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会議に付した事件は次のとおりである。 
 請 願 第 １ 号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願書について 
会議案第２号 閉会中の所管事務調査の申し出について 
意見案第１号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る要望意見書の提出について 

 
○ 議長 笹木 英二 ただ今の出席議員は１０人です。定足数に達しており

ますので、会議は成立いたしました。 
  １４日に引き続き会議を再開いたします。   （午後 ３時００分開会） 

直ちに本日の会議を開きます。        （午後 ３時００分開議） 
議事日程第３号はお手元に配布のとおりであります。（別紙のとおり） 

 
◎ 日程 1 番 会議録署名議員の指名 
○ 議長 笹木 英二 日程 1 番 会議録署名議員の指名を行います。 
  会議録署名議員の指名は、会議規則第 127 条の規定により議長において 

平 田 文 義 君 
堀   広 一 君 

の両君を指名いたします。 
 
◎ 日程 2 番 報告第１号 予算特別委員会報告 議案第１１号、議案第１３

号から議案第１６号、議案第１９号、議案第２０号、議案第２２号、議案第２

３号及び議案第２５号から議案第３０号 
○ 議長 笹木 英二 日程２番 報告第１号 予算特別委員会報告を行いま

す。議案第１１号 月形町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、議案第１３号 月形町行政財産使用料条例の一部を

改正する条例の制定について、議案第１４号 月形町道路占用料条例の一部

を改正する条例の制定について、議案第１５号 月形町流水占用料等条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第１６号 月形町農業集落排水処

理施設管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１９号 月形

町総合体育館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２０号 国

民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定

について、議案第２２号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月形

町交流センター】、議案第２３号 公の施設に係る指定管理者の指定について

【月形町花の里保育園】、議案第２５号 平成２６年度月形町一般会計予算、

議案第２６号 平成２６年度月形町国民健康保険事業特別会計予算、議案第

２７号 平成２６年度月形町農業集落排水事業特別会計予算、議案第２８号

平成２６年度月形町介護保険事業特別会計予算、議案第２９号 平成２６年
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度月形町後期高齢者医療特別会計予算、議案第３０号 平成２６年度国民健

康保険月形町立病院事業会計予算、以上１５議案を一括議題といたします。 
  本案については、予算特別委員会に付託した事件であり、その結果につい

て会議規則第７７条の規定により予算特別委員長から報告を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 予算特別委員会委員長 金子廣司君 
○ 予算特別委員長 金子 廣司 予算特別委員会審査結果報告を申し上げま

す。 
  平成２６年度月形町各会計予算及び関連議案１５件について、その審査経

過と結果を会議規則第７５条の規定により報告いたします。本委員会は３月

５日に議長を除く全議員をもって設置され、当日、指名推薦により委員長及

び副委員長の互選を行いました。その後３月１０日から説明員の出席を求め、

３月１３日までの間、所管別に精力的かつ慎重な審査を重ねたところであり

ます。審査に当たっては提案された予算が住民ニーズを的確に反映している

か。限られた財源を効率よく配分されているか。公正・公平であるか。また

今までの施策の評価や検証はきちんと行われているかなどに主眼を置き、活

発な質疑を行い、意見を述べ議論を展開してきたところであります。こうし

た議論を踏まえての予算は３月１３日本委員会において討論、採決が行われ、

平成２６年度月形町各会計予算及び関連議案１５件は、いずれも原案のとお

り可決すべきものと決定したものであります。なお本委員会において出され

た意見などはいずれも現在の厳しい経済及び財政状況の下で住民が町政に望

む声でもあります。町長をはじめ各執行機関におかれましては、これらの声

を率直に受け止め、創意と工夫による予算の効率的な執行を図り、複雑多様

化する住民ニーズに的確に答え、トップのビジョンと英断をもって新年度の

町政推進に当たられるよう強く望むものであります。また町長の執行方針に

ついては、毎年同じような文脈で今後どのような月形町をイメージしている

のか、前向きなビジョンが伝わらなかったのが少し残念でありました。以上、

申し添えまして審査結果報告といたします。 
○ 議長 笹木 英二 本案については、議長を除く全議員で構成する予算特

別委員会において十分に審議が尽くされておりますので、質疑、討論を省略

することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって議案第１１号、議案第

１３号から議案第１６号、議案第１９号、議案第２０号、議案第２２号、議

案第２３号及び議案第２５号から議案第３０号までの１５件を一括して採決

いたします。本案に対する委員長報告１５件はいずれも原案のとおり可決で

あります。従って本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ございま
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せんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって予算関連議案として議

案第１１号、議案第１３号から議案第１６号、議案第１９号、議案第２０号、

議案第２２号及び議案第２３号までの９件、平成２６年度各会計予算として

議案第２５号から議案第３０号までの６件、合わせて１５件については、委

員長報告のとおり可決されました。 
 
◎ 日程３番 請願第１号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願書について 
○ 議長 笹木 英二 日程３番 請願第１号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に

係る請願書についてを議題といたします。                              
○ 議長 笹木 英二 お諮りいたします。本請願書は会議規則第９２条第２

項の規定により委員会の付託を省略し、本会議で審議したいと思います。こ

れにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって請願第１号は、委員会

の付託を省略し、本会議で審議することに決定いたしました。紹介議員に請

願内容の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 金澤 博君説明願います。 
○ 紹介議員 金澤  博 請願書に基づき、請願理由の説明する。 
  ただ今議長からのお許しがありましたので、紹介議員を代表いたしまして

請願第１号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願書の趣旨についてご説明

申し上げます。なお請願書本文はお手元に配布のとおりであります。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。請願第１号は、紹介議員の説明のとおり採決すること

にしたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本請願は、紹介議員説

明のとおり採択することに決定いたしました。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 ３時１２分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午後 ３時１５分再開） 
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○ 議長 笹木 英二 お諮りいたします。ただ今堀 広一君から意見案第１

号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る要望意見書の提出がありました。この

際、これを日程に追加し、追加日程１番として日程の順序を変更し、直ちに

議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声

あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって意見案第１号を日程に

追加し、追加日程１番として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに

決定いたしました。 
 
◎ 追加日程１番 意見案第１号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る要望意見

書の提出について 
○ 議長 笹木 英二 追加日程１番 意見案第１号 ＴＰＰ交渉等国際貿易

交渉に係る要望意見書の提出についてを議題といたします。 
提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 堀 広一君 
○ 議員 堀  広一 意見案に基づき、提案理由の説明する。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。意見案第１号は、原案のとおり提出することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

提出することに決定いたしました。 
 
◎ 日程４番 会議案第２号 閉会中の所管事務調査の申し出について 
○ 議長 笹木 英二 日程４番 会議案第２号 閉会中の所管事務調査の申

し出についてを議題といたします。 
  お諮りいたします。議会運営委員会、まちづくり常任委員会の各委員長か

らそれぞれ閉会中の所管事務調査をいたしたい旨の申し出がありましたので、

これを許可することにいたしたいと思います。なお両委員長から各調査期日に

ついては、調査終了まで行いたい旨の申し出がありましたので、付せて許可し
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たいと思います。 
  これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます、よって両委員長から申し出の

ありました閉会中の所管事務調査につきましては、許可することとし、各調

査期日は調査終了までとすることに決定いたしました。 
 
○ 議長 笹木 英二 これで本定例会に付議されました議案の審議は全て終

了いたしました。本日の会議を閉じます。平成２６年第１回月形町議会定例

会を閉会いたします。 
 （午後 ３時２０分閉会） 

 
 


