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開    会 

〔開会  午後 ４時００分〕 

 

○議長（井上利治君） 会議を再開いたします。 

 本日の出席議員数は14名です。定足数に達しておりますので、これより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。これより日程に入ります。 

日程第1  議案第12号 令和２年度 南越前町一般会計予算から日程第12 議案第23号 令

和２年度 南越前町水道事業会計予算についてまでの12議案を一括して議題といたします。 

 

                                

当初予算特別委員会の報告 

 

○議長（井上利治君）これらの案件につきましては、「当初予算特別委員会」に付託し、

すでに審査を終えておりますので、当初予算特別委員長の報告を求めることにいたします。 

○議長（井上利治君）「当初予算特別委員長」 12番 平谷弘子君 

〔当初予算特別委員長 登壇 報告〕 

○当初予算特別委員長（平谷弘子君）令和２年度 当初予算特別委員会より、ご報告を申し上げます。 

今期、 議会 定例会において、本委員会に付託されました、案件審査のため、３月５日から１７

日までの期間中の５日間、第１委員会室において、関係理事者の出席を求めて、令和２年度 当初予

算特別委員会を開催いたしました。付託を受けました議案第１２号 令和２年度 南越前町一般会

計予算から議案第２３号 令和２年度 南越前町水道事業会計予算までの各会計当初予算１２議案

について、所管ごとに慎重に審査をいたしましたので、その、審査結果及び、特に議論し、指摘し

ました事項について、ご報告いたします。 

一つ目、国土強靱化地域計画の策定について 

令和２年度に 国土強靱化の基本理念に基づきまして、本町も国土強靱化地域計画を策定

することとして、策定にあたっては、町地域防災計画や国、県の計画を基に策定すると思

うが、町内の河川・急傾斜・携帯電話の不感地帯解消など、地域の諸課題の対応策を掲載  

するなどして策定されたい。また、策定にあたっては役場内のワーキンググループだけで

なく、広く地域住民から聞き取り等をしたうえで、町民が安全で安心して生活できよう、

十分検討して策定されたい。との指摘に対して国土強靭化地域計画は、どのような災害が

発生しても、被害を最小限に抑え、尊い人命と財産を守り、機能不全に陥らない、強靭な
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地域を作り上げるための計画です。風水害、地震、津波、原子力災害等、あらゆる事象を

想定し、住民生活の機能不全を回避するための、災害予防体制、ライフラインの確保、迅

速な復旧・復興体制の構築をめざします。計画策定にあたっては、庁内ワーキンググルー

プを中心に議論を重ね、住民からのアンケート調査や聞き取り等も踏まえながら、柔軟に

進めてまいります。との回答でありました。 

二つ目、今後の板取宿のあり方について 

 天正時代から、北国街道の入り口として関所を設け、今も面影を残している、今庄地区の

スキー場の下に茅葺き屋根の板取宿が存在している。板取宿を維持管理していくには多額

の費用を要し、特に屋根の茅は、定期的に葺き替えが必要であり、一棟葺き替えるには、

約２０００万円かかると言う。更に、板取宿周辺景観の補修も行き届いていないのが現状

である。現在、国・県の補助金が、見込まれない状況の中ではあるが、今後の維持管理と 

利用について地域住民や関係者と早急に協議・検討して、具体的な計画を早急に検討され

たい。との指摘に対して、現在、板取宿には4棟の茅葺き民家があります。そのうち、増

尾家１棟のみが、国の登録有形文化財となっておりますが、登録有形文化財の場合は、国

等の指定文化財と違い、保存修理事業では、補助の対象となる経費が限られており、板取

宿に係る維持管理経費には一般財源を充てているのが、現状であります。このような状況

の中で、今後のあり方につきましては、様々な方面の方からの、意見を聞くとともに、議

員各位にも議論に参画していただきながら、検討していきたいと考えております。との回

答でありました。 

三つ目、中村家住宅の一般公開について 

  国の重要文化財に指定されている「中村家住宅」の一般公開に向けて、町は国の補助金

を受けながら、保存修理及び、古文書調査を行っている。一般公開に向けての関連事業

を予算計上しているが、できるだけ速やかに着手・着工し、町の活性化と観光誘客推進

を図られたい。一般公開関係事業においては遅滞することなく、計画どおりに公開がで

きるように努められたい。との指摘に対して、国重要文化財「中村家住宅」は、引き続

き国・県と協議の上、保存修理事業を進めるとともに、建築的・歴史的価値を紹介する

ための、古文書調査や所蔵品調査を進めてまいります。また、更なる観光誘客推進が図

られるよう、観光客の受け入れ体制を整え、その準備を一層推進することで、計画どお

り２年後に一般公開できるよう努めてまいります。との回答でありました。 

四つ目、 南条サービスエリア周辺 地域振興施設への誘客と新商品開発について 

 南条サービスエリアは、北陸自動車道の県内唯一のサービスエリアであり、現在も、多く

の人が立ち寄っている。その周辺に、地域住民が生き甲斐を持って働く場所並びに、サー
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ビスエリアを利用する人たちが買い物や飲食ができる場所として、南条サービスエリア周

辺地域振興施設の整備に取りかかっている。今回、観光誘客に向けた当該施設で販売する 

予定である地域資源や、特産物を活用した新商品を開発する予算が計上されているので、

施設オープンに間に合うように、早急に魅力ある新商品の開発を推進されたい。また、施

設周辺道路の整備及び、ＳＮＳ等を利用した情報発信にも努められたい。との指摘に対し

て、南条サービスエリア周辺地域振興施設において、地元の農林水産物や特産品などを販

売することで、生産者の所得向上や、流通の多様化、これらによる地域経済の活性化や、

雇用の創出が期待できます。今後、速やかに、地域資源や特産物を活用した新商品を開発

する個人、法人及び企業を支援し、施設オープンに間に合うように、魅力ある新商品の 

開発を進めるとともに、ＳＮＳ等を活用した情報発信の強化も図ってまいります。また、

施設に連絡する国道・県道および、町道の舗装補修などを、丹南土木事務所と協働で 実

施するとともに、国道305・365号から施設まで、容易に連絡可能な道路の整備の実現に努

めます。との回答でありました。 

 

五つ目、森林環境譲与税の有効的な利用について 

森林環境譲与税は、森林経営 管理制度の導入にあわせて、２０１９年度から、市町村や

都道府県に基準に沿って、譲与が開始されている。当初予算では、森林環境譲与税事業と

して、山際区域森林現況調査を委託する他、約２１００万円を基金に積み立てることにし

ているが、県内有数の山林面積をもった本町としては、この貴重な財源を有効活用した森

林整備や森林振興策の実施を通し、地域の安全・安心及び、安定的な雇用の創出に寄与す

るような年次計画を早急に検討して、事業を実施されたい。との指摘に対して、令和元年

度から進めている、山際区域森林現況調査を計画的に実施するとともに、調査が終了した

集落においては、引き続き間伐等、施行意向調査を実施し、意向に沿って森林環境譲与税

を財源とした、間伐等の森林整備を進めることといたします。また、森林整備を推進する

上において、森林境界を明確にする必要があることから、森林境界の明確化事業の取組み

を集落に強く働きかけるとともに、福井県地域林政アドバイザーの指導・助言を仰ぎなが

ら、森林整備等の事業計画の策定を急ぎ、森林組合と連携しながら、公益的機能に資する

事業の実施に努めることといたします。との回答でございました。 

六つ目、山海里集落支援事業補助金について 

山海里 集落支援 補助金は、集落の課題に対して、地方公共団体が管理するものの他、国、

県等の補助金等の対象とならない、集落管理の排水路改修や公園整備事業等に対して、町

が単独で補助する制度であり、このような住民サービス的補助金は、県内でも例のない手

厚い補助事業であることは承知している。今回、人口減少と少子高齢化の影響もあって、
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住民生活や集落環境の変化もあり、他の補助金制度の見直を行っているようであるが、山

海里集落支援事業補助金制度についても地域住民が安全で安心して、快適に生活できるよ

うに、利用実績を精査し、更に充実した補助制度となるよう検討されたい。との指摘に対

して、山海里集落支援事業補助金制度は、令和元年度から、地域の子育て環境の整備を推

進する観点から、公園整備のうち「遊具の新設」「遊具の改修」「遊具の点検」の補助率

を５割から７割に引き上げたところではございますが、昨今の若者の流出や高齢化の進展、

建設資材の高騰等の実情を勘案しながら、今後に向け、集落にとって活用しやすい補助制

度となるよう検討を重ねていくことといたします。との回答でございました。 

七つ目、若者定住化対策の継続について 

 本町においては、人口減少が顕著に進んでおり、特に若者の町外に転出する傾向に歯止め

がかからない状態が続いている。町は、若者の定住化やＩターン、Ｕターンなどを促進す

るために宅地分譲及び住宅支援政策を実施し、若者の定住化を図っているが、南越前町の

将来を担っていく若者の定住政策は、最重要政策と考えるので、既存の政策は、拡充をし

ながら継続するとともに、今後とも若者が住みやすい町になるような、きめ細かな対策を

講じられたい。との指摘に対して、現在、分譲中の宅地の販売方法を再検証するとともに、

新たな住宅団地造成事業に向けた調査・研究ならびに、現在の空き家情報バンク制度を拡

充し、既存の集落内の空き地の活用にも積極的に取り組みます。また、若者をはじめＵＩ

Ｊターンを検討されている方が、関心を持っていただけるようＳＮＳ等を利用し、即効性

のある情報発信に努めるとともに、既存の住宅支援策に加え、新たな定住支援策を企画立

案し、人口流出の抑制に向けた定住化施策を講じます。との回答でありました。 

 

以上が、当委員会が指摘した事項に対する理事者側の回答でございました。 

今後は、回答されたとおり対策が講じられているか見極めていきますので、町側も真摯に対策を講

じていただきますようお願いを申し上げます。 

採決の結果、各議案につきましては、いずれも原案のとおり認めることに決定いたしました。 

以上が、本委員会に付託されました審査結果であります。 

議員各位におかれましては、ご賛同賜りますようお願いを申し上げまして、令和２年度 

当初予算特別委員会からの報告を終わります。 

〔 委員長 降壇 〕 

○議長（井上利治君）これにて「当初予算特別委員長」の報告を終わります。 

                               

討  論 ・ 採  決 
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○議長（井上利治君）これより、議案第12号 令和２年度 南越前町一般会計予算から

議案第23号 令和２年度 南越前町水道事業会計予算についてまでの12議案を一括し

て討論を行います。討論ありませんか。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

○議長（井上利治君）討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより採決を行います。議案第12号 令和２年度 南越前町一般会計予算は、 

当初予算特別委員長の報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。 

(全員起立) 

○議長（井上利治君）起立、全員です。よって、議案第12号は、当初予算特別委員長

の報告のとおり可決されました。 

次に、議案第13号 令和２年度 南越前町国民健康保険特別会計予算から議案第

23号 令和２年度 南越前町水道事業会計予算までの11議案を一括して、採決いたし

ます。議案第13号から議案第23号までの11議案は、当初予算特別委員長の報告のと

おり決することに賛成の方は、ご起立願います。 

(全員起立) 

○議長（井上利治君）起立、全員です。よって、議案第13号から議案第23号までの 

11議案は、当初予算特別委員長の報告のとおり認めることに決定しました。 
                              

常任委員会の報告 

 

○議長（井上利治君）次に、日程第13 議案第24号 「南越前町 景観条例の制定に

ついて」から日程第19 議案第30号 「権利の放棄について」までの7議案を一括し

て議題といたします。これらの案件につきましては、各常任委員会に付託し、すで

に審査を終えておりますので、各常任委員長の報告を求めることにいたします。 

はじめに、総務文教常任委員長の報告を求めます。 

 

(「議長」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）総務文教常任委員長 ８番 加藤 伊平 君 

〔委員長登壇  報告 〕 

 

○総務文教委員長（加藤伊平君）総務文教常任委員会よりご報告いたします。 

今期定例会において、総務文教常任委員会に付託されました案件審査のため、３月６日及び１１日

に 第1委員会室にて委員会を開催いたしました。 

付託を受けました、議案第２４号 南越前町 景観条例の制定についてから、 議案３１号 南越前
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町青少年育成 代継基金条例の一部改正についてなど、条例関係 ５議案及び、議案第３３号 南越前町

まちづくり計画の変更についてなど、本委員会に関わる事項、６議案につきまして、関係理事者の出

席を求めて、所管ごとに慎重に審査をいたしました。 

採決の結果、各議案につきましては、いずれも原案のとおり認めることに決定しました。 

以上が、本委員会に付託されました各議案などの審査結果であります。 

議員各位におかれましては、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 

 

〔 委員長降壇 〕 

                               

質     疑 

 

○議長（井上利治君）これにて、総務文教常任委員長の報告を終わります。 

これより、総務文教常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、産建厚生常任委員長の報告を求めます。 

 

(「議長」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）産建厚生常任委員長 ７番 平泉 初男 君 

〔委員長登壇  報告 〕 

 

○産建厚生常任委員長（平泉初男君）産建厚生常任委員会より ご報告いたします。 

今期定例会において、産建厚生常任委員会に付託されました案件審査のため、３月１０日及び 

１１日に第１委員会室にて、委員会を開催いたしました。 

付託を受けました、議案第２５号 成年被後見人等の権利の制限に係る 措置の適正化等

を図るための関係法律の 整備に関する法律の 施行に伴う関係 条例の整理に関する 条例

の制定についてから議案第３０号 南越前町 町道の構造の技術的基準を定める条例の 一

部改正についてまでの条例関係 ４議案及び、議案第３２号 公の施設の 指定管理者の指

定についてから 議案第３７号 糠漁港 離岸堤 機能増進工事（その1）変更契約の締結につ

いてまでの ５議案など、本委員会に関わる事項、９議案につきまして、関係理事者の出席

を求めて、所管ごとに慎重に審査をいたしました。 
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採決の結果、各議案につきましては、いずれも原案のとおり認めることに決定いたしました。 

また、本委員会に付託されました、陳情第１３号 免税軽油制度の継続を求める陳情につ

いては「採択」とすることにしました。 

以上が、本委員会に付託されました各議案の審査結果であります。 

議員各位におかれましては、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 

 

〔 委員長降壇 〕 

 

○議長（井上利治君）これにて、産建厚生常任委員長の報告を終わります。 

 

                               

質     疑 

 

○議長（井上利治君）これより、産建厚生常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

                                

討  論 ・ 採  決 

 

○議長（井上利治君）これより、議案第24号 南越前町 景観条例の制定について か

ら議案第31号 南越前町 青少年育成 代継基金条例の一部改正についてまでの8議案

を一括して討論を行います。討論ありませんか。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 

○議長（井上利治君）これより採決を行います。 

議案第24号 から 議案第31号 までの8 議案を一括して採決を行ないます。 

議案第24号から議案第31号までの8議案については、各常任委員長の報告のとおり決

することに賛成の方は、ご起立願います。 

(全員起立)  
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○議長（井上利治君）起立、全員です。 

よって、議案第24号から議案第31号までの8議案は、各常任委員長の報告のとおり可

決されました。 

 

○議長（井上利治君）次に、議案第32号 公の施設の指定管理者の指定についてから 

議案第37号 糠漁港離岸堤機能増進工事（その1）変更契約の締結についてまでの6

議案を一括して討論を行います。討論ありませんか。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 

○議長（井上利治君）これより採決を行います。 

議案第32号から議案第37号までの6議案を一括して採決を行ないます。 

議案第32号から議案第37号までの6議案については、各常任委員長の報告のとおり 

決することに賛成の方は、ご起立願います。 

(全員起立)  

 

○議長（井上利治君）起立、全員です。 

次に、日程第27 陳情第13号 免税軽油制度の継続を求める陳情についての採決を

行ないます。陳情第13号に対する産建厚生常任委員長の報告は「採択」とするもの

であります。これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）異議なしと認めます。よって、陳情第13号は、産建厚生常任委

員長の報告のとおり「採択」とすることに決定しました。 

 

○議長（井上利治君）次に、今期、議会定例会の会期中に、自然保護並びに環境保全

対策特別委員会が開催されましたので委員長の報告を求めます。 

(「議長」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）自然保護並びに環境保全対策特別委員長  

４番 城野 庄一 君 

           〔 委員長登壇 〕 
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○議長（井上利治君）自然保護並びに環境保全対策特別委員会より報告いたします。 

当委員会では、３月１３日に 第１委員会室において、町内に事業所を有しております、産業廃

棄物処分業や古物商、リサイクル業等を営む、法人２社をお招きして、事業内容や諸課題などをご

教示していただき、相互理解と信頼関係の構築を図るとともに、私たち議員が、地域住民たちに正

しい情報をわかりやすく説明ができるようにと、自然保護並びに環境保全対策特別委員会を開催い

たしました。最初に、「株式会社 ディーウエスト」の代表取締役から説明を受けました。ディー

ウエストは、平成２９年１２月に南越前町関ケ鼻に事業所を設け、事業を開始しました。業務内容

は、産業廃棄物 収集運搬業、産業廃棄物 処分業などを営んでおり、営業時間は８時から５時まで

で、産業廃棄物の収集運搬と積替え保管だけを行っているとのことであります。また、地域住民の

意見を尊重し、指摘された事案については、環境に配慮しながら改善策を講じているとのことでし

た。次に「株式会社 東洋テック」の社員から説明を受けました。東洋テックは、南越前町湯尾の

空き工場を買収し、平成３０年８月に設立し、平成３１年３月から事業を開始しております。事業

内容は、リサイクル業、金属買取・販売が主であり、金属くずや廃棄電線、変圧器の中身などを破

砕・分別して、国内外へ販売しているとのことでした。一番の課題は、従業員不足であり、原材料

となる金属等の破砕・分別作業に支障が出ているとのことでありました。現時点では、環境や安全

面での影響は確認されていないが、野積み状態の金属スクラップ等の管理方法ついては、特に慎重

に取り扱っていただきたいと、意見を申し上げました。委員会としては、地域住民の生活や、自然

の生態系に異変が生じることのないように、今後も更なる諸課題の調査・研究を実施していきたい

と思っておりますので、議員各位におかれましては、ご賛同賜りますよう、お願い申し上げまして、

自然保護並びに 環境保全対策特別委員会の報告を終わります。 

○議長（井上利治君）これにて、自然保護並びに環境保全対策特別委員長の 

報告を終わります。 

 

─────────────────────── 

討   論 

 

○議長（井上利治君）これより、議案第29号 「町道路線の認定、廃止及び変更につ

いて」及び議案第30号「権利の放棄について」の 2議案を一括して討論を行います。 

討論ありませんか。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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─────────────────────── 

採   決 

○議長（井上利治君）これより採決を行います。 

議案第29号 及び 議案第30号 の2 議案は、産建厚生常任委員長報告のとおり決す

ることに賛成の方は、ご起立願います。 

(全員起立) 

 

○議長（井上利治君）起立、全員です。 

よって、議案第29号及び、議案第30号の2議案は、産建厚生常任委員長の 報告のと

おり決しました。 

 

○議長（井上利治君）次に、日程第20 議案第31号「人権擁護委員の推薦につき意見

を求めることについて」を上程いたします。岩倉町長より、提案理由の説明を求め

ます。 

(「議長」と呼ぶ声あり) 

○議長（井上利治君）岩倉町長 

〔町長登壇  説明〕 

 

○町長（岩倉光弘君）本日、追加提案いたしました各案件につきまして、その概要をご説

明申し上げます。 

 提案いたしました議案は、公の施設の指定管理に関するものが２件、補正予算に関するも

のが１件、人事に関するものが５件の合計８件であります。 

 最初に、議案第３８号 公の施設の指定管理者の指定管理期間の変更について、ご説明申

し上げます。これは、株式会社マックアースを指定管理者として管理を行わせている公の施

設について、指定管理者の指定を取り消すことに伴い、指定管理期間を変更したいので、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により、今回提案いたすものであります。 

 次に、議案第３９号 公の施設の指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。 

これは、指定管理期間を変更した公の施設のうち一部の施設について、新たな指定管理者の

指定をしたいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、今回提案いたすもので

あります。その内容は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、「今庄３

６５温泉やすらぎ」および「林業者宿泊施設等３６５森林パーク」並びに「アルペンローズ

３６５」で、指定管理者となる団体の名称は、いずれの施設も一般財団法人 南越前町公共

施設管理公社で、指定の期間については、同じくいずれの施設も令和２年４月１日から令和

７年３月３１日にいたそうとするものであります。 

次に、議案第４０号 令和２年度 南越前町一般会計補正予算（第１号）でありますが、 
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予算現額に２，０００万円を追加し、予算総額を９０億３，１０３万９千円にいたそうとす

るものであります。なお、債務負担行為補正では、今庄３６５温泉やすらぎ等の指定管理業

務に令和３年度から令和６年度までの期間、限度額３，７３５万９千円を追加し、地方債補

正では、南条サービスエリア周辺地域整備事業で限度額を５億６，０００万円から４億５，

５００万円にいたそうとするものであります。 

 歳出の主なものは、商工費では、今庄３６５温泉やすらぎ等の施設管理委託料に９５３万

２千円、スキー場管理費需用費に６９１万９千円、同じく機械機器保守委託料に２７８万５

千円の追加等であります。 

歳入の主なものは、国庫支出金では、地方創生拠点整備交付金に１億５００万円、繰越

金では、純繰越金に２，０００万円の追加、町債では、南条サービスエリア周辺地域整備

事業債で１億５００万円の減額であります。 

 次に、議案第４１号「南越前町固定資産評価審査委員会委員の選任について」でございま

すが、現在、固定資産評価審査委員会委員をされております 奥村 隆雄 氏が令和２年３

月３１日をもって任期満了となりますので、新たに、畑 耕一 氏を選任いたしたく議会の

同意を求めるものであります。 

次に、議案第４２号「南越前町固定資産評価審査委員会委員の選任について」でございま

すが、現在、固定資産評価審査委員会委員をされております 中澤 さよ子 氏が令和２年

３月３１日をもって任期満了となりますので、再度、中澤 さよ子 氏を選任いたしたく議

会の同意を求めるものであります。 

 次に、議案第４３号「南越前町固定資産評価審査委員会委員の選任について」でございま

すが、現在、固定資産評価審査委員会委員をされております 山本 厚生 氏が令和２年３

月３１日をもって任期満了となりますので、新たに、小道 秀昭 氏を選任いたしたく議会

の同意を求めるものであります。 

次に、議案第４４号 「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」でござい

ますが、現在、人権擁護委員をされております、前田壽美恵 氏が、令和２年６月３０日を

もって任期満了となりますので、新たに、上山 優美 氏を推薦いたしたく人権擁護委員法

の規定により議会の意見を求めるものであります。 

次に、議案第４５号 「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」でござい 

ますが、現在、人権擁護委員をされております、大悟光順 氏が、令和２年６月３０日を

もって任期満了となりますので、新たに、細川 治 氏を推薦いたしたく人権擁護委員法の

規定により議会の意見を求めるものであります。 

 以上、追加提案いたしました８議案につきまして、ご説明を申し上げました。 

ご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

〔 町長降壇 〕 
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○議長（井上利治君）これにて、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（井上利治君）次に、日程第36 報告第2号 専決処分事項の報告について 

（法律上 町の義務に属する交通事故による損害賠償の額の決定について）の専決処

分事項は、お手元に配布してありますので、ご覧願います。 

 

─────────────────────── 

 質   疑 

 

○議長（井上利治君）次に、日程第28号 議案第38号 公の施設の指定管理者の指定

管理期間の変更について から 日程第30号 議案第40号 令和2年度 一般会計補

正予算（第1号）までの3議案は、関連がありますので、一括して審議を行います。 

 

○議長（井上利治君）これより、質疑を行ないます。質疑ありませんか。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

─────────────────────── 

 討 論・採 決 

 

○議長（井上利治君）これより、討論をおこないます。討論ありませんか。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

─────────────────────── 

 採   決 

 

○議長（井上利治君）これより採決を行います。議案第38号から 議案第40号までの 

3議案を一括して採決を行ないます。議案第38号から 議案第40号までの 3議案につ

いては、原案のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。 

(全員起立) 

 

○議長（井上利治君）起立、全員です。よって、議案第38号から 議案第40号までの 

3議案は、原案のとおり可決されました。 
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次に、日程第31 議案第41号 南越前町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て から 日程第35 議案第45号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て までの5議案を一括して議題といたします。お諮りいたします。 

議案第41号から議案第45号は人事案件でありますので、慣例により質疑・討論を

省略し、ただちに採決をおこないたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり) 

 

                                 

採   決 

 

○議長（井上利治君）異議なしと認めます。よって、議案第41号から議案第45号は、 

慣例により質疑・討論を省略し、ただちに採決を行なうことに決定いたしました。 

これより採決を行います。 

 議案第41号 南越前町固定資産評価審査委員会委員に畑 耕一君の選任について

は、これに同意することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意するこ

とに決しました。 

 次に、議案第42号 南越前町固定資産評価審査委員会委員に中澤 さよ子さんの

選任については、これに同意することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意するこ

とに決しました。 

次に、議案第43号 南越前町固定資産評価審査委員会委員に小道 秀昭君の選任

については、これに同意することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり同意すること

に決しました。 

次に、議案第44号 人権擁護委員に上山 優美さんを適任とすることに、ご異議

ございませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ声あり) 

○議長（井上利治君）異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決しました。 
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次に、議案第45号 人権擁護委員に細川 治君を適任とすることに、ご異議ござ

いませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決しました。 

 

○議長（井上利治君）次に、日程第37 議員派遣について を議題といたします。 

本件につきましては、地方自治法第100条第13項及び会議規則第129条第1項の規定

により、議員の派遣について承認を求めるものであります。 

議員派遣については、調査・研修を目的にお手元に配布のとおり、議員派遣を行

おうとするものであります。ただし、緊急を要する場合は議長において決定したい

と思います。お諮りいたします。本件については、これを承認することに ご異議ご

ざいませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては、お手

元に配布のとおり承認することに決定しました。 

 

○議長（井上利治君）暫時休憩します。 

 

─────────────────────── 

休憩〔午後 ４時４８分〕 

 

─────────────────────── 

 再開〔午後 ４時５１分〕 

 

○議長（井上利治君）会議を再開します。 

只今の休憩中に、熊谷 良彦 議員他２名から、発議第１号 免税軽油制度の継続

を求める意見書が提出されました。お諮りいたします。 

これを日程に追加し、追加日程第1として議題にすることにご異議ございませんか。 

 

(「異議なし」と呼ぶ声あり) 
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○議長（井上利治君）異議なしと認めます。よって、追加日程第1 発議第1号 免税

軽油制度の継続を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 

○議長（井上利治君）提案者の説明を求めます。 

(「議長」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君） 5番 熊谷 良彦 君 

 

〔5番（熊谷 良彦君） 登壇〕 

 

○５番（熊谷良彦君）それでは、発議第１号 免税軽油制度の継続を求める意見書の提出 

について、提案理由の説明を申し上げます。 

冬季、スキー場ではゲレンデを整備するためゲレンデ整備車の燃料に、大量の軽油を使

用している。使用している軽油は「軽油引取税」が免除される免税軽油制度の適用を受け

ている。免税軽油制度とは、道路を走らない機械に使用する軽油について「軽油引取税」

が免除される制度である。この「軽油引取税」については、平成２１年の税制改革におい

て目的税から普通税に変更されており、令和３年３月末日をもって免税措置（１リットル

あたり３２円１０銭）が廃止される状況にある。 

スキー場産業では、索道事業者が使用するゲレンデ整備車及び、人口造雪機に使用する軽

油が免税となっており、この制度が廃止されることは、スキー場の経営維持はもとより、地

域経済にも計り知れない悪影響を及ぼすこととなり、その継続は当町において必要不可欠を

認識するものである。 

  以上のことから、免税軽油制度の継続を強く要望するものであり、本案を提出するもの

であります。 

 議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申し上げまして提案理由の説明といたします。 

 

〔5番（熊谷 良彦君） 降壇〕 

 

○議長（井上利治君）これにて、熊谷 良彦君による 提案理由の説明を終わります。 

 

 

質  疑 

 

○議長（井上利治君）これより、発議第1号について、質疑を行ないます。 

質疑ありませんか。 
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(「なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

 

採  決 

 

○議長（井上利治君）お諮りいたします。これより、討論を省略して採決を行ないた

いと思います。これに、ご異議ございませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決を行なうこ

とに決定しました。 

 

○議長（井上利治君）発議第1号 免税軽油制度の継続を求める 意見書の提出につい

ては、原案のとおりとすることに賛成の方は、ご起立願います。 

（全員起立） 

 

○議長（井上利治君）起立、全員です。 

よって、発議第1号は、原案のとおり提出することに決しました。 

以上で、本日の本会議の日程は、終了いたしました。 

 

○議長（井上利治君）閉会にあたり、岩倉町長より 発言が求められておりますので、

これを許します。 

 

(「議長」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（井上利治君）岩倉町長 

 

〔 町長（岩倉光弘君）登壇 〕 

 

○町長（岩倉光弘君）令和２年３月定例議会の終わりにあたりまして、一言お礼を申し上

げます。初日の３月３日に、この本会議場におきまして、私どもが提案させていただきまし

た当初予算をはじめとする、３６議案及び本日追加提案をさせていただいた８議案、全てを

可決いただき誠にありがとうございました。 
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 町といたしましては、今議会において、可決いただきました当初予算については、新年度

補正予算第１号を含め超大型の予算となっております。本町が抱える最重要課題である「人

口減少対策」と「地域の活性化」に資する施策を重点的に展開し、令和の新しい時代にふさ

わしい町を創り上げる予算としたします。 

代表質問並びに一般質問をはじめ当初予算特別委員会および各常任委員会でいただきまし

たご意見につきましても、真摯に対応いたすこととしますので、ご理解方よろしくお願いい

たします。 

これから「誰もが生き生きと住み続けたくなる南越前町」を目指し、職員一丸となって

「６つのまちづくり」に邁進してまいる所存でございます。 

また、喫緊の課題である、全世界を震撼させている新型コロナウイルス感染症でありま

すが、政府の方針を基本に県と綿密な連絡を取りながら、感染予防をはじめとする、あらゆ

る方面での対策に万全を期することといたします。 

今後、予定されています行事・イベント等の実施の可否については、関係団体等と協議

を行うとともに、費用等が無駄とならないよう充分、検討してまいることといたします。 

最後に、議員の皆様方の、ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げ、お礼の言葉とさせ

ていただきます。どうも、ありがとうございました。 

〔 町長（岩倉光弘君）降壇 〕 

 

○議長（井上利治君）議員各位におかれましては、去る3日から本日までの１７日間に

わたり、各案件に対しまして、慎重審議いただき、それぞれ妥当なるご決議をいた

だきましたこと、また、今期定例会運営にご協力いただきましたことに対しまして 

厚くお礼申し上げます。 

今期定例会に提案された令和２年度当初予算につきましては、「当初予算特別委

員会」を設置し、慎重に審査いたしました。 

審査期間中は、岩倉町長をはじめ理事者各位には、ご協力いただき感謝申し上げ

ます。 

岩倉町長におかれましては、行財政の大変厳しい中にあって、住民が、安全で安

心した生活を営むことができるような町づくりをはじめ、南越前町の更なる発展の

ために、全力で取り組んでおらますことに、心から敬意を表します。 

さて、令和になって災害や事故のない平和で平穏な時代であることを心から願っ

ておりましたが、昨年は、台風や豪雨による甚大な災害が各地で多く発生し、多く

の方々の尊い生命や貴重な財産が奪われてしまいました。これらの災害で、亡くな

られた方々やご家族並びに、被災されました皆様に対しまして、謹んでお悔やみと

お見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興を心から願っております。 
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また、毎日報道され、世間を震撼させている「新型コロナウイルス感染症」の猛

威は、未だ衰え知らずであり、世界中で感染者が増加し続け、入国制限を強化する

各国の動きも活発化しております。日本国内の感染者数も、日を追うごとに増えて

おり、国はイベントの自粛・レジャー施設や公共施設の閉鎖、学校休業要請など、

新型コロナ対応に全力で取り組んでいるが、新型コロナの終息のめどが立たず、国

民生活と産業経済に不安が募るばかりである。 

つきましては、政府の責務において、関係諸国との連携を密にして、早急に特効

薬を開発し、一日も早く、人々の不安と恐怖を払拭して、通常の生活に戻れるよう 

更なる尽力に期待する次第でございます。 

さて、我々議員も選挙から早、２年が経過しようとしております。任期も残り半

分となりますが、議員同士お互いに刺激しながら、町民の皆様の負託に応えられる

よう、職務を全うし、本町の更なる発展のために、全力で取り組むことをお約束い

たしまして、閉会のあいさつといたします。 

 

これをもちまして、令和２年3月 南越前町議会定例会を閉会いたします。 

 

 〔閉会 午後 ４時５６分〕 


