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─────────────────────────────────────────── 

平成29年 第１回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第６日） 

                             平成29年３月13日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第６号） 

                        平成29年３月13日 午前10時00分開議 

 日程第１ 議案第15号 平成２８年度由布市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第２ 議案第16号 平成２８年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第３ 議案第17号 平成２８年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 議案第18号 平成２８年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第５ 議案第19号 平成２８年度由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 議案第20号 平成２８年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第15号 平成２８年度由布市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第２ 議案第16号 平成２８年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第３ 議案第17号 平成２８年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 議案第18号 平成２８年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第５ 議案第19号 平成２８年度由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 議案第20号 平成２８年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

────────────────────────────── 

出席議員（19名） 

１番 太田洋一郎君        ２番 野上 安一君 

３番 加藤 幸雄君        ４番 工藤 俊次君 

５番 鷲野 弘一君        ６番 廣末 英德君 

７番 甲斐 裕一君        ８番 長谷川建策君 

９番 小林華弥子君        10番 佐藤 郁夫君 

11番 渕野けさ子君        12番 太田 正美君 

13番 佐藤 人已君        14番 田中真理子君 

15番 利光 直人君        16番 工藤 安雄君 

17番 生野 征平君        18番 新井 一徳君 

19番 溝口 泰章君                  
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────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（３名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 首藤 康志君        書記 馬見塚量治君 

書記 小川 晃平君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 首藤 奉文君   副市長 …………………… 相馬 尊重君 

教育長 …………………… 加藤 淳一君   総務課長 ………………… 衛藤 公治君 

財政課長 ………………… 御手洗祐次君   総合政策課長 …………… 奈須 千明君 

会計管理者 ……………… 森山 徳章君   農政課長 ………………… 伊藤 博通君 

福祉事務所長兼福祉課長 ………………………………………………………… 漆間 尚人君 

商工観光課長 …………… 加藤 裕三君                       

挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 平松 康典君 

庄内振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 佐藤 久生君 

湯布院振興局長兼地域振興課長 ………………………………………………… 麻生 悦博君 

教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 安部 文弘君 

消防長 …………………… 江藤 修一君                       

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（溝口 泰章君）  皆さん、おはようございます。 

 議員及び市長初め執行部各位には、本日もよろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は１９人です。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。 

 執行部より市長、副市長、教育長及び関係課長の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第６号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第１５号 

日程第２．議案第１６号 
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日程第３．議案第１７号 

日程第４．議案第１８号 

日程第５．議案第１９号 

日程第６．議案第２０号 

○議長（溝口 泰章君）  日程第１、議案第１５号平成２８年度由布市一般会計補正予算（第

５号）から日程第６、議案第２０号平成２８年度由布市水道事業会計補正予算（第３号）までの

６件を一括議題とします。 

 付託しております各議案について、各常任委員長にそれぞれの議案審査に係る経過と結果につ

いて報告を求めます。 

 まず、総務常任委員長、廣末英德君。 

○総務常任委員長（廣末 英德君）  皆さん、改めましておはようございます。総務常任委員会委

員長の廣末英德です。 

 委員会審査報告書。本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布

市議会会議規則第１１０条の規定により報告をします。 

 日時、平成２９年３月９日。議案審査、まとめ。 

 場所は、本庁舎新館３階、第１委員会室です。出席者は、委員長、廣末英德、副委員長、鷲野

弘一、委員は、溝口泰章、田中真理子、佐藤郁夫、小林華弥子、加藤幸雄、計７名です。担当課

は、記載のとおりです。書記は、議会事務局です。 

 次ページを御覧ください。 

 審査結果、事件の番号。議案第１５号、件名、平成２８年度由布市一般会計補正予算（第

５号）。 

 経過及び理由。 

 歳入歳出予算の総額にそれぞれ４億９,９５７万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２０５億４,０４１万５,０００円とするもので、事業費の確定や決算見込み等

によるものです。 

 当委員会に係る主な歳入は、特定防衛施設周辺整備等事業費補助金４,４６３万３,０００円と、

地方創生拠点整備交付金２,４１５万円です。 

 歳出では、企画費の地域コミュニティ形成促進事業として、旧大津留小学校を改修し、地域拠

点として整備する事業費５,２３０万円や、みらいふるさと寄附金推進事業で、ふるさと納税の

返礼品の取り扱い業務委託６１６万８,０００円、基金費の基金積み立て事業では、中学生まで

の医療費無料化のための子ども医療費助成事業基金積立金９,４９７万４,０００円などが主なも

のです。 
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 委員から、防衛予算の計画的な執行を求める意見や基金の創設については、子ども医療費だけ

ではなく他のメニューもあることから、調査研究を求める意見も出されました。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定をいたしました。慎重なる審議の方をどう

か、よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、教育民生常任委員長、渕野けさ子さん。 

○教育民生常任委員長（渕野けさ子君）  皆さん、おはようございます。教育民生常任委員会委員

長、渕野けさ子です。 

 それでは、委員会審査報告をさせていただきます。本委員会に付託の事件は、審査の結果、下

記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第１１０条の規定により報告いたします。 

日時は、平成２９年３月９日木曜日。議案審査、まとめ。 

場所は、本庁舎新館３階の第２委員会室です。出席者は、渕野けさ子、副委員長、野上安一、委

員、新井一徳、利光直人、佐藤人已、太田正美全員の出席でございます。 

担当課は、記載のとおりでございます。書記は、議会事務局でございます。 

 裏面をお開きください。 

 審査結果、議案第１５号平成２８年度由布市一般会計補正予算（第５号）。 

 経過及び理由。 

 本補正予算は、歳入歳出予算それぞれ４億９,９５７万９,０００円を減額し、総額を２０５億

４,０４１万５,０００円とするものです。 

 当委員会に係る歳入の主なものは、１５款１項１目民生費国庫負担金４,２２０万円は、障が

い者自立支援給付金。１５款２項２目民生費国庫補助金５,９４３万６,０００円の減額は、臨時

福祉給付金事業補助金。１６款２項２目民生費県補助金５６２万５,０００円は災害弔慰金等補

助金。 

 歳出の主なものは、３款１項１目、区分１臨時福祉給付金給付事業５,９４３万６,０００円の

減額は実績に伴なうもの。区分２熊本・大分地震対応事業７５０万円は３人の災害弔慰金。３款

１項３目、区分２の自立支援事業８,４００万円は、自立支援医療費負担金や障がい福祉サービ

ス費負担金の増によるもの。３款２項２目、区分２保育所活動推進事業の扶助費９６５万

６,０００円は施設型給付費。４款１項２目、区分２子ども医療費助成事業１９４万４,０００円

はシステム改修業務委託料。これまで、子ども医療費の支払いは償還払いでしたが、システム改

修により、窓口では支払わなくてよい現物給付となります。１０款６項２目、区分１の中央公民

館事業の１,２７１万３,０００円を減額にしたのは、ゆふの丘プラザの工事請負費です。 

 委員会の意見として、今後の組織再編についての強い要請を委員会全員の意見として付します。

それは、市民の福祉向上と健康寿命を延ばすため健康立市事業を継続していく中、行政の事業が
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スムーズに連携が取れるように、健康増進課と福祉課は一体となるべきとの指摘がなされました。

現場を担う専門的知識をもつ保健師は、現課に配置すべきで市民に対応しやすい体制をと提案い

たします。 

 二つ目、１２月議会の委員会報告にて意見を付しましたが、今回湯布院スポーツセンターが地

震のため利用料が７５０万円の減額補正、ゆふの丘プラザが指定管理契約を解除され、修繕費も

減額補正されています。 

 今後、この２つの施設の管理運営は発想の転換をし、市民の防災対策等を含めた施設にするな

ど、公共施設等総合管理計画に基づき、公有財産管理委員会の中で検討していただき、その対策

を講じるよう強く要請いたします。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件番号、議案第１６号平成２８年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）。 

 経過及び理由。 

 本補正予算は、歳入歳出予算それぞれ１億８,１４３万７,０００円を減額し、総額を４９億

２,８６３万８,０００円とするものです。 

 歳入の主なものは、５款国庫支出金１億１,８０３万３,０００円の減額は、国の確定額、変更

申請額に基づくもの。７款前期高齢者交付金３,２０５万２,０００円は、６５歳から７５歳まで

の調整交付決定額に基づくもの。 

 歳出の主なものは、２款保険給付費７,９１７万円の減額は、療養給付費見込みによるもの。

３款後期高齢者支援金等９,３０９万７,０００円の減額は、後期高齢者医療支援金決定に伴なう

もの。７款共同事業拠出金１億１,９３１万３,０００円の減額は、国保連合会からの決定による

もの。９款基金積立金１億２,０１７万５,０００円は基金への積立金です。平成２８年度３月補

正後の基金残高見込みは３億７,００５万５,１５１円となります。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定しました。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件番号、議案第１７号平成２８年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。 

 経過及び理由。 

 本補正予算は、歳入歳出予算それぞれ９２４万円を減額し、その額を４億２,１０１万

８,０００円とするものです。歳入額に伴ない歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金が主なも

のです。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定しました。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 
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 事件番号、議案第１９号平成２８年度由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第２号）。 

 経過及び理由。 

 本補正予算は、歳入歳出予算それぞれ１５８万６,０００円を減額し、総額を６,８７９万

７,０００円とするものです。 

 歳入の主なもので使用料１５８万６,０００円の減額は、入浴料見込み減額。 

 歳出の主なもので需要費１５８万６,０００円の減額は、修繕費の支出見込減額。 

 委員会の意見。 

 健康温泉館の老朽化及び今後の運営のあり方は、かねてより委員会として指摘をしております。

今後速やかに検討委員会を立ち上げ、リニューアル後には民間委託にするのか、行政主導で営業

するのか等を検討していただき、一日も早く、市民の健康増進に寄与できるよう対策を要請いた

します。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 慎重審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、産業建設常任委員長、甲斐裕一君。 

○産業建設常任委員長（甲斐 裕一君）  おはようございます。産業建設常任委員長、甲斐でござ

います。よろしくお願いします。 

 委員会審査報告。本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市

議会会議規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 日時は、平成２９年３月９日、議案審査、まとめでございます。 

 場所は、本庁舎３階、第３委員会室でございます。出席委員は、記載のとおりでございます。

担当課は、同じく記載のとおりでございます。書記として、議会事務局をお願いしております。 

 事件番号、議案第１５号平成２８年度由布市一般会計補正予算（第５号）。 

 審査の経過及び理由。 

 本補正予算のうち当委員会に関する主なものは、歳入では、１６款県補助金、農業費補助金

６,２１７万５,０００円の減額、林業費補助金３７２万６,０００円、農業災害復旧費

３,４０５万１,０００円の増額、２２款市債、土木債の道路橋梁債３,４１０万円の減額が主な

ものでございます。 

 歳出では、４款衛生費では、国の補助金が従来の３分の１から２分の１に変更され、交付金決

定による１８５万４,０００円の減額。６款農業振興費の園芸産地整備事業費２,３９１万

２,０００円、就農支援事業費５５２万６,０００円、多面的機能支払交付金事業１,２７９万

９,０００円、畜産業費５４８万３,０００円、農地費１,３３２万３,０００円の減額。８款土木
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費の道路新設改良費１億６１８万３,０００円、住宅管理費の一般住宅耐震化等助成金１,３５９万

円、熊本・大分地震対応事業１,３２２万６,０００円の減額が主なものでございます。 

 委員会で出た主な意見としまして、農業費について、新規就農事業者への事業内容の指導、Ｐ

Ｒ不足への指摘。畜産費では、大分産牛の子牛生産への取り組み。土木費については、自治区草

刈り活動交付金の見直しをする考えはないか。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。 

 議案第１８号平成２８年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

 経過及び理由。 

 本補正予算は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ１億８１６万８,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ５億９,２２８万７,０００円とするものです。 

 歳入の主なものとして、工事負担金９１３万３,０００円、簡易水道事業補助金１,９９７万

６,０００円、簡易建設費８,７８０万円の減額。基金繰入金１,１７４万８,０００円の増額が主

なものでございます。 

 歳出の主なものとして、施設整備促進事業費３,７５９万４,０００円、水道統合事業費

７,０６６万７,０００円の減額が主なものでございます。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。 

 議案第２０号平成２８年度由布市水道事業会計補正予算（第３号）。 

 経過及び理由。 

 本補正予算は、収益的収支では、水道事業収益から７９７万５,０００円を減額し、総額を

５億９,４４１万２,０００円に、水道事業費用に１３３万７,０００円を追加し、総額を６億

２,７３５万３,０００円にするもの。 

 また、資本的収支では、資本的収入から２,７２４万２,０００円を減額し、総額を１億

５,８３０万４,０００円に、資本的支出から２,０２０万６,０００円を減額し、総額を３億

８,８８６万７,０００円にするもの。 

 資本的収入額が支出額に対し不足する額２億３,０５６万３,０００円は、過年度損益勘定留保

資金で補填するもの。 

 収益的収入の主なものは、営業収益６７８万５,０００円の減額は、水道加入件数実績減、消

火栓修理実績によるもの。営業外収益１１９万円の減額は、会計システムリース料補助減、平成

２７年度取得資産分長期前受金の増によるものでございます。 

 収益的支出の主なものは、営業費用５５０万円の減額は、取水場・浄水場動力費、薬品費の実

績による減、平成２７年度取得資産分減価償却の増が主なものでございます。営業外費用

２２８万３,０００円の減額は、平成２７年度借入分の利率決定による減額でございます。 
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 資本的収入の主なものは、道路改良工事の延期に伴なうもので、工事負担金２,４５０万

１,０００円の減額が主なものです。 

 ２,０２０万６,０００円の減額は、入札による減額によるものでございます。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。慎重審議の上、御可決賜り

ますようよろしくお願いします。 

○議長（溝口 泰章君）  各常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、審議に入ります。 

 まず、日程第１、議案第１５号平成２８年度由布市一般会計補正予算（第５号）を議題として、

質疑を行います。 

 なお、委員長報告に対する質疑については、審査の結果と経過に対する疑義にとどめることを

お願いしておきます。 

 質疑はありませんか。野上安一君。 

○議員（２番 野上 安一君）  総務委員長にお尋ねします。 

 一昨日の大分合同新聞によると、応援の予算が既に執行部におかれましては、ＳＡＣＯ予算と

交付金が一致して減額の方向で行くんじゃないかというふうな微妙な発表が、合同新聞にはされ

ておりました。このことを踏まえまして、今回、由布市が基金として９,４００万円、約１億円

の基金を積み立てるというふうな説明がありまして、当委員会、私どもの教育民生委員会ではそ

の基金の１年目の基金取り崩し金額が６９０万円と、そうすれば、約１億円積み立てて１年間で

６９０万円しか使わない、貴重なこの防衛交付金、由布市に交付されてる交付金を、そんなに余

分に積み立てなくて３年、４年ぐらいで積み立てていけばいいんじゃないかと、これだけ厳しい

財政事情の中で、１億円も基金を積み立てて由布市の子どもたちに使うことに対しては大賛成で

す。 

 しかし、基金の使い方について総務委員会のほうで、１億円積み立てて１年間に使うのは

９００万円前後だというふうなことの説明が、当委員会では積立金額の説明がありました。 

 総務委員会のほうで、この基金の積み立て等についての意見は、どのように議論されたか、も

し、議論されていれば教えてください。 

 以上です。 

○議長（溝口 泰章君）  廣末英德君。 

○総務常任委員長（廣末 英德君）  ２番、野上議員の質問にお答えいたします。 

 もちろん私どもも、質疑にあったように９,０００万円、１億円近いお金の基金を積み立てて

いると、この内訳といたしまして、湯布院の消防団、２８年の４月１６日の日に起きた大震災と、

そのときに詰所、旧農業県民センターが崩壊いたしました。で、その地質調査をした場合、前建
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てるときに、土壌が田んぼの上に建てたと、それでは防衛庁の方と予算執行するに当たり、非常

に厳しい条件でありっていう説明を受けました。そういう基金をここに積み足していただいたん

ですけども、委員会の意見としてここに、防衛の予算の計画的な執行を求める意見ということで、

基金の創立については子ども医療費だけでなく、他のメニューもあることから、調査研究という

こういう、野上議員のおっしゃっている意味が他のメニューもあることだから調査研究で求める

という意見も多く出されていると明記しておりますけども、非常にその辺が微妙なとこありまし

て、年間子どもの医療費として７００万円から８００万円と。それにしては１０年分ぐらいある

というんで質疑のときも出ておりました。十分検討させていただいて、今後、このようなことが

ないように他のメニューもあることを、調査研究を求めるという意見を出させていただきました。 

 以上です。 

○議長（溝口 泰章君）  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。１２番、太田正美君。 

○議員（１２番 太田 正美君）  産業建設委員長にお伺いします。 

 土木費についての委員会の意見として、自治区草刈り活動交付金の見直しをする考えはないか

という御提案をされてるんですが、どのような不都合があって、また、具体的にどのような見直

しを委員会としては執行部に提案したのかをお尋ねいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  甲斐裕一君。 

○産業建設常任委員長（甲斐 裕一君）  お答えいたします。 

 今、執行部から出されているのは、メーター当たり５円ということで、かなり安いというか、

それと、地元のほうでは、切るのは上１メーター以上背が伸ぶとこまで切る、そして、美しい切

り方をするということで、それと、高齢者の方々がしっかり頑張っている、そういう姿に御遠慮

はいかがなものかという意見が出まして、こういうお願いをしたところでございます。 

 以上です。 

○議長（溝口 泰章君）  太田正美君。 

○議員（１２番 太田 正美君）  それでは、事業そのものの見直しではなくて、交付金額の金額

の値上げをお願いするという見直しという捉え方でいいんでしょうか。 

○議長（溝口 泰章君）  甲斐裕一君。 

○産業建設常任委員長（甲斐 裕一君）  はい、そのとおりでございます。 

○議長（溝口 泰章君）  ほかに質疑ありませんか。３番、加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  教育民生常任委員長にお伺いいたします。 

 湯布院町にありますスポーツセンターとゆふの丘プラザについては、公有財産管理委員会の中

で検討するということなのでございますが、公有財産管理委員会はいつごろ開催するのか、早期
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の開催をお願いしたいんですけど、いつごろ開催するかお聞きになったでしょうか。 

○議長（溝口 泰章君）  渕野けさ子さん。 

○教育民生常任委員長（渕野けさ子君）  お答えいたします。 

 この開催時期については、いつとは聞いておりませんけども、総合管理計画書ができましたの

で、その後になりますので、早急にとは話の中では出たんですけども、いつとは明確には聞いて

おりません。 

○議長（溝口 泰章君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  早急っていうのが私たちからすると、４月か５月かなという気は

してるんですけども、委員会の中で速やかに検討会を開いて、今後の２つの施設をよりよいもの

にしていただくようにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いたします。 

○議長（溝口 泰章君）  答弁よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  ないようですね。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１５号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員18名中起立18名〕 

○議長（溝口 泰章君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２、議案第１６号平成２８年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

を議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１６号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員18名中起立18名〕 

○議長（溝口 泰章君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第３、議案第１７号平成２８年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第
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２号）を議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１７号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員18名中起立18名〕 

○議長（溝口 泰章君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第４、議案第１８号平成２８年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

を議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１８号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員18名中起立18名〕 

○議長（溝口 泰章君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５、議案第１９号平成２８年度由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第

２号）を議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１９号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報

告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員18名中起立18名〕 

○議長（溝口 泰章君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 
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 次に、日程第６、議案第２０号平成２８年度由布市水道事業会計補正予算（第３号）を議題と

して、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２０号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報

告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員18名中起立18名〕 

○議長（溝口 泰章君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（溝口 泰章君）  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の本会議は、３月２２日、午後１時３０分から、委員長報告、討論、採決を行います。 

 本日はこれにて散会します。御苦労さまでした。 

午前10時34分散会 

────────────────────────────── 

 


