ページ、１９ページをお開きください。 

  次に、項２監査委員費の支出済額１万８千２２５円については、監査委員の報酬等、監

査事務に要する経費として支出したものであります。 

 続きまして、款３消防費の支出済額は１９億６千９７９万７千７６９円で、前年度に比

べ８億２千１４０万６千７１１円の減少でございます。主な要因としましては、消防救急

無線デジタル化整備事業及び高機能消防指令システム総合整備事業の完了により、減少し

たものでございます。目１常備消防費の支出済額は、１５億７千９０５万７２１円で、主

に消防職員２０４人、再任用職員１人分の節２給料から節４共済費までのいわゆる人件費

に要した費用で、常備消防費の９４．４％を占めております。なお、この人件費において、

２千５４６万４千２３１円の不用額が生じましたが、これは、熊本地震により給与改定が

見送られたことや、休職者１人、育児休業者１人分による執行残、また、共済組合の追加費

用の負担率減によるものでございます。節１１需用費につきましては、主に各庁舎の電気

代などの光熱水費や車両や各種資機材等の修繕料に要した費用でございますが、熊本地震

により災害派遣活動中に支援車が被災し、緊急な修理が必要となったため、款５予備費か

ら２０９万６千円を充用したものであります。なお、不用額６６２万２千８７円は、燃料

費や光熱水費などの節約や燃料費の単価減額によるものでございます。節１２役務費の支

出済額は１千３９万２千３４３円で、その主なものとしまして、通信指令回線や各課署電

話回線使用料等の通信運搬費７２６万６千３２３円、高圧容器の検査料や各種申請の手数

料１１９万８千７４０円、消防車両等の自動車保険料１７９万８千１６０円などでありま

す。 

２０ページ、２１ページをお開きください。 

節１３委託料の支出済額は４３８万８千８３６円で、その主なものとしまして、定期・

特定作業従事者の職員健康診断や大型自動車免許取得委託料などに要した費用でございま

す。また、不用額１３３万３千１６４円は、危険物の特定タンク変更許可審査等の該当が

なかったこと及びその他の入札残によるものであります。節１４使用料及び賃借料の支出

済額は１千１３９万３千６６４円で、その主なものとしまして、仮眠用寝具のリース料、

複写機のリース料及びコピー料、パソコンのリース料などでございます。節１８備品購入

費の支出済額は１千３１１万８千５０６円で、その主なものとしまして、水難救助や消防

用資機材などの機械器具費、職員の貸与被服や防火衣などの被服購入費などでございます。 

節１９負担金、補助及び交付金の支出済額は９１１万９千９３７円で、その主なものとし

まして、救急救命士研修所や熊本県消防学校など学校等入校経費に要した費用でございま

す。 

 次に、目２消防施設費の支出済額は、１億１千７９４万８千３６６円で、主なものとし

まして、新開分署広報車、八代消防署屈折はしご付消防ポンプ自動車、八代消防署高規格
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救急車の３台を買換え整備したものでございます。不用額２６３万６３４円は、主に入札

残によるものでございます。 

次に、目３の特別防災費の支出済額１億５千１１７万６千４５２円ですが、これは、石

油コンビナート等災害防止法に基づく経費として、八代市が全額を負担するものでござい

ます。主な内訳としましては、消防職員２０人分の人件費に要した費用１億４千５８６万

９千６８円で特別防災費全体の９６．５％を占めております。なお、人件費の不用額８５

８万５千９３２円につきましては、常備消防費同様、熊本地震により給与改定が見送られ

たこと及び共済費の追加費用の負担率減によるものが主な要因でございます。 

２２ページ、２３ページをお開きください。 

次に、目４の庁舎建設事業費では、１億２千１６２万２千２３０円を支出いたしました。

主な内訳としまして、（仮称）鏡消防署氷川分署庁舎建設に伴う実施設計委託料として、 

１千２６９万円、同じく（仮称）鏡消防署氷川分署の敷地造成及び外構工事１億５１４万

８千８００円などに要した費用でございます。不用額４６０万７千７７０円は、各工事の

入札残によるものでございます。 

  次に、款４公債費では、６千３４７万９千９１８円を支出いたしました。これは、これ

までの庁舎建設や消防車両等の施設整備事業の財源として活用した地方債の元利償還金で

ございます。 

２４ページ、２５ページをお開きください。 

  款５予備費ですが、熊本地震で災害派遣活動中に被災した支援車の緊急な修理のため、

常備消防費へ２０９万６千円を充用しております。 

最後に、款６災害復旧費では、熊本地震により本部庁舎の改修が必要となったことから

２千４７０万円を補正し、１千３１４万３６０円を支出いたしました。なお、改修工事の

一部について、熊本県内の災害復旧工事が集中し、入札参加者がいなかったため、翌年度

へ繰越明許費として１千１１７万８千円を繰り越したものです。歳出総額は、２０億９千

６１万８千１６１円となっております。 

  以上が、平成２８年度一般会計決算における歳出の内容でございます。 

 次に、２６ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書ですが、歳入総額２１億５千１２０万５千円、歳出総額２０億９

千６１万８千円となり、歳入総額から歳出総額を差し引いた、いわゆる形式収支は、６千

５８万７千円となります。翌年度へ繰り越すべき財源７万８千円を差し引きました平成２

８年度の実質収支額は、６千５０万９千円となります。 

  以上で、一般会計歳入歳出決算の説明を終わります。 

 続きまして、財産に関する調書について、ご説明いたします。 

財産に関する調書の２ページ、３ページをお開きください。 

  １．公有財産に関しまして、消防施設の土地につきましては、旧鏡消防署跡地の売却に

より、８４１．６５㎡の減となっており、現在高は、１万５千２.２３㎡となります。建物

につきましては、消防救急無線デジタル化に伴う矢山、八竜山、樅木の各中継局舎の増設

により４０．０２㎡が増となり、現在高は、８千９２１.７３㎡となっております。 

 次の４ページですが、２．物品に関しましては、消防車両３台の更新整備をしておりま

すが、そのうち高規格救急車１台の増に対し、２Ｂ型救急車の廃車により１台減となるた

め、決算年度中の増減はなく、前年度同様５３台であります。 

 次に、５ページの３．基金に関しましては、一般会計で３つの基金がありますが、それぞ
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れの基金へ積立てを行った結果、前年度末に比べますと、合計で２千２３３万８千円の増

額となり、年度末現在高は、４千９１３万３千円となりました。内訳ですが、退職手当基金

は、利子分と早期退職者等の退職手当の財源として、８７２万円を積み立てましたので、

年度末の現在高は２千２７６万４千円となり、庁舎建設基金は、利子分と旧鏡消防署跡地

の土地売払収入を財源として積み立てましたので、１千３６１万８千円増の２千６２７万

８千円となりました。また、消防施設整備基金は、利子分１２７円の積み立てだけとなり、

千円単位での増減高としては無く、前年度末、現在高と同額の９万１千円となりました。 

  以上で、議第１７号平成２８年度一般会計歳入歳出決算の説明を終わります。 

 次に、別冊となっております議案書の１ページをお開きいただきたいと思います。 

 議第１８号、契約の変更について、ご説明いたします。 

平成２９年６月２９日議決を経て、契約を締結した（仮称）鏡消防署氷川分署庁舎建設

事業庁舎建築工事の設計変更に伴う契約変更について、八代広域行政事務組合議会の議決

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２条の規定により、再度議会の議

決をお願いするものです。 

 以上、議第１７号から議第１８号までの議案の説明を終わります。どうぞ、よろしくお

願いします。 

○議長（橋本幸一君） 以上で、提出者の説明を終わります。日程第４から日程第５までの

議案２件の議事をしばらく中止いたします。 

 

―休会の件― 

○議長（橋本幸一君） この際、休会の件について、お諮りいたします。 

１１月２４日及び２７日から３０日までを休会といたしたいが、これにご異議ありませ 

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（橋本幸一君） ご異議なしと認め、そのように決しました。 

 

〇議長（橋本幸一君） 日程第４から日程第５までの２件の議事を再開いたします。 

 

〇議長（橋本幸一君） この際、お諮りいたします。 

本日の議事は、この程度にとどめ、延会といたしたいが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（橋本幸一君） ご異議なしと認め、そのように決しました。 

なお、明１１月２３日から１１月３０日までを休会とし、次の会議を１２月１日定刻に 

開き、質疑並びに一般質問を行います。 

質疑、一般質問ご希望の諸君は、１１月２４日正午までに発言通告書をご提出ください。 

本日は、これにて延会いたします。お疲れ様でした。 

 

（午前１０時４５分閉会） 

 

 


