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午前９時４７分 開会
○議長（久慈隆一君） おはようございます。
ただいまの出席議員は８名で定足数に達していますので、これより平成21年第３回蓬田
村議会定例会を開会いたします。
────────────────────────────────────────
─
日程第１ 会議録署名議員の指名
○議長（久慈隆一君） 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 117条の規定により６番松本淳司君、７番坂本 豊君を
指名いたします。
────────────────────────────────────────
─
日程第２ 会期の決定
○議長（久慈隆一君） 日程第２、会期の決定を議題とします。
この件については、さきの定例会において会期日程等議会運営について付託しておりま
す。その結果が議会運営委員長より提出されており、お手元に配付しております。
お諮りいたします。議会運営委員長より提出されたとおり、今期定例会の会期は本日か
ら９月10日までの７日間と決定したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（久慈隆一君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月10日までの
７日間と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
─
日程第３ 諸般の報告
○議長（久慈隆一君） 日程第３、諸般の報告を行います。
監査委員より平成20年度蓬田村歳入歳出決算審査意見書並びに９月２日に行われた出納
検査の結果資料が提出されましたので、お手元に配付しております。
次に、財政健全化法による平成20年度財政健全化審査意見書及び経営健全化審査意見書
が提出されましたので、お手元に資料として配付しております。
次に、７月３日、議会活動に資するための健康管理をするため東津軽郡外ケ浜中央公民
館で開催されました東津軽郡町村議会議長会主催の議員健康管理セミナーに議員全員を派
遣しました。
また、７月６日から７月９日まで常任委員会所管事務調査研修等先進地の地場
視察
のため、山形県飽海郡遊佐町役場及び千葉県香取市和郷園に議員全員を派遣しております
。
次に、前定例会以降に提出されました教育予算の拡充に関する意見書の提出を求める陳
情書、タンクローリー格納庫の整備及び蓬田漁港への公衆トイレの整備についての要望書
、過剰な農薬取締法により、植物からなる農 用有機資材を締め出す不法な行政指導の改
善を求める意見書。以上については、資料としてお手元に配付しております。
次に、今期定例会に説明員として、村長、教育長、代表監査委員、会計管理者、各課長
の出席を求めました。
以上で、諸般の報告を終わります。
────────────────────────────────────────
─
日程第４ 行政報告
○議長（久慈隆一君） 日程第４、行政報告。
村長より前定例会以降における村行政の主なるものについて報告を求めます。村長。
○村長（古川正隆君） それでは、６月定例会以降の主なる行政報告をいたします。
６月12日、蓬田村連合老人クラブスポーツ大会がトレセンで開催され、出席をいたしま
した。
６月14日、今別町消防団定期観閲式に出席をいたしました。
６月18日、青森県町村会臨時総会が開催され、平内町町長が青森県町村会会長に就任い
たしました。
６月27日、青森市消防団観閲式に出席をいたしました。
６月24日、東津軽郡老人スポーツ大会が外ケ浜町で行われ、出席をいたしました。
６月25日、蓬田村納税貯蓄組合連合会の総会に出席をいたしました。
６月28日、蓬田村消防団定期観閲式が挙行されました。
７月７日、平成22年度政府予算編成に関する要望の陳情のため上京いたしました。
７月13日、蓬田村赤十字有功会の総会に出席をいたしました。
８月14日、恒例の蓬田村成人式に出席をいたしました。
８月20日、東津軽郡身体障害者スポーツ大会が今別町で開催され、出席をいたしました
。
８月30日、東津軽郡連合ＰＴＡ研究会が今別町で開催され、出席をいたしました。
以上、簡単にご報告といたします。
○議長（久慈隆一君） 以上で、村長の行政報告は終わりました。
────────────────────────────────────────
─
日程第５ 監査報告
○議長（久慈隆一君） 日程第５、監査報告。今期定例会に平成20年度各会計決算が提出
されておりますので、代表監査委員武井昭夫君より監査の経過について説明を求めます。
○代表監査委員（武井昭夫君） おはようございます。
私は、去る６月に議会の同意を賜りまして、監査委員に就任いたしました武井です。ど
うぞよろしくお願いいたします。甚だ微力ではございますが、精一杯村財政の健全化に取
り組んでまいりますので、どうかひとつよろしくお願い申し上げます。
それでは、監査報告をいたします。
地方自治法第 233条第２項の規定よって、平成21年７月21日、村長より提出された平成
20年度蓬田村一般会計歳入歳出決算、平成20年度蓬田村学校給食センター特別会計歳入歳
出決算、平成20年度蓬田村国民健康保険特別会計歳入歳出決算、平成20年度蓬田村老人保
健特別会計歳入歳出決算、平成20年度蓬田村簡易水道事 特別会計歳入歳出決算、平成20
年度蓬田村介護保険保健特別会計歳入歳出決算、平成20年度蓬田村宅地造成事 特別会計
歳入歳出決算、平成20年度蓬田村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、事項別明細書、

実質収支に関する調書及び財 に関する調書並びに関係帳簿、証書類を審査したところ、
収支ともに適正であると認定いたしました。
なお、決算審査に伴う監査委員の意見として、村長に提出いたしました平成20年度蓬田
村歳入歳出決算審査意見書及び平成20年度財政健全化審査意見書並びに経営健全化審査意
見書を皆様のお手元に配付していますが、これに監査委員の意見が要約されていますので
、ご審議の参考にしていただければと思います。
以上で、監査の報告を終わります。
────────────────────────────────────────
─
日程第６ 報告第２２号 平成２１年度蓬田村一般会計補正予算（第６号）の
専決処分について
○議長（久慈隆一君） 日程第６、報告第22号平成21年度蓬田村一般会計補正予算（第６
号）の専決処分について、報告を求めます。総務課長。
○総務課長（佐々木京太郎君） 報告第22号平成21年度蓬田村一般会計補正予算（第６号
）
の専決処分について、説明いたします。
総務課関係でございます。８ページをお開き願います。
一番上、９款消防費２目消防施設費として修繕料23万円計上しました。これは、広瀬文
化伝承館前に設置されている防災無線のスピーカーホン、これが故障したため、その修理
に充てたものです。以上です。
○議長（久慈隆一君） 次に、
課長。
○
課長（川 清春君） それでは、
課関係の主なものをご説明します。
６ページをお開きください。
中段ですけれども、６款農林水
費３項水
費２目漁港管理費ですけれども、13委
託料、15工事請負費、補正額はゼロですけれども、瀬辺地漁港トイレ新築事 については
、かごの洗浄施設と合併施工するため予算を組みかえています。
次のページをお開きください。
８款土木費２項道路橋りょう費１目道路維持費13委託料ですけれども、補正額がゼロで
すが、道路関係の設計委託料を一本化しております。
次に、15工事請負費ですけれども、補正額35万 2,000円。上段の村道維持管理工事費35
万 2,000円。これは、７月19日の豪雨により高根地区の神社への道路ののり面が崩壊して
水路をふさいだための工事費であります。
次に、２段目の長科地区農道簡易舗装工事と５ ─２─１号線簡易舗装工事、それから
蓬田地区農道簡易舗装工事については、一本化して村道舗装新築工事費としております。
次に、４行目の宮本地区農道簡易舗装工事については、事 費の工事の内容を変更しま
して、村道４ ─３─26号線の側溝整備工事費としております。
次に、下段の方の８款３項１目河川総務費ですけれども、工事請負費38万 1,000円。こ
れは、同じく７月19日の豪雨により高根地区の西股の橋りょうの基礎部分が削られたため
補修したものであります。
以上で、
課関係の説明を終わります。
○議長（久慈隆一君） 次に、教育課長。
○教育課長（青木昭信君） ８ページ、一番最後のページをお開きください。
教育委員会関係をご説明いたします。
中段、10款２項１目学校管理費修繕料25万円。これは、小学校のトイレでございまして
、合併処理浄化槽のためバクテリア等を攪拌して浄化しておるわけですが、浄化槽内に常
時風を送っていますブロア、風を送る機械、送風機ですが、これが故障し、浄化処理がで
きないため修繕を行ったものでございます。
以上でございます。
○議長（久慈隆一君） これより質疑を行います。
２番藤田修一君。
○２番（藤田修一君） 教育課長にお聞きします。
今、説明があった教育費の中の学校管理費修繕料、ブロアの修理で25万円ということだ
ったわけですけれども、まだ使って何年もたっていないのに壊れたというか不具合が起き
たと。修理費で25万円もかかるというふうなことで、一般の家庭で使っているブロアとは
ちょっと違うのかもしれませんけれども、何か欠陥があるのか、使い方に無理があったの
か、そこら辺の詳しいことがわかりましたらお知らせ願いたいと思います。
○議長（久慈隆一君） 教育課長。
○教育課長（青木昭信君） 今、ご質問がありました件については、そこまで調べるとか
調査はしておりませんけれども、定期的にというか、こないだ点検したわけです。その時
点で故障していると。それで、これはとにかく早急にやらなければもう浄化処理ができな
く、垂れ流しになってしまうと。それで、急遽修繕したわけですけれども、欠陥があると
か、それらのことはないと思っています。
○議長（久慈隆一君） ２番藤田修一君。
○２番（藤田修一君） 詳しく調べていないと、とにかく不具合なので直したというふう
なことですけれども、２万 5,000円とか小額でないわけで、25万円ということなので、そ
れも使って10年以上もたったということになればブロアを交換するということも考えられ
るわけですけれども、３年ぐらいでブロアが故障したということになれば、またそういう
故障が起きないとも限らないわけですね。ですから、これは何か問題があるのではないか
なと私は、想像ですけれども、そういうふうに思われるわけですけれども、そこら辺は調
査してみる必要があるんじゃないんですか。
○議長（久慈隆一君） 教育課長。
○教育課長（青木昭信君） そのようにしたいと思います。
○議長（久慈隆一君） ほかに質疑ありませんか。７番坂本 豊君。
○７番（坂本 豊君） 宮本地区の養鶏場の側溝に工事についてちょっとお聞きしますけ
れども、その側溝の深さというのは、何センチぐらいの側溝を入れる予定なんですか。（
「ちょっと休憩をお願いいたします」の声あり）
○議長（久慈隆一君） 暫時休憩します。

午前１０時０１分 休憩
────────────────────────────────────────
─
午前１０時０５分 再開
○議長（久慈隆一君） 休憩を取り消し、会議を再開します。
課長、答弁。
○
課長（川 清春君） 設計はこれからですので、道路との高さまでは持ってい
きたいと考えております。
○議長（久慈隆一君） 坂本 豊君。
○７番（坂本 豊君） せっかくの工事ですので、非常に道路の幅が狭い場所なので、そ
れで深いし危険なので、側溝の高さを十分もって、道路の幅員を十分確保できるような工
事にするということでいいんですね。
○議長（久慈隆一君）
課長。
○
課長（川 清春君） そのように考えております。
○議長（久慈隆一君） ほかに質疑ありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから質疑を終わります。
これより報告第22号を採決します。
本案は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立７名）
○議長（久慈隆一君） 起立全員です。よって、報告第22号は承認することに決定されま
した。
────────────────────────────────────────
─
日程第７ 議案の上程 提案理由の説明○議長（久慈隆一君） 日程第６、議
案の上程 提案理由の説明。 今期定例会に提出されております議案20件を一括上程いた
します。
村長より提案理由の説明を求めます。村長。
○村長（古川正隆君） それでは、平成21年蓬田村議会第３回定例会の開会に当たり、提
案いたしました議案20件について、その概要をご説明申し上げ、ご審議の参考に供したい
と存じます。
議案第50号平成20年度蓬田村一般会計歳入歳出決算認定を求めるの件、議案第51号平成
20年度蓬田村学校給食センター特別会計歳入歳出決算認定を求めるの件、議案第52号平成
20年度蓬田村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定を求めるの件、議案第53号平成20年
度蓬田村老人保健特別会計歳入歳出決算認定を求めるの件、議案第54号平成20年度蓬田村
簡易水道事 特別会計歳入歳出決算認定を求めるの件、議案第55号平成20年度蓬田村介護
保険特別会計歳入歳出決算認定を求めるの件、議案第56号平成20年度蓬田村宅地造成事
特別会計歳入歳出決算認定を求めるの件、議案第57号平成20年度蓬田村後期高齢者医療特
別会計歳入歳出決算認定を求めるの件。以上、８件につきましては、それぞれ地方自治法
第 233条第３項の規定により議会の認定を求めるため提案するものであります。
議案第58号蓬田村ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例案につきまして
ご説明を申し上げます。
この条例は、青森県ひとり親家庭等医療費助成事 実施要領の一部改正に伴い提案する
ものであります。
議案第59号蓬田村乳幼児 児童医療費給付条例の一部を改正する条例案は、青森県乳幼
児はつらつ育成事 実施要領の一部改正等に伴い提案するものであります。
議案第60号蓬田村重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例案は、青森県重
度心身障害者医療費助成事 実施要領の一部改正に伴い提案するものであります。
議案第61号蓬田村国民健康保険条例の一部を改正する条例案は、健康保健法等の一部改
正に伴い提案するものであります。
議案第62号物品の購入についてでございますが、蓬田村スクールバス購入について契約
を締結するため提案するものであります。
議案第63号平成21年度蓬田村一般会計補正予算（第７号）案につきまして、ご説明を申
し上げます。
主なる歳入を申し上げます。地方交付税 1,680万円、国庫支出金 264万 3,000円、県支
出金68万 5,000円などを増額しております。
次に、主なる歳出をご説明申し上げます。総務費におきましては70万 1,000円、民生費
では子育て応援特別手当など合わせて 575万 5,000円、衛生費では蓬田村ふれあいセンタ
ー燃料費等助成金などを合わせて 1,021万 3,000円、商工費では50万円、土木費では 100
万円、消防費では住宅用火災警報機助成など合わせて 122万 1,000円、教育費では 171万
3,000円などを増額補正しております。その他費目におきましてもそれぞれ補正計上して
おります。
この結果、歳入歳出ともに 2,112万 5,000円の増額となり、予算規模は歳入歳出それぞ
れ21億 6,351万 9,000円となるわけであります。
議案第64号平成21年度蓬田村学校給食センター特別会計補正予算（第２号）案について
、ご説明を申し上げます。
歳入では、歳入金を１万 5,000円、歳出では総務費１万 5,000円を増額補正計上してお
ります。
この結果、歳入歳出ともに１万 5,000円の追加となり、予算規模は歳入歳出それぞれ 2
,040万 2,000円となるわけであります。
議案第65号平成21年度蓬田村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案について、ご
説明を申し上げます。
歳入では、国庫支出金49万 1,000円、繰入金 900万円、繰越金 109万 7,000円を増額補
正しております。また、歳出の主なるものは、総務費 147万円、後期高齢者支援金等 442
万 7,000円、諸支出金 1,013万 2,000円などを増額し、介護給付金 575万 8,000円を減額
しております。
この結果、歳入歳出ともに 1,058万 8,000円の追加となり、予算規模は歳入歳出それぞ
れ４億 7,330万 3,000円となるわけであります。
議案第66号平成21年度蓬田村老人保健特別会計補正予算（第１号）案について、ご説明

申し上げます。
歳入では、繰入金 147万 9,000円などを増額しております。歳出では、諸支出金 149万
3,000円を増額補正しております。
この結果、歳入歳出ともに 149万 3,000円の追加となり、予算規模は歳入歳出それぞれ
294万 5,000円となるわけであります。
議案第67号平成21年度蓬田村介護保険特別会計補正予算（第４号）案について、ご説明
申し上げます。
歳入では、繰越金 571万 5,000円を増額しており、歳出では、基金積立金 106万円、諸
支出金 464万 5,000円などを増額しております。
この結果、歳入歳出ともに 571万 5,000円の追加となり、予算規模は歳入歳出それぞれ
３億 8,044万 7,000円となるわけであります。
議案第68号平成21年度蓬田村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案について、
ご説明申し上げます。
歳入では、繰入金58万 9,000円を減額し、繰越金58万 9,000円を増額しております。ま
た、歳出では、総務費３万 1,000円を増額し、後期高齢者医療広域連合納付金３万
1,000円を減額しております。
この結果歳入歳出それぞれの総額に変更はなく、予算規模は歳入歳出それぞれ 7,056万
5,000円となるわけであります。
議案第69号蓬田村教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてをご説明申し
上げます。
平成21年度９月30日をもって任期満了となる教育委員会委員の任命について、地方教育
行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、同意を得るため提案するも
のであります。
以上をもちまして上程いたしました議案の概要をご説明申し上げましたが、細部につき
ましては私及び関係課長からそれぞれご説明いたしますので、慎重審議の上、ご決議賜り
ますようお願い申し上げます。
────────────────────────────────────────
─
日程第８ 議案第５８号 蓬田村ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正
する条例案
○議長（久慈隆一君） 次に、議案の審議を行います。
日程第８、議案第58号蓬田村ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例案を
議題とします。
これより内容の説明を求めます。住民生活課長。
○住民生活課長（八戸純一君） 議案第58号蓬田村ひとり親家庭等医療費給付条例の一部
を改正する条例案についてご説明いたします。
２枚目をお開きください。
今回の改正の内容につきましては、高額医療高額介護合算制度が新しく設けられたこと
によりまして、医療保険者から高額介護合算療養費が支給された場合、助成額から支給さ
れた療養費を控除するということでございます。
それで、従来どおり自己負担分につきましては助成しておりますので、その内容につき
ましては変わっておりません。以上でございます。
○議長（久慈隆一君） これより質疑を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、討論を終わります。
これより議案第58号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立７名）
○議長（久慈隆一君） 起立全員です。よって、議案第58号は原案のとおり可決されまし
た。
────────────────────────────────────────
─
日程第９ 議案第５９号 蓬田村乳幼児 児童医療費給付条例の一部を改正す
る条例案
○議長（久慈隆一君） 日程第９、議案第59号蓬田村乳幼児 児童医療費給付条例の一部
を改正する条例案を議題とします。
これより内容の説明を求めます。住民生活課長。
○住民生活課長（八戸純一君） 議案第59号蓬田村乳幼児 児童医療費給付条例の一部を
改正する条例案につきましてご説明いたします。
今回の改正内容につきましても、先ほどの蓬田村ひとり親家庭等医療費給付条例の改正
内容と同様に高額介護合算医療制度が設けられたことに伴いまして、高額医療費が支給さ
れた場合、助成額からその分を控除されるものであります。したがいまして、従来どおり
自己負担分につきましても助成するという内容については変更ございません。以上でござ
います。
○議長（久慈隆一君） これより質疑を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。
これより討論を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、討論を終わります。
これより議案第59号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立７名）
○議長（久慈隆一君） 起立全員です。よって、議案第59号は原案のとおり可決されまし
た。
────────────────────────────────────────

─

日程第１０

議案第６０号

蓬田村重度心身障害者医療費助成条例の一部を改
正する条例案
○議長（久慈隆一君） 日程第10、議案第60号蓬田村重度心身障害者医療費助成条例の一
部を改正する条例案を議題とします。
これより内容の説明を求めます。住民生活課長。
○住民生活課長（八戸純一君） 議案第60号蓬田村重度心身障害者医療費助成条例の一部
を改正する条例案につきまして、ご説明いたします。
本条例につきましても高額医療高額介護合算制度が設けられたことに伴いまして、医療
保険者の方から高額介護合算療養費が支給された場合は、その支給額を除いた額につきま
して従来どおり助成しますということであります。以上でございます。
○議長（久慈隆一君） これより質疑を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。
これより討論を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、討論を終わります。
これより議案第60号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立７名）
○議長（久慈隆一君） 起立全員です。よって、議案第60号は原案のとおり可決されまし
た。
────────────────────────────────────────
─
日程第１１ 議案第６１号 蓬田村国民健康保険条例の一部を改正する条例案
○議長（久慈隆一君） 日程第11、議案第61号蓬田村国民健康保険条例の一部を改正する
条例案を議題とします。
これより内容の説明を求めます。住民生活課長。
○住民生活課長（八戸純一君） 議案第61号蓬田村国民健康保険条例の一部を改正する条
例案についてご説明いたします。
２枚目をお開きください。
今回の一部改正の内容につきましては、少子化対策の一環として平成21年10月１日から
平成23年３月31日までの間に出 された場合、出 育児一時金の支給額を35万円から39万
円に増額するという内容の改正であります。以上でございます。
○議長（久慈隆一君） これより質疑を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、討論を終わります。
これより議案第61号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立７名）
○議長（久慈隆一君） 起立全員です。よって、議案第61号は原案のとおり可決されまし
た。
────────────────────────────────────────
─
日程第１２ 議案第６２号 物品の購入について
○議長（久慈隆一君） 日程第12、議案第62号物品の購入についてを議題とします。
これより内容の説明を求めます。教育課長。
○教育課長（青木昭信君） 議案第62号物品の購入について。これは蓬田村スクールバス
購入について契約を締結するために提案するものでございます。
１．契約の目的
蓬田村スクールバス購入
２．契約の方法
指名競争入札
３．契約金額
2,362万 5,000円
４．契約の相手方 青森市大字八ツ役字矢作69番地１
青森いすず自動車株式会社 代表取締役 鈴木 勉
以上でございます。
○議長（久慈隆一君） これより質疑を行います。７番坂本 豊君。
○７番（坂本 豊君） このバスの座席ですけれども、シートベルト等は標準でついてい
るものなんでしょうか。
○議長（久慈隆一君） 教育課長。
○教育課長（青木昭信君） ちょっと休憩をお願いします。
○議長（久慈隆一君） 暫時休憩をします。
午前１０時２３分 休憩
────────────────────────────────────────
─
午前１０時２６分 再開
○議長（久慈隆一君） 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
教育課長、答弁。
○教育課長（青木昭信君） 標準で装備されております。
○議長（久慈隆一君） 坂本 豊君。
○７番（坂本 豊君） 教育長でも教育課長でもいいんですけれども、シートベルトがつ
いているということは、子供たちが乗るときに必ずシートベルトを着用させるという指導
をするということですよね。確認したいと思います。
○議長（久慈隆一君） 教育課長。
○教育課長（青木昭信君） 今後、学校等にもお願いして、そのように指導してまいりた
いと考えております。
○議長（久慈隆一君） ほかに質疑ありませんか。
（「なし」の声あり）

○議長（久慈隆一君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、討論を終わります。
これより議案第62号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立７名）
○議長（久慈隆一君） 起立全員です。よって、議案第62号は原案のとおり可決されまし
た。
────────────────────────────────────────
─
日程第１３ 陳情第３号 高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の助成に関する陳情
○議長（久慈隆一君） 日程第13、陳情第３号高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の助成に関
する陳情を議題とします。
お諮りいたします。陳情第３号については、会議規則第91条第２項の規定により委員会
付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（久慈隆一君） ご異議なしと認めます。よって、陳情第３号については、委員会
の付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、討論を終わります。
これより陳情第３号を採決いたします。この採決は起立により行います。
陳情第３号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立６名）
○議長（久慈隆一君） 起立多数です。よって、陳情第３号は採択することに決定しまし
た。
────────────────────────────────────────
─
日程第１４ 陳情第４号 乳幼児期のヒブワクチン接種助成に関する陳情
○議長（久慈隆一君） 日程第14、陳情第４号乳幼児期のヒブワクチン接種助成に関する
陳情を議題とします。
お諮りいたします。陳情第４号については、会議規則第91条第２項の規定により委員会
付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（久慈隆一君） ご異議なしと認めます。よって、陳情第４号については、委員会
の付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（久慈隆一君） ないようですから、討論を終わります。
これより陳情第４号を採決いたします。この採決は起立により行います。
陳情第４号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立７名）
○議長（久慈隆一君） 起立全員です。よって、陳情第４号は採択することに決定しまし
た。
────────────────────────────────────────
─
日程第１５ 議案第５０号 平成２０年度蓬田村一般会計歳入歳出決算認定を
求める件
日程第１６ 議案第５１号 平成２０年度蓬田村学校給食センター特別会計歳
入歳出決算認定を求めるの件
日程第１７ 議案第５２号 平成２０年度蓬田村国民健康保険特別会計歳入歳
出決算認定を求めるの件
日程第１８ 議案第５３号 平成２０年度蓬田村老人保健特別会計歳入歳出決
算認定を求めるの件
日程第１９ 議案第５４号 平成２０年度蓬田村簡易水道事 特別会計歳入歳
出決算認定を求めるの件
日程第２０ 議案第５５号 平成２０年度介護保険特別会計歳入歳出決算認定
を求めるの件
日程第２１ 議案第５６号 平成２０年度蓬田村宅地造成事 特別会計歳入歳
出決算認定を求めるの件
日程第２２ 議案第５７号 平成２０年度蓬田村後期高齢者医療特別会計歳入
歳出決算認定を求めるの件
○議長（久慈隆一君） 日程第15、議案第50号平成20年度蓬田村一般会計歳入歳出決算認
定を求める件から日程第22、議案第57号平成20年度蓬田村後期高齢者医療特別会計歳入歳
出決算認定を求めるの件までの決算８案を一括議題とします。
お諮りいたします。この８案については、議員全員をもって構成する決算特別委員会を
設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありません
か。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（久慈隆一君） ご異議なしと認めます。よって、この８案については議員全員を
もって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました
。
次に、ただいま設置されました決算特別委員会の委員長互選のため、本会議散会後、本
議場において決算特別委員会を開催されますよう、この席上から口頭をもって委員会を招
集いたします。
以上で、本日の日程は全部終了しました。
本日は、これで散会します。
ご苦労さまでした。

────────────────────────────────────────
─ 上記会議の経過は、事務局長太田信雄が記載したものであるが、その内容に相違ない
ことを証するためここに署名する。
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