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国富町告示第61号 

 令和２年国富町議会第２回臨時会を次のとおり招集する 

    令和２年11月18日 

                                国富町長 中別府尚文 

１ 期 日  令和２年11月24日 

２ 場 所  国富町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

橋詰賀代子君          山内 千秋君 

武田 幹夫君          緒方 良美君 

飯干 富生君          水元 正満君 

津江 一秀君          河野 憲次君 

福元 義輝君          近藤 智子君 

横山 逸男君          渡辺 靜男君 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和２年 第２回（臨時）国 富 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和２年11月24日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        令和２年11月24日  午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 議案第44号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について 

 日程第４ 議案第45号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例について 

 日程第５ 議案第46号 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 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 議案第44号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について 

 日程第４ 議案第45号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例について 

 日程第５ 議案第46号 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 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 橋詰賀代子君       ２番 山内 千秋君 

３番 武田 幹夫君       ４番 緒方 良美君 

５番 飯干 富生君       ６番 水元 正満君 

７番 津江 一秀君       ８番 河野 憲次君 

９番 福元 義輝君       10番 近藤 智子君 

11番 横山 逸男君       12番 渡辺 靜男君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 
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────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 中島 達晃君     主幹兼議事調査係長  垣内  圭君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 中別府尚文君   副町長 ………………… 中山  隆君 

教育長 ………………… 豊田 畩光君   総務課長 ……………… 渡辺 勝広君 

企画政策課長 ………… 重山 康浩君   財政課長 ……………… 矢野 一弘君 

税務課長 ……………… 松岡  徳君   町民生活課長 ………… 徳原 典子君 

福祉課長 ……………… 福嶋 英人君   保健介護課長 ………… 坂本 浩二君 

農林振興課長 ………… 斉藤 義見君   農地整備課長 ………… 武田 二雄君 

都市建設課長 ………… 吉岡 勝則君   上下水道課長 ………… 大南 一男君 

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 児玉 和弘君 

教育総務課長 ………… 大矢 雄二君   社会教育課長 ………… 佐藤 利明君 

学校給食共同調理場所長 …………………………………………………… 佐土原敏郎君 

監査委員 ……………… 山口  孝君                      

────────────────────────────── 

午前９時29分開会 

○議長（渡辺 靜男君）  皆様、おはようございます。 

 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申しあげます。 

 まずは、さきに行われました町長選挙におきまして、中別府町長が２期目の当選を果たされま

した。誠におめでとうございます。議員一同、心からお喜びとお祝いを申しあげます。本件につ

きましては１２月の定例会で触れさせていただきますので、ご理解をお願いいたします。 

 さて、国内の新型コロナウイルス感染者は、ここに来て過去最多を更新するなど、第３波の発

生で収束が見通せない深刻な状況であります。宮崎市においても３つのクラスターが発生し、本

町でも一昨日１名が確認され、計１０名の感染者となりました。身近な地域での感染拡大で大変

厳しい状況でございます。手洗い、うがい、マスクの着用の徹底や３つの密を避ける新しい生活

様式は、一人一人が強い意識で継続しなければなりません。町民の皆様のご理解とご協力をお願

いをいたします。 

 それでは、第２回臨時会には町長提出の議案が３件であります。 
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 議事の進行に当たりましては、円滑な運営ができますように議員並びに執行部の皆様のご協力

をお願い申しあげまして、挨拶といたします。 

 ただいまの出席議員数は１２名です。定足数に達しておりますので、令和２年国富町議会第

２回臨時会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（渡辺 靜男君）  日程第１、会議録の署名議員を指名します。 

 今期臨時会の会議録署名議員は、国富町議会会議規則第１２２条の規定により、橋詰賀代子君、

津江一秀君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（渡辺 靜男君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、議会運営委員会の決定のとおり、本日１日間にした

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〕 

○議長（渡辺 靜男君）  異議なしと認めます。したがいまして、会期は、本日１日間に決定し

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第４４号 

日程第４．議案第４５号 

日程第５．議案第４６号 

○議長（渡辺 靜男君）  日程第３、議案第４４号から日程第５、議案第４６号までの３件を議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中別府尚文君）  それでは、議案第４４号から議案第４６号までについて、一括してご

説明いたします。 

 議案第４４号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

て」、議案第４５号「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例について」、議案第４６号「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」は、

国の人事院勧告に伴い、期末手当の額を０.０５月分引き下げるため、関係条文の改正を行うも



- 5 - 

のであります。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（渡辺 靜男君）  補足説明はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  それでは、１件ずつご審議をお願いします。 

 日程第３、議案第４４号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について」を議題とします。 

 これから、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第４４号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について」の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願いま

す。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（渡辺 靜男君）  挙手全員と認めます。したがいまして、議案第４４号「議会の議員の

議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決され

ました。 

 日程第４、議案第４５号「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例について」を議題とします。 

 これから、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第４５号「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例について」の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手

願います。 

〔賛成者挙手〕 
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○議長（渡辺 靜男君）  挙手全員と認めます。したがいまして、議案第４５号「特別職の職員

で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可

決されました。 

 日程第５、議案第４６号「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」を議題と

します。 

 これから、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第４６号「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」の採決を

行います。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（渡辺 靜男君）  挙手多数と認めます。したがいまして、議案第４６号「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」は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（渡辺 靜男君）  以上をもちまして、本日の日程は、全て終了しました。 

 よって、令和２年国富町議会第２回臨時会を閉会します。お疲れさまでした。 

午前９時37分閉会 

────────────────────────────── 
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