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 由布市告示第29号 

  令和２年第１回由布市議会臨時会を次のとおり招集する 

     令和２年３月23日 

                                由布市長 相馬 尊重 

 １ 期 日  令和２年３月30日月曜日 

 ２ 場 所  由布市議会議事堂 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

佐藤 孝昭君         髙田 龍也君 

坂本 光広君         吉村 益則君 

田中 廣幸君         加藤 裕三君 

平松惠美男君         太田洋一郎君 

加藤 幸雄君         鷲野 弘一君 

長谷川建策君         佐藤 郁夫君 

渕野けさ子君         田中真理子君 

工藤 安雄君         甲斐 裕一君 

佐藤 人已君                

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 

                    なし 

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

令和２年 第１回（臨時）由 布 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和２年３月30日（月曜日） 

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

議事日程（第１号） 

                        令和２年３月30日 午前10時00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 

 日程第３ 議案第42号 由布市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定につい

て 

 日程第４ 議案第43号 副市長の選任について 

 日程第５ 議案第44号 令和元年度由布市一般会計補正予算（第８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 

 日程第３ 議案第42号 由布市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定につい

て 

 日程第４ 議案第43号 副市長の選任について 

 日程第５ 議案第44号 令和元年度由布市一般会計補正予算（第８号） 

────────────────────────────── 

出席議員（17名） 

１番 佐藤 孝昭君        ２番 髙田 龍也君 

３番 坂本 光広君        ４番 吉村 益則君 

５番 田中 廣幸君        ６番 加藤 裕三君 

７番 平松惠美男君        ８番 太田洋一郎君 

９番 加藤 幸雄君        10番 鷲野 弘一君 

11番 長谷川建策君        12番 佐藤 郁夫君 

13番 渕野けさ子君        14番 田中真理子君 

15番 工藤 安雄君        16番 甲斐 裕一君 

17番 佐藤 人已君                  

────────────────────────────── 
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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 栗嶋 忠英君        書記 一野 英実君 

書記 雨宮 輝明君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 相馬 尊重君   教育長 …………………… 加藤 淳一君 

総務課長 ………………… 一尾 和史君   財政課長 ………………… 馬見塚量治君 

総合政策課長 …………… 佐藤 公教君   会計管理者 ……………… 首藤 康志君 

建設課長 ………………… 佐藤  洋君                       

福祉事務所長兼福祉課長 ………………………………………………………… 佐藤 厚一君 

商工観光課長 …………… 溝口 信一君                       

挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 大久保隆介君 

庄内振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 生野 浩一君 

湯布院振興局長兼地域振興課長 ………………………………………………… 衛藤 浩文君 

教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 衛藤 哲男君 

消防長 …………………… 古長 清治君                       

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（佐藤 人已君）  皆さん、おはようございます。感染予防対策として、マスクの着用を許

可します。 

 これより、令和２年第１回由布市議会臨時会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員数は１７人です。定足数に達していますので、本日の会議を開きます。 

 執行部より、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１号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（佐藤 人已君）  まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、８番、太田洋一郎君、９番、
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加藤幸雄君の２名を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（佐藤 人已君）  次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  異議なしと認めます。よって、会期は、本日１日限りと決定いたしまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第４２号 

日程第４．議案第４３号 

日程第５．議案第４４号 

○議長（佐藤 人已君）  次に、本臨時会に提出されました日程第３、議案第４２号から日程第５、

議案第４４号の議案３件について一括して上程します。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（相馬 尊重君）  皆様、おはようございます。本日は第１回臨時議会を招集いたしました

ところ、議員の皆さんには大変お忙しい中、御出席を賜り、心から感謝を申し上げます。 

 それでは、ただいま上程されました議案について、提案理由の御説明をいたします。 

 議案第４２号、由布市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定については、情

報通信技術の活用により、行政手続等に係る関係者の利便性の向上、並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図ることを目的として、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律が改

正されたことに伴い、由布市におきましても、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、

条例を制定するものでございます。 

 次に、議案第４３号、副市長の選任についてでございますが、太田尚人副市長から、令和２年

３月３１日をもって退任されることから、地方行政に精通し、豊富な行政経験を持たれた、大分

県建設技術センター専務理事の小石英毅氏を副市長に選任することについて、地方自治法第

１６２条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 任期につきましては、令和２年４月１日から４年間となります。 

 議案第４４号、令和元年度由布市一般会計補正予算（第８号）につきましては、議案第４３号

で同意のお願いをしております、副市長の就任に伴うもので、由布市内での住居の借り上げに係

る債務負担行為の設定と歳出予算の組み替えをお願いするものでございます。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御賛同、御同意いただきますよう、よろしくお願いを申し上げま
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す。 

○議長（佐藤 人已君）  市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、詳細説明を求めます。 

 まず、議案第４２号について、詳細説明を求めます。総合政策課長。 

○総合政策課長（佐藤 公教君）  総合政策課長です。詳細説明をさせていただきます。 

 議案第４２号、由布市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について、由布

市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例を別記のように定める。令和２年３月３０日

提出、由布市長。 

 昨年５月３１日に、いわゆるデジタル手続法が成立をしまして、情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する法律に改正され、令和元年１２月１６日に施行をされました。改正法の中で、

情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、地方公共団体は必要な施策を講じるよう規定を

されており、こうした法律改正に伴いまして、由布市におきましても、情報システムの整備やマ

イナンバー等の利用による添付書類の省略、また情報通信技術の利用機会の格差是正等に向けた

取り組みを行うよう本年度中に条例を制定するものでございます。どうぞよろしくお願いをいた

します。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第４４号について、詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（馬見塚量治君）  財政課長です。詳細説明をさせていただきます。 

 補正予算書をお願いいたします。 

 議案第４４号、令和元年度由布市一般会計補正予算（第８号）、令和元年度由布市の一般会計

補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。第２条、債務負担行為の追加は、第２表債務負担

行為補正による。令和２年３月３０日提出、由布市長。 

 １ページをお開きください。 

 第１表歳入歳出予算補正です。歳入についてはございません。 

 ２ページ、歳出の款項ごとの補正額を記載してございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第２表債務負担行為補正です。住宅借上げ料として、令和３年度までをお願いしてございます。 

 ７ページをお願いいたします。歳出となります。 

 ２款１項１目、区分１、住宅管理費の役務費でございますが、これは住宅の借り上げに伴う火

災保険料と仲介手数料で、使用料及び賃借料につきましては、住宅の借り上げ料となっています。 

 その下の１４款１項１目予備費は、今回の補正の財源として調整をさせていただいております。 
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 以上で、議案第４４号の詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 人已君）  詳細説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいま上程され、議題となっております各議案については、会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、全員による審議にしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略し、全員による審議と

することに決定しました。 

 これより、審議に入ります。 

 まず、議案第４２号、由布市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について

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（佐藤 人已君）  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（佐藤 人已君）  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４２号を採決します。本案は原案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16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決することに決定しまし

た。 

 次に、議案第４３号、副市長の選任について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（佐藤 人已君）  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（佐藤 人已君）  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４３号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし
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た。 

 ここで、小石英毅君の入場を求めます。 

〔小石 英毅君 入場〕 

○議長（佐藤 人已君）  ただいま議案第４３号、副市長の選任については、同意することに決定

したので、お知らせをします。ここで小石英毅君より挨拶を受けます。 

○（小石 英毅君）  公益財団法人大分県建設技術センター専務理事兼事務局長をやっております

小石英毅でございます。 

 ただいま由布市議会の皆様方から、副市長の同意をいただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 挾間地域、庄内地域、湯布院地域の、このそれぞれの地域のポテンシャルのあるすばらしい地

域を有する由布市の副市長に拝命いたしまして、大変光栄でございますし、身の引き締まる思い

でございます。由布市のため、由布市長のため、由布市民のため、相馬市長のもと、一生懸命頑

張ります。議員の皆様方には御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたします。 

 私のために時間をとっていただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（佐藤 人已君）  ありがとうございました。 

〔小石 英毅君 退場〕 

○議長（佐藤 人已君）  次に、議案第４４号、令和元年度由布市一般会計補正予算（第８号）を

議題として質疑行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  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（佐藤 人已君）  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４４号を採決します。本案は原案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16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決することに決定しまし

た。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 人已君）  以上で、本臨時会の議事日程は全て終了いたしました。 

 これで、令和２年第１回由布市議会臨時会を閉会いたします。御苦労さまでした。 
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午前10時13分閉会 

────────────────────────────── 
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