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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午後２時00分 開会 

○議長（横井良隆君） 

 ただいまの出席議員数は11人です。定足数に達していますので、ただいまから令和２

年10月大治町議会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を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、１番鈴木康友議員、２番三輪明広

議員を指名いたします。 

 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 議会運営委員長から会期の報告を求めます。 

○議会運営委員長（松本英隆君） 

 議長。 

○議長（横井良隆君） 

 議会運営委員長、どうぞ。 

○議会運営委員長（松本英隆君） 

  ６番松本です。 

  令和２年10月臨時会の会期を本日１日限りと決定いたしましたので御報告いたします。 

○議長（横井良隆君） 

 お諮りします。 

 議会運営委員長の報告どおり、会期は本日１日間とすることに御異議ございませんか。 

        ［｢異議なし」の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日間と決定をいたしました。 

 

 日程第３、議案第54号令和２年度大治町一般会計補正予算（第９号）を議題といたし

ます。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（村上昌生君） 

 議長。 

○議長（横井良隆君） 

 町長、どうぞ。 
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○町長（村上昌生君） 

  議案第54号令和２年度大治町一般会計補正予算。 

  令和２年度大治町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

  第１条第１項、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4572万8000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ134億2757万8000円とする。 

  第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

  第２条、既定の債務負担行為の追加は、第２表債務負担行為補正による。令和２年10

月27日提出、大治町長。 

  今回の補正の内容は、歳出におきましては、新型コロナウイルス感染防止対策として、

議場等の隣席間にパーティションを設置するための経費として22万5000円、情報発信力

を強化するためホームページ運用業務委託料として1488万3000円、庁舎の換気を行う際

の防虫対策のため庁舎網戸設置工事として460万円、分散勤務及びテレビ会議に対応でき

る環境を整備するためテレビ会議等環境整備業務委託料として2986万5000円、確定申告

会場の備品購入等に要する経費として15万5000円を計上し、避難所等の備品購入に要す

る経費として4969万2000円を増額し、新型コロナウイルス感染症対策協力金交付事業完

了に伴い5514万2000円減額しました。 

  また、庁舎東側駐車場フェンス修繕工事として100万円を計上し、公民館１階の公用車

駐車場のシャッター修繕料として45万円を増額しました。 

  これらの財源として繰入金を充て、また、新型コロナウイルス感染症対策協力金交付

事業の完了に伴い、県支出金を1875万7000円減額し、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金の充当を財源更正いたしました。よろしくお願いします。 

○議長（横井良隆君） 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

○６番（松本英隆君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  ６番松本英隆議員。 

○６番（松本英隆君） 

  ６番松本です。10ページのところのホームページの委託の方ですね。今後５年間でや

っていくということなんですが、保守料の中に含まれるのかどうかちょっと確認をした

いんですが、今、町のホームページでいろんなユーチューブで発信したりとかそこら辺

がいろいろあると思うんですが、今後もいろんなやつをつくっていくと思うんですね。

そこら辺の部分ももう含まれているのか。つくるたびにまた別でプラス補正が上がった



 3 

りするのか、そこら辺をちょっとお聞きしたいです。 

○企画課長（水野克哉君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  企画課長、どうぞ。 

○企画課長（水野克哉君） 

  この保守業務委託につきましては、そのユーチューブ等といったもののＳＮＳの作成

費用というのは含まれてはおりませんので、現在もユーチューブは職員で作成をしまし

てアップしているものでございますし、これからの検討になるかもしれませんが、今回

計上させていただきましたものについては入ってございません。 

○６番（松本英隆君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  ６番松本英隆議員。 

○６番（松本英隆君） 

  ということはプラスになるかもしれないと。ただ、今現状できているんだったら発信

するということは大変いいことなので、皆さん頑張っていただくかなんかしてもらって

ホームページもリニューアルするということなんですね。その中でもそういうのが含ま

れていればいいと思うんですが、わかりました。返答はいいです。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  、どうぞ。 

 

  14ページ、災害対策備品購入費。エアテントやワンタッチテント、これ数とか置く場

所はどこになるんでしょうか。 

○防災危機管理課長（伊藤高雄君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  防災危機管理課長、どうぞ。 

○防災危機管理課長（伊藤高雄君） 

  それではまずエアテントでございますが、こちら４つ購入をする予定をしておりまし

て、置く場所につきましてはそれぞれ配布をする場所ということで、配布する場所は保

管する場所ということでございますが、役場とスポーツセンターと総合福祉センターと

保健センターでございます。 
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  それからワンタッチテントでございます。ワンタッチテントにつきましては買うもの

につきましては10張買います。保管場所といたしましては三本木の水防倉庫に保管をい

たします。 

  それからサーマルカメラでございます。こちらは５台購入する予定をしておりまして、

こちらも常備型ということでそこに据えつけという形になります。役場とスポーツセン

ター、それから公民館、老人福祉センター、保健センター、以上５つでございます。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

   

 

  、なぜ

そこにだけ置くんでしょうか。 

○防災危機管理課長（伊藤高雄君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  防災危機管理課長、どうぞ。 

○防災危機管理課長（伊藤高雄君） 

  こちらにつきましては一括管理、一括保管をしたいというふうに考えておりますので

三本木水防倉庫に一括ということでお願いいたします。 

○議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

   

 

  10ページのホームページ運用業務委託料でございます。

新しい仕様でホームページつくるということでそれがかかるとよくわかりますが、現在

やっているのでも保守業務委託等がかかっておりまして、そこら辺ホームページ、もの

が変わってくるわけで保守業務の委託料なんかも変更があるのか。また、ホームページ

更新するときは職員の方がやっておられると聞いておりますが、そこら辺新しい種類に

なってくるわけでやり方等々変わってくるかと思うんですがそこら辺どうなのか。その

２点と、その下の庁舎東側駐車場フェンス修繕工事でございます。公用車の事故という

ことでございますが、これ公用車の損害保険、保険ですね、自動車保険入っていて対物
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とかそこら辺なかったのかと。公用車全般のことになるかもしれませんし、または場所

的にきかなかったのかもしれませんがそこら辺はどうなんでしょうか。 

○企画課長（水野克哉君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  企画課長、どうぞ。 

○企画課長（水野克哉君） 

  ホームページの保守の内容についてでございます。内容については今後このＣＭＳと

いったシステムを導入していくことになりますのでそちらの費用というのが今までとは

違う内容が含まれてくるとそういったものがプラスになりますし、あと多言語といった

ものも導入してまいりたいと考えておりますのでそういったところの保守費も含まれて

きますので、現状とはプラスの部分が出てくるというふうに考えております。 

  また更新の仕方につきましては、現在は主に企画課の職員の方で各課より原稿をいた

だきまして作成、アップしてございますが、今後につきましては各課でも作成ができる

ような仕組みのものになりますので、まだまだこれから内部での調整は必要かと思いま

すがそういったところが大きな違いになるかと考えております。以上です。 

○総務課長（大西英樹君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  総務課長、どうぞ。 

○総務課長（大西英樹君） 

  公用車の保険でございますが、任意保険に加入をしております。その保険の制度とい

たしまして対物保険につきましては自己が所有するものについての保険の適用はないと

いうことでございます。以上でございます。 

○議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

   

 

  今ホームページの件で説明いただきまして大分わかってきまして、新しいホームペー

ジになるとそれだけ更新もやりやすくなる。だから今まで企画課がやっていたのが各課

でも簡単に、簡単にとは言いませんができるようになっていくとそういう利点があると。

しかし、でかくなるから保守の業務委託料も高くなる。多言語化すると当然職員じゃで
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きないから委託するしかないというところですが、それで結局どれぐらい保守業務委託

料がふえていくと試算されておられるんでしょうか。 

○企画課長（水野克哉君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  企画課長、どうぞ。 

○企画課長（水野克哉君） 

  保守のプラスのところかと思いますが、現状と予算というところで比較はして分析は

してございます。新しいホームページ、そちらの方は大体今380万ほど年間を通して予定

はしてございます。現在のホームページの保守、年間にかかる費用が約250万、260万ぐ

らいでございますのでざっと120万ぐらいのプラスかなというふうには見込んでおります。

以上です。 

○議長（横井良隆君） 

  他に。 

○12番（下方繁孝君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  12番下方繁孝議員、どうぞ。 

○12番（下方繁孝君） 

  新型コロナウイルス感染症対策協力金の中のテナント分が実績ゼロというんですが、

支給実績が。このゼロになったというのは何か訳があってゼロなのか。その辺の事情だ

けちょっと教えてください。ゼロという意味。 

○産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  産業環境課長、どうぞ。 

○産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  事情でございますが、実質申請がなかったという形でございまして、その理由につき

ましては営業してみえた、もしくはテナントで町内に住まれている方が営業していなか

ったという両方が考えられますが、我々今の段階では断定ができる手段がございません

ので実績がなかったことに伴いまして今回減額補正をさせていただいたというものでご

ざいますので御理解ください。お願いします。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 
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君） 

  今のテナント分ですが申請がなかったからないというのは当たり前の話で、そこら辺

こういうテナント分はどういう仕組みであって、だから申請がなかったんだろうと大体

町内の状況を見てそこら辺はつかんでみえると思うんですが、それはやっぱり議員から

質問があったらそこら辺はきちんと答えていただきたいなと思うんですが、わかったよ

うなわからないようなちょっと答弁ではこちらもわからないのでもう少し詳しく説明い

ただけないでしょうか。 

○産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  産業環境課長。 

○産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  テナント分でございますが、実質大型商業施設の中の一角でテナントに入られて御自

分の意志にかかわらず商業施設等が休業するという形で自分の意思に反して休業を迫ら

れたという形のものに対する協力金事業でございまして、我々も県の方の経済センサス

等の推計に基づいて今回計上させていただいておるものでございますが、結果的に申請

がなかったというものでございますのでよろしくお願いします。 

○議長（横井良隆君） 

  他に。 

○７番（林 健児君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  ７番林 健児議員。 

○７番（林 健児君） 

  10ページのホームページなんですが、これ新たにホームページリニューアルされると

いうことで大変見にくいという御意見をたくさんいただいていまして、非常にこれはい

いことだなと思うんですが、これ今度改築するに当たりましてスマートフォン対応には

なるんですかね。 

○企画課長（水野克哉君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  企画課長、どうぞ。 

○企画課長（水野克哉君） 

  スマートフォンにも対応したホームページということで予定しております。 
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○７番（林 健児君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  ７番林 健児議員。 

○７番（林 健児君） 

  今本当にスマートフォンで見られる方が結構たくさんみえますので非常にこれいいこ

とだと思います。 

  それともう１点、最近大治町でも外国人の方々が非常に多くて、ホームページリニュ

ーアルするに当たって外国人の方が見てわかるようなホームページにしていただきたい

と思うんですが、外国語対応というのは何か国語というかどんな形で対応するような感

じになるんでしょうか。 

○企画課長（水野克哉君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  企画課長、どうぞ。 

○企画課長（水野克哉君） 

  外国語につきましては現在のところ、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、この４

か国語を想定して検討しております。 

○７番（林 健児君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  ７番林 健児議員。 

○７番（林 健児君） 

  最近非常にベトナム人の方もたくさん入ってみえてベトナム語とかは必要ありません

かね。 

○企画課長（水野克哉君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  企画課長、どうぞ。 

○企画課長（水野克哉君） 

  ベトナム語はということでございますが、昨年の８月に町内の外国人の方の調査もし

てございます。そういったところからベトナムの方は４つ目に多い方でございました。

といったところから世界的に使用者の多いポルトガル語ということを今回予定でござい

ますが選定をさせていただいたところでございます。 

○議長（横井良隆君） 



 9 

  他に。 

        ［｢なし」の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  議案第54号は、会議規則第39条第３項により委員会の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｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第54号は、委員会の付託を省略することに決定をい

たしました。 

  これから討論を行います。 

  まず、原案に反対の方の発言を許します。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第54号を採決いたします。 

  議案第54号は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

        ［起立 全員］ 

○議長（横井良隆君） 

  起立全員です。したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第４、議案第55号工事請負契約の変更についてを議題といたします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（村上昌生君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  町長、どうぞ。 

○町長（村上昌生君） 

  議案第55号工事請負契約の変更について。 

  令和２年６月19日議決、同日締結の大治中学校夜間照明設備設置工事請負契約を左記

のとおり変更し契約したいので、大治町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条の規定により議会の議決を求める。令和２年10月27日提出、大

治町長。 
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  本件の大治中学校夜間照明設備設置工事について、契約金額4521万円を5709万6600円

に変更し、工期を契約日の翌日から令和２年12月18日までを、契約日の翌日から令和３

年３月18日までに変更するものです。よろしくお願いします。 

○議長（横井良隆君） 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

○６番（松本英隆君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  ６番松本英隆議員。 

○６番（松本英隆君） 

  ６番松本です。先ほど説明のところでもちょっと聞いたんですが、４つのものに関し

ては交換が必要だということでほかの部分ですね、既存であるもので交換が必要ないも

のというのはそのまま使えるということなんですかね。そのまんま立ちっぱなしとか今

のままで使えるという認識でいいですか。 

○スポーツ課長兼スポーツセンター館長（恒川 覚君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  スポーツ課長、どうぞ。 

○スポーツ課長兼スポーツセンター館長（恒川 覚君） 

  今の御質問ですが、確かに10本ございましたうちの４本はこのたび交換をさせていた

だきます。その他の６本につきましては当初予定をしていましたとおり補修で対応をさ

せていただきます。ですのでそのままということはございません。補修をして使ってい

きたいと思っております。以上です。 

○６番（松本英隆君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  ６番松本英隆議員。 

○６番（松本英隆君） 

  従来どおりというのは補修の内容というのは何かあるんですかね。ちょっと聞いても

わからないかもしれないですがお願いします。 

○スポーツ課長兼スポーツセンター館長（恒川 覚君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  スポーツ課長、どうぞ。 
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○スポーツ課長兼スポーツセンター館長（恒川 覚君） 

  コンクリート柱の補修の方法でございますが、これらにつきましてはひび割れとか欠

損部分については樹脂の注入により補修をいたします。その後、柱に強化繊維シートを

張りつけましてそれを樹脂によって固定をさせるということで補修を行ってまいりたい

と思っています。以上です。 

○議長（横井良隆君） 

  続けてどうぞ。 

○スポーツ課長兼スポーツセンター館長（恒川 覚君） 

  あともう１つでございますが、それが５本ございますが残りの１本、資料のナンバー

８というのがございますが、そちらの方につきましてはその補修とは別に根本部分にそ

の柱より少し太めの交換柱を上からかぶせまして、その柱と交換柱との間にコンクリー

ト系の樹脂を注入して固めるという工法で行ってまいりたいと思っております。それは

１本だけです。あとは先ほど申しましたとおり巻きつけて樹脂で固めていくということ

をやっていきたいと思っています。以上です。 

○議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

   

 

  ございますが、大治中学校夜

間照明設備は調査を１回されてそれで工法、方針を決められていると思うんですよ。そ

こら辺どのような調査をして、調査の結果違う結果が出ている、現状は違う結果が出て

いるわけですからそこら辺どういうことだったのかと。 

  また、設計監理も行っているわけですよね。ここら辺も議案説明の中には何も出てこ

ない。ここら辺も時系列的にやっぱりきちっと説明してもらわないとわからないわけで、

現状こういうものだからこういうふうにかえていく必要があるということはよくわかり

ます。ただ、今までの過程の中で議会の議論の中でもやってきたのと違うことが起こっ

てきているわけですからそこら辺は丁寧な説明をしていただきたいというのがあります。 

  もう１点はやっぱり契約の変更ということで今工事はどうなっているのか。当然、議

会の議決を得ないと変更できないわけですから私はとまっていると思っているんですが、

そこら辺現状どういうふうになっているのかと、その２点をお聞きしたいと思います。 

○スポーツ課長兼スポーツセンター館長（恒川 覚君） 

  議長。 
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○議長（横井良隆君） 

  スポーツ課長、どうぞ。 

○スポーツ課長兼スポーツセンター館長（恒川 覚君） 

  

ます前に昨年に柱の調査の方をさせていただきまして、その時点で補修でということで

決定をさせていただきました。そのときに２本については交換あるいは撤去が必要とい

うことでしたので、今回その２本につきましては既に撤去をさせていただきました。残

りの柱につきまして10本ございますが、そちらの方につきましては点検をかけて補修で

ということでございましたが、そのときに既に既設の補修部分がコンクリート柱の根本

部分にありました。それをそのときに外すということはせずに外観の点検で行ってまい

りました。その結果、補修で足りるという結果をいただいたんですが、今回その工事を

行っている最中、行うに当たり、その既設の補修部を取り除いて再度補修をするという

ことで見まして、はつって剥がして中を確認しましたところ、そのコンクリートの中が

爆裂をしていまして中の鉄筋の腐食が非常に進んでいるということが判明いたしました

ので、今回この工事の変更ということで業者と協議をしましてそのような経緯に至った

わけでございます。 

  それから工事の監理とかの関係でございますが、今回この工事の監理につきましては

自前で全てやってございます。ですので必要な経費は出てまいりませんのでよろしくお

願いをいたします。以上です。 

  済みませんでした。工事につきましては現在行っておりません。この契約議決をいた

だいた後に進めてまいりたいと思っております。以上です。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

   

 

  今ちょっと調査のときに外観の点検だけだったということで、まあそうですよね。や

っぱりあけてやることはできなかったのかもしれませんが、外観だけ見てわかるんです

か。だから結果としてわからなかったから出てきているんですが、そこら辺もう少し科

学的な方法とかなかったんですか。ちょっと私も詳しくないですが、そこら辺検査方法、

外観以外の方法、それをなぜとらなかったのかなと思うんですが。ここら辺点検方法を

もう少し詳しく説明もしくはこれは調査したときの報告書等々があると思うのでそれを

議会にも出していただいて、もう少しこの経験は共有をしていかないといけないんじゃ

ないかと。前に大治小学校で改装したときにちょっと契約変更とかありましたが、あれ

は調査していなかったんですね。工事やっていく中で出てきたことですが、今回調査し
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たのに出てきたというのはやっぱりまた次も調査したときにまた出るんじゃないかとい

うことになりますので、ちょっとそこら辺もう少しここの経緯を町としても議会側とし

ても認識していく必要があるんじゃないかと思うのでその点どうでしょうか。 

○スポーツ課長兼スポーツセンター館長（恒川 覚君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  スポーツ課長、どうぞ。 

○スポーツ課長兼スポーツセンター館長（恒川 覚君） 

  調査の方法でございます。外観ということでございますが、このものにつきましては

コンクリート柱の点検の手引きというのがございます。詳細は我々ちょっと申し上げる

ことはできませんが、コンクリートの柱に荷重がかかりますと当然ひび割れが発生する

そうです。そのひび割れの方向とか幅、長さ、本数を近接の距離からの目視により確認

をすることでその柱の劣化状況が確認できるというもので、その目視による点検という

のが非常にスタンダードであると我々は伺っておりますので、それによって点検をさせ

ていただいたものでございます。ただ、その根元の部分、どうしても既設の補修部分に

つきましては剥がしてということもございますが、その部分につきまして剥がしてやっ

てしまうと現状どのような変状が起きるかわからないということもございましたので、

そこの部分は剥がさずに調査を終えたということでございます。以上です。 

○議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

   

 

  私もそういう専門ではないんですが、スタンダードなやり方でやられたということで

スタンダードなやり方でこんなに４つも交換、全部で10個のうちの４つ、４割も出てく

るなんてことはないので、これはスタンダードなやり方ではなくて安価なやり方をした

んじゃないかなと思うんですが、ちょっと僕は専門家じゃないのでわかりせん。そこら

辺はやっぱり資料を出していただいて今後のために調査するときは違う方法も検討する

ようにちょっとそこら辺はやっていく必要があると思うんですが、これからもどんどん

改修、大治町していかないといけないところたくさんありますので、ひとつこれは教訓

にしていかないといけないと私は思うんです。その点ちょっと行政側も考えていただい

て、また議会側にもきちっと資料を出していただいて議員ともども一緒になって考えて

いく必要があるんじゃないかなと思うんですが、その点方向性として教育長なり町長ど
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うでしょうか。 

○教育長（平野香代子君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  教育長、どうぞ。 

○教育長（平野香代子君） 

  今回、先ほど課長が申し上げましたように、当初そもそもコンクリート柱はまさに目

視にて安全だよというふうに言われてつけかえだけを計画していたものですが、岐阜の

台風で倒れたという事故を受けまして、ちょっと待って、つける前でしたのでいま一度

調査しましょうということでいたしました。先ほど課長も説明いたしましたが、今回下

を剥がしてしまうとまさに今度修繕に入っていってしまうんですね。工事費になってし

まうんですね。そんなことから今回については目視と高所カメラで見るというやり方で

目視といってもそういった専門の方の観点から見ていただいたというふうに思っていま

す。先ほどの議員おっしゃるように、なかなか修繕は開いてみたら大変なことになって

いるということはたくさんございますので、コンクリート柱についてはまさになかなか

私たちも目視といっても難しいところもあるんですが、日常使っている部分につきまし

てはやはり使っている者が一番不具合は承知しているんですね。ただ、学校というのは

毎年教員もかわってまいりますので使っている者に日々点検を、毎月学校では点検をし

ているところではありますが、そういった点検を細かにというか集積しているんですが

人がかわると目が違って見忘れたりとかいうこともあろうかと思いますので、まさに今

ＩＴ化も進んでいるところですのでそういったデータを漏らすことなく気づく範囲で、

100％気づくかどうかと言われると自信もないところでもありますが、私たちが日々使っ

ている中で不具合があるところはとにかく集積をして早めの修繕に心がけていきたいと

思っているところであります。 

○議長（横井良隆君） 

  他に。 

        ［｢なし」の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  議案第55号は、会議規則第39条第３項により委員会の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｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。 
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  ただいま議題となっています議案第55号は、委員会の付託を省略することに決定をい

たしました。 

  これから討論を行います。 

  まず、原案に反対の方の発言を許します。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第55号を採決いたします。 

  議案第55号は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

        ［起立 全員］ 

○議長（横井良隆君） 

  起立全員です。したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしましたので会議を閉じます。 

  これで令和２年10月大治町議会臨時会を閉会いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午後２時35分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

  議  長  横 井 良 隆 

 

 

  署名議員  鈴 木 康 友 

 

 

  署名議員  三 輪 明 広 


