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西米良村告示第29号	 

	 令和元年第３回西米良村議会臨時会を次のとおり招集する。	 

	 	 令和元年９月26日	 

西米良村長	 黒木	 定藏	 

	 

１	 期	 日	 令和元年10月15日（火）	 

２	 場	 所	 西米良村役場議場	 

	 

○開会日に応招した議員	 

黒木	 竜二君	 	 	 	 	 	 児玉	 義和君	 

白石	 幸喜君	 	 	 	 	 	 上米良	 玲君	 

濵砂	 征夫君	 	 	 	 	 	 上米良秀俊君	 

濵砂	 恒光君	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ◯	 

	 

○10月15日に応招した議員	 

同	 上	 

	 

○応招しなかった議員	 
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令和元年	 第３回（臨時）西	 米	 良	 村	 議	 会	 会	 議	 録（第１日）	 

令和元年10月15日（火曜日）	 

	 

議事日程（第１号）	 

令和元年10月15日	 午前10時10分開会	 

日程第１	 会議録署名議員の指名	 

日程第２	 会期の決定について	 

日程第３	 諸般の報告	 議長報告	 

日程第４	 議案第54号	 平成31年度西米良村コミュニティバス購入事業の売買契約につ

いて	 

日程第５	 議案第55号	 平成31年度西米良村一般会計補正予算（第６号）	 

	 

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	 会期の決定について	 

日程第３	 諸般の報告	 議長報告	 

日程第４	 議案第54号	 平成31年度西米良村コミュニティバス購入事業の売買契約につ

いて	 

日程第５	 議案第55号	 平成31年度西米良村一般会計補正予算（第６号）	 

	 

出席議員（７名）	 

１番	 黒木	 竜二君	 	 	 	 	 	 ２番	 児玉	 義和君	 

４番	 白石	 幸喜君	 	 	 	 	 	 ５番	 上米良	 玲君	 

６番	 濵砂	 征夫君	 	 	 	 	 	 ７番	 上米良秀俊君	 

８番	 濵砂	 恒光君	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 

	 

欠席議員（なし）	 
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欠	 員（１名）	 

３番	 

	 

事務局出席職員職氏名	 

事務局長	 濵砂	 雅彦君	 	 	 	 	 書記	 前田	 里菜君	 

	 

説明のため出席した者の職氏名	 

村長	 -------------------	 黒木	 定藏君	 副村長	 ---------------	 梅本	 昌成君	 

教育長	 -----------------	 古川	 信夫君	 総務課長	 -------------	 牧	 幸洋君	 

むら創生課長補佐	 -------	 土居	 博和君	 会計管理者	 -----------	 土持	 光浩君	 

福祉健康課長	 -----------	 吉丸	 和弘君	 村民課長	 -------------	 田爪	 健二君	 

建設課長	 ---------------	 上米良	 敦君	 農林振興課長	 ---------	 濵砂	 亨君	 

教育総務課長	 -----------	 山田	 高大君	 

	 

午前10時10分開会	 

○事務局長（濵砂	 雅彦君）	 一同、ご起立ください。一同礼、ご着席ください。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 ただ今の出席議員は７名です。定足数に達していますので、

ただ今から、令和元年第３回西米良村議会臨時会を開会します。これから、本日の会

議を開きます。	 

	 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。	 

	 ただちに議事に入ります。	 

―――――――――――――・―――――・―――――――――――――	 

日程第１．会議録署名議員の指名	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。	 

	 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２２条の規定により、７番	 上米良	 秀俊

君、１番	 黒木	 竜二君を指名します。	 

―――――――――――――・―――――・―――――――――――――	 
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日程第２．会期の決定について	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 日程第２、会期の決定についてを議題とします。	 

	 お諮りします。本臨時会の会期は、本日の１日間にしたいと思いますが、決定し

てご異議はありませんか。	 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 異議なしと認めます。従って、会期は、本日の１日間と決定

しました。	 

	 なお、本日の日程は、お手元の議事日程第１号のとおりでありますので、ご了承く

ださい。	 

―――――――――――――・―――――・―――――――――――――	 

日程第３．諸般の報告	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 日程第３、諸般の報告を行います。	 

	 まず、議員の辞職について報告いたします。	 

	 中武	 智和議員から、視野障害等の体調上の理由により、9月30日付けで議員の辞職

願が提出されました。	 

	 取り扱いに当たり、関係者とも協議をいたしましたが、やむを得ぬと判断しました

ので、10月11日付けで、辞職を許可しております。	 

	 次に、宮崎県町村議会議長会の臨時総会について報告いたします。	 

	 去る10月10日に開催されました臨時総会において、議長会の平成３０年度歳入歳出

決算及び議員互助会の平成３０年度歳入歳出決算について審議されましたが、各議員

にお配りしております決算書のとおり認定されております。また、役員の選任に関す

る申し合わせについて、現行の各郡代表の互選による選出では、統一地方選挙と選挙

の時期がずれる町村では会長の任期を全うすることが困難なことから、輪番制も含め

て引き続き改正案の検討を行うことになっております。	 

	 以上で、諸般の報告を終わります。	 

―――――――――――――・―――――・―――――――――――――	 

日程第４．議案第５４号	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 日程第４、議案第５４号平成３１年度西米良村コミュニティ
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バス購入事業の売買契約についてを議題とします。提出者の説明を求めます。	 

○村長（黒木	 定藏君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 村長。	 

○村長（黒木	 定藏君）	 ただ今提案理由の説明の許可をいただきましたが、その前に

一言だけご挨拶を申し上げます。本日は、臨時議会を開催いたしましたところ、７名

の議員のご出席のもとにご審議いただきますことを、厚く御礼を申し上げたいと思い

ます。また、全国的には台風１９号によりまして、本当に甚大な被害が多発をいたし

ているようであります。被災されました皆様に心からのお見舞いと、尊い犠牲となら

れました皆様のご冥福を心からお祈りさせていただきたいと存じます。	 

	 先刻、議長より報告がありました議員辞職の件につきまして、大変な驚愕を覚える

とともに、極めて残念な気持ちでいっぱいであります。中武議員は卓越した政治感覚、

理解力をお持ちであり、将来を嘱望するに足り得る十分な素養の方で、本当に惜しい

気持ちでございます。これまでの氏のご貢献に感謝をいたしますとともに、今後治療

に専念されまして、ご快癒のあかつきには捲土重来を目指して、また手を挙げていた

だくことを、期待もさせていただくところでございます。さらに本議会におかれまし

ては何かと負担増もあろうかと思いますが、本村振興の発展のために従前より増して

のご尽力を賜りますことをお願い申し上げたいと存じます。	 

	 それでは、ただ今上程いただきました、議案第５４号平成３１年度西米良村コミュ

ニティバス購入事業の売買契約につきまして、提案理由の説明を申し上げます。	 

	 去る9月17日に指名競争入札を執行いたしました。その結果、落札いたしましたの

で、契約の締結に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第３条の規定により、本議会に付議いたすものであります。	 

	 本案は、村営バス運行事業におきまして、現在所有しております４台の車両のうち、

初年度登録から１０年を経過し、また走行距離も４４万kmを超えている１台について、

買い替えをするというものであります。また、年々各部分の不都合による修理も増え

ておりますので、運行中のエンジントラブルの未然防止や計画運行の実施、そして交

通事故防止等にも対応しなきゃならないと思っております。村の公共交通機関として、

地域住民の皆様方の安全な移動手段の確保という観点からも、今回バスの購入をさせ
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ていただきたいと、提案するものであります。	 

	 それでは、本契約の内容につきまして、別紙を朗読いたします。	 

	 	 事	 業	 名	 平成３１年度西米良村コミュニティバス購入事業	 

	 	 導入場所	 西米良村大字村所９６番地１	 

	 	 請負業者	 宮崎トヨタ自動車株式会社	 高鍋店	 店長	 今村	 修	 

	 	 請負金額	 ８１１万５，０００円	 

	 以上、議案第５４号について、ご説明申し上げましたが、詳細につきましては、ご

質問に応じまして、担当課長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の上、可

決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。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 提出者の説明が終わりました。これから質疑を行います。議

案第５４号について質疑はありませんか。	 

○議員（７番	 上米良	 秀俊君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 ７番、上米良	 秀俊君。	 

○議員（７番	 上米良	 秀俊君）	 担当課長にお伺いいたしますけれども、今回買い換

えで導入されるバスについて、乗車定員、何人乗れるのかというのと、それと今度購

入されるバスについては、いつからの使用になるのか、教えていただきたいと思いま

す。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 村民課長。	 

○村民課長（田爪	 健二君）	 ただ今の７番議員のご質問にお答えしたいと思います。

今回購入予定としておりますバスについては、２９人乗りのバスですけれども、運賃

箱とかの設置の関係がございますので、２５人乗りのバスになる予定となっておりま

す。それと導入時期ですけれども、当初１２月を予定しておりましたが、そういった

運賃箱とかですね、そういった諸々の設置の工事期間等がちょっとございますので、

１月中には導入を予定しております。以上でございます。	 

○議員（７番	 上米良	 秀俊君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 ７番、上米良	 秀俊君。	 

○議員（７番	 上米良	 秀俊君）	 了解しました。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 これで質疑を終わります。討論はありませんか。	 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 討論なしと認めます。これで討論を終わります。	 

	 これから、議案第５４号を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決定

することに、ご異議ありませんか。	 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 異議なしと認めます。従って、議案第５４号平成３１年度西

米良村コミュニティバス購入事業の売買契約については、原案のとおり可決されまし

た。	 

―――――――――――――・―――――・―――――――――――――	 

日程第５．議案第５５号	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 日程第５、議案第５５号平成３１年度西米良村一般会計補正

予算（第６号）を議題とします。提出者の説明を求めます。	 

○村長（黒木	 定藏君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 村長。	 

○村長（黒木	 定藏君）	 ただ今上程いただきました、議案第５５号平成３１年度西米

良村一般会計補正予算（第６号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。	 

	 今回の補正は、現在の予算総額に、歳入歳出それぞれ２，７９４万９，０００円を

追加し、補正後の予算額を３２億４，８２０万９，０００円とするものであります。	 

	 歳入についてご説明申し上げます。基金繰入金２，７９４万９，０００円の増額は、

歳出予算の財源として、財政調整基金から繰り入れるものであります。	 

	 次に主な歳出について申し上げます。	 

	 総務費１２３万円の増額は、村制１３０周年に係る追加経費でございます。	 

	 地籍調査費は、本年度調査対象となっている八重地区の竹之元が、９月の台風１７

号の影響を受けたために、調査を円滑に進めるために、作業路の補修経費を予算の組

み換えにより、確保するものであります。	 

	 災害復旧費２，７０１万３，０００円の増額は、農業用施設、林業用施設等に係る、

測量設計の委託及び崩土除去に係る経費などでございます。	 

	 以上で、提案理由について説明申し上げましたが、詳細につきましては、ご質問に
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応じ、担当課長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の上、可決賜りますよ

うお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 提出者の説明が終わりました。これから質疑を行います。議

案第５５号について質疑はありませんか。	 

○議員（４番	 白石	 幸喜君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 ４番、白石	 幸喜君。	 

○議員（４番	 白石	 幸喜君）	 それでは、担当課長にお伺いをしたいというふうに思

いますが、一般管理費で西米良村ＰＲ等の広告料ということで５３万円計上されてご

ざいます。これにつきましては、村制１３０周年の事業に係るものということである

と思いますが、１３０周年事業については先日のイキイキ文化祭等も含めて、いろん

な行事でＰＲをされてございますが、この村制１３０周年記念式典等に参加される皆

様には、何某かの記念品等が渡されるかなというふうには予測をされますが、いわゆ

る一般の村民の方に向けたＰＲ、記念品というのが、考えておられると思いますけれ

ども、もし決定されておられればですね、どの時期にどのような物を配布されるのか、

お伺いしたいというふうに思います。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 総務課長。	 

○総務課長（牧	 幸洋君）	 それでは、４番白石議員のご質問にお答えします。現在鋭

意11月4日の記念式典に向けまして、準備を進めさせていただいているところであり

ますけども、議員のご質問にありましたとおり、村民への記念品ということにつきま

しては、お渡しするものについては、やはり村民の皆様それぞれ、西米良村を振り返

っていただく機会としたいというような趣旨がございますので、この関係のですね、

記念の冊子をですね、村内にお配りしたいと思っております。また、記念品といたし

まして、今内容を精査しているところですけども、各世帯にですね、１種類ずつ準備

をしているところでございます。なお配布につきましては、一般の村民の方々にはで

すね、11月4日の翌日、11月5日が区長会になりますので、そのタイミングで区長様に

お願いをしてですね、配布をいただこうかというような考えをしているところでござ

います。以上です。	 

○村長（黒木	 定藏君）	 議長。	 
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○議長（濵砂	 恒光君）	 村長。	 

○村長（黒木	 定藏君）	 関連いたしまして私のほうからも追加でご報告申し上げます。

実は記念品につきましてはそういうことでございますが、同じく村民の皆様に等しく

この１３０年という記念すべきことについて、いろいろご参加いただき、ともに喜ん

でいただこうということで、11月11日からプレミアム券を発行いたすことにいたして

おります。１３０年にちなんで、３０％増しと、１３０％のお得という形にさせてい

ただき、年末の商工業の活性化の支援にもなればというふうに思っております。以上

であります。	 

○議員（４番	 白石	 幸喜君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 ４番、白石	 幸喜君。	 

○議員（４番	 白石	 幸喜君）	 了解をいたしました。前回花火大会でもですね、内輪

がちょっと残念な気持ちだったんですが、あれもちょっとそういった関連の内輪があ

ると、もっと盛り上がるのかなという気もいたしましたし、そういうお声も聞きまし

たので、それぞれ１３０周年事業については、当初予算でありましたように、各部署

に分かれておると思います。できる分については早めにですね、そういったものを出

していただいて、村民の皆様に全体に行き届くような配慮をしていただければという

ふうに存じます。以上です。	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 ほかにありませんか。これで質疑を終わります。討論はあり

ませんか。	 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 討論なしと認めます。これで討論を終わります。	 

	 これから、議案第５５号を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決定

することに、ご異議ありませんか。	 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 恒光君）	 異議なしと認めます。従って、議案第５５号平成３１年度西

米良村一般会計補正予算（第６号）は、原案のとおり可決されました。	 

	 以上をもって、本臨時会に付議されました案件の全てを審議終了しました。	 

	 これにて、令和元年第３回西米良村議会臨時会を閉会します。ご苦労さまでした。	 
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○事務局長（濵砂	 雅彦君）	 一同、ご起立ください。一同礼。お疲れさまでした。	 

午前10時27分閉議	 
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