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午前 10 時 00 分開会
○議長 辻本 一夫君
おはようございます。
ただいま出席議員は１２名で、会議は成立いたします。よって、ただいまから令和３年第２回
芦屋町議会臨時会を開会いたします。
まず、皆様の御手元に配付しておりますとおり、１１月１５日付で町長より議案第４０号から
議案第４２号までの各議案を撤回したいとの申出がありました。これについては議長のほうで許
可しておりますので、皆様方に御報告いたします。なお、これにより議事日程のうち日程第３か
ら日程第５までは欠番といたします。
それでは、議事日程に従って会議を進めてまいります。
────────────・────・────────────
日程第１．会期の決定について
○議長 辻本 一夫君
まず日程第１、会期の決定を議題といたします。
お諮りします。
本臨時会の会期は本日１日限りにしたいと思いますが、
御異議ございませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
御異議なしと認め、さよう決定いたしました。
────────────・────・────────────
日程第２．会議録署名議員の指名について
○議長 辻本 一夫君
次に日程第２、会議録署名議員の指名を行います。
署名議員については、芦屋町議会会議規則第１２７条の規定により、３番、長島議員と９番、
小田議員を指名しますので、よろしくお願いします。
────────────・────・────────────
○議長 辻本 一夫君
お諮りします。日程第６、議案第４３号から日程第１０、報告第１０号までの各議案について
は、この際一括議題として上程し、町長に提案理由の説明を求めたいと思いますが、御異議ござ
いませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
御異議なしと認め、さよう決定いたしました。

- 1 -

町長に提案理由の説明を求めます。町長。
○町長 波多野茂丸君
皆さん、おはようございます。
それでは、本日提案いたしております議案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
まずは補正予算議案でございます。
議案第４３号の令和３年度芦屋町一般会計補正予算（第３号）につきましては、歳入歳出それ
ぞれ８，０００万円を増額計上しております。歳入につきましては、新型コロナウイルス感染症
対応地方創生臨時交付金に係る国庫補助金を計上したほか、財政調整基金繰入金を増額計上して
おります。歳出につきましては、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種に係る費用を計上し
たほか、情報通信ネットワーク設定変更業務委託を計上しております。
議案第４４号の令和３年度芦屋町給食センター特別会計補正予算（第２号）につきましては、
学校給食調理業務等委託について今年度中に新たな業者選定を行う必要があるため、業務委託費
に関する経費９，４５５万６，０００円を債務負担行為として追加するものでございます。
次に報告案件でございます。
報告第８号の専決処分事項の報告につきましては、芦屋町地域情報伝達システム整備工事の請
負契約の変更について地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２
項の規定により議会に報告するものでございます。
報告第９号及び１０号の専決処分事項の報告につきましては、町営住宅の住宅使用料等滞納者
に対し、住宅等の明渡し及び未払い住宅使用料等の支払いを求める訴えを提起したことについて
地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会に
報告するものでございます。
以上、簡単でありますが提案理由の説明を終わります。
なお、詳細につきましては質疑の折に御説明いたしますので、よろしく御審議くださいますよ
うお願い申し上げます。
○議長 辻本 一夫君
以上で提案理由の説明は終わりました。
ただいまから質疑を行います。
まず日程第６、議案第４３号についての質疑を許します。質疑ありませんか。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
ないようですから、議案第４３号についての質疑を打ち切ります。
次に日程第７、議案第４４号についての質疑を許します。ありませんか。
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〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
ないようですから、議案第４４号についての質疑を打ち切ります。
次に日程第８、報告第８号についての質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
ないようですから、報告第８号についての質疑を打ち切ります。
次に日程第９、報告第９号についての質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
ないようですから、報告第９号についての質疑を打ち切ります。
次に日程第１０、報告第１０号についての質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
ないようですから、報告第１０号についての質疑を打ち切ります。
以上で質疑を終わります。
お諮りします。日程第６、議案第４３号及び日程第７、議案第４４号については、別紙のとお
り、それぞれの委員会に審査を付託したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
御異議なしと認め、さよう決定いたしました。
ここで、しばらく休憩いたします。
午前 10 時 07 分休憩
………………………………………………………………………………………
午前 10 時 55 分再開
○議長 辻本 一夫君
再開します。
お諮りします。日程第６、議案第４３号及び日程第７、議案第４４号については、それぞれの
委員会に審査を付託しておりましたので、これを一括して議題とし、それぞれの審査結果の報告
を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
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御異議なしと認め、さよう決定いたしました。
まず、総務財政常任委員長に審査結果の報告を求めます。総務財政常任委員長。
○総務財政常任委員長 横尾 武志君
報告いたします。芦屋町議会議長、辻本一夫殿、総務財政常任委員会委員長、横尾武志。
総務財政常任委員会、審査結果報告書。本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとお
り決定したので、会議規則第７７条の規定により報告します。
記
議案第４３号、令和３年度芦屋町一般会計補正予算（第３号）
、満場一致、原案可決であります。
以上です。
○議長 辻本 一夫君
次に、民生文教常任委員長に審査結果の報告を求めます。民生文教常任委員長。
○民生文教常任委員長 松岡

泉君

それでは報告いたします。
芦屋町議会議長、辻本一夫殿、民生文教常任委員会委員長、松岡泉。
民生文教常任委員会審査結果について、本委員会に付託された事件は、審査の結果が決定しま
したので、会議規則第７７条の規定によって報告いたします。
議案第４３号、満場一致、原案可決。
議案第４４号、満場一致、原案可決。
以上であります。
○議長 辻本 一夫君
以上で報告は終わりました。
ただいまから、それぞれの審査結果の報告について質疑を行います。
まず、総務財政常任委員長に対する質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
ないようですから、総務財政常任委員長に対する質疑を打ち切ります。
次に、民生文教常任委員長に対する質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
ないようですから、民生文教常任委員長に対する質疑を打ち切ります。
以上で質疑を終わります。
ただいまから討論及び採決を行います。
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まず日程第６、議案第４３号についての討論を許します。ありませんか。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
ないようですから、討論を終わります。
ただいまから採決を行います。
お諮りします。日程第６、議案第４３号について、委員長報告のとおり原案を可決することに
賛成の方の挙手をお願いします。
〔挙 手〕
○議長 辻本 一夫君
満場一致であります。よって、議案第４３号は原案を可決することに決定いたしました。
次に日程第７、議案第４４号についての討論を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 辻本 一夫君
ないようですから、討論を終わります。
ただいまから採決を行います。
お諮りします。日程第７、議案第４４号について、委員長報告のとおり原案を可決することに
賛成の方の挙手をお願いします。
〔挙 手〕
○議長 辻本 一夫君
満場一致であります。よって、議案第４４号は原案を可決することに決定いたしました。
以上で、討論及び採決を終わります。
────────────・────・────────────
○議長 辻本 一夫君
以上で、本日の議事は全て終了いたしました。
これをもって本日の会議を閉じ、併せて令和３年第２回芦屋町議会臨時会を閉会いたします。
お疲れさまでございました。
午前 10 時 59 閉会
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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。

年

月
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議

長

署名議員

署名議員
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