
令和２年松茂町議会第１回定例会会議録 

 

目     次 

 

○３月４日（第１日目） 

会議録署名議員の指名……………………………………………………………………  ６ 

会期の決定について………………………………………………………………………  ７ 

諸般の報告…………………………………………………………………………………  ７ 

所信表明…………………………………………………………………………………… １１ 

報告第 １号 松茂町土地開発公社令和元年度事業結果及び決算並びに清算結 

       了の報告について……………………………………………………… １８ 

議案第 ２号 土地開発基金条例及び土地取得特別会計条例を廃止する条例…… ２１ 

議案第 ３号 松茂町課設置条例の一部を改正する条例…………………………… ２１ 

議案第 ４号 松茂町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例…… ２１ 

議案第 ５号 松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を 

       改正する条例…………………………………………………………… ２１ 

議案第 ６号 松茂町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例……… ２１ 

議案第 ７号 松茂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例………………… ２１ 

議案第 ８号 松茂町児童館の設置及び管理に関する条例を廃止する条例……… ２１ 

議案第 ９号 松茂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

       定める条例の一部を改正する条例…………………………………… ２１ 

議案第１０号 松茂町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

       条例の一部を改正する条例…………………………………………… ２１ 

議案第１１号 松茂町特別会計条例の一部を改正する条例………………………… ２１ 

議案第１２号 松茂町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例…… ２１ 

議案第１３号 町道路線の認定について……………………………………………… ２１ 

議案第１４号 町道路線の変更について……………………………………………… ２１ 

議案第１５号 町道路線の廃止について……………………………………………… ２１ 

議案第１６号 令和元年度松茂町一般会計補正予算（第６号）…………………… ２１ 

議案第１７号 令和元年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）…… ２１ 



議案第１８号 令和元年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第５号）………… ２１ 

議案第１９号 令和元年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）…… ２１ 

議案第２０号 令和元年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第４号）……… ２１ 

議案第２１号 令和２年度松茂町一般会計予算……………………………………… ２１ 

議案第２２号 令和２年度松茂町国民健康保険特別会計予算……………………… ２１ 

議案第２３号 令和２年度松茂町介護保険特別会計予算…………………………… ２１ 

議案第２４号 令和２年度松茂町後期高齢者医療特別会計予算…………………… ２１ 

議案第２５号 令和２年度松茂町長原渡船運行特別会計予算……………………… ２１ 

議案第２６号 令和２年度松茂町農業集落排水特別会計予算……………………… ２１ 

議案第２７号 令和２年度松茂町公共下水道特別会計予算………………………… ２１ 

議案第２８号 令和２年度松茂町水道特別会計予算………………………………… ２１ 

発議第 １号 松茂町議会委員会条例の一部を改正する条例……………………… ２６ 

 

○３月６日（第２日目） 

町政に対する一般質問 

村 田   茂 議員…………………………………………………………………… ３３ 

  （１）食品ロス削減について 

川 田   修 議員…………………………………………………………………… ３６ 

  （１）教員の働き方改革について 

  （２）終活のアドバイスについて 

藤 枝 善 則 議員…………………………………………………………………… ４２ 

  （１）新型コロナウイルス対策について 

  （２）ゴミの収集について 

  （３）町の活性化について 

  （４）防災・減災対策について 

  （５）町民目線にたった行政対応 

佐 藤 禎 宏 議員…………………………………………………………………… ７１ 

  （１）農地を借り上げて町民農園を開設し高齢者団体等に貸付について 

板 東 絹 代 議員…………………………………………………………………… ７３ 

  （１）防災・災害対策について 



森 谷   靖 議員…………………………………………………………………… ７７ 

  （１）役場職員の休暇の取得について 

議案第 ２号 土地開発基金条例及び土地取得特別会計条例を廃止する条例…… ７９ 

議案第 ３号 松茂町課設置条例の一部を改正する条例…………………………… ７９ 

議案第 ４号 松茂町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例…… ７９ 

議案第 ５号 松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を 

       改正する条例…………………………………………………………… ７９ 

議案第 ６号 松茂町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例……… ７９ 

議案第 ７号 松茂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例………………… ７９ 

議案第 ８号 松茂町児童館の設置及び管理に関する条例を廃止する条例……… ７９ 

議案第 ９号 松茂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

       定める条例の一部を改正する条例…………………………………… ７９ 

議案第１０号 松茂町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

       条例の一部を改正する条例…………………………………………… ７９ 

議案第１１号 松茂町特別会計条例の一部を改正する条例………………………… ７９ 

議案第１２号 松茂町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例…… ７９ 

議案第１３号 町道路線の認定について……………………………………………… ７９ 

議案第１４号 町道路線の変更について……………………………………………… ７９ 

議案第１５号 町道路線の廃止について……………………………………………… ７９ 

議案第１６号 令和元年度松茂町一般会計補正予算（第６号）…………………… ７９ 

議案第１７号 令和元年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）…… ７９ 

議案第１８号 令和元年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第５号）………… ７９ 

議案第１９号 令和元年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）…… ７９ 

議案第２０号 令和元年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第４号）……… ７９ 

議案第２１号 令和２年度松茂町一般会計予算……………………………………… ７９ 

議案第２２号 令和２年度松茂町国民健康保険特別会計予算……………………… ７９ 

議案第２３号 令和２年度松茂町介護保険特別会計予算…………………………… ７９ 

議案第２４号 令和２年度松茂町後期高齢者医療特別会計予算…………………… ７９ 

議案第２５号 令和２年度松茂町長原渡船運行特別会計予算……………………… ７９ 

議案第２６号 令和２年度松茂町農業集落排水特別会計予算……………………… ７９ 



議案第２７号 令和２年度松茂町公共下水道特別会計予算………………………… ７９ 

議案第２８号 令和２年度松茂町水道特別会計予算………………………………… ７９ 

 

○３月１６日（第３日目） 

議案第 ２号 土地開発基金条例及び土地取得特別会計条例を廃止する条例…… ８７ 

議案第 ３号 松茂町課設置条例の一部を改正する条例…………………………… ８７ 

議案第 ４号 松茂町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例…… ８７ 

議案第 ５号 松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を 

       改正する条例…………………………………………………………… ８７ 

議案第 ６号 松茂町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例……… ８７ 

議案第 ７号 松茂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例………………… ８７ 

議案第 ８号 松茂町児童館の設置及び管理に関する条例を廃止する条例……… ８７ 

議案第 ９号 松茂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

       定める条例の一部を改正する条例…………………………………… ８７ 

議案第１０号 松茂町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

       条例の一部を改正する条例…………………………………………… ８７ 

議案第１１号 松茂町特別会計条例の一部を改正する条例………………………… ８７ 

議案第１２号 松茂町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例…… ８７ 

議案第１３号 町道路線の認定について……………………………………………… ８７ 

議案第１４号 町道路線の変更について……………………………………………… ８７ 

議案第１５号 町道路線の廃止について……………………………………………… ８７ 

議案第１６号 令和元年度松茂町一般会計補正予算（第６号）…………………… ８７ 

議案第１７号 令和元年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）…… ８７ 

議案第１８号 令和元年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第５号）………… ８７ 

議案第１９号 令和元年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）…… ８７ 

議案第２０号 令和元年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第４号）……… ８７ 

議案第２１号 令和２年度松茂町一般会計予算……………………………………… ８７ 

議案第２２号 令和２年度松茂町国民健康保険特別会計予算……………………… ８７ 

議案第２３号 令和２年度松茂町介護保険特別会計予算…………………………… ８７ 

議案第２４号 令和２年度松茂町後期高齢者医療特別会計予算…………………… ８７ 



議案第２５号 令和２年度松茂町長原渡船運行特別会計予算……………………… ８７ 

議案第２６号 令和２年度松茂町農業集落排水特別会計予算……………………… ８７ 

議案第２７号 令和２年度松茂町公共下水道特別会計予算………………………… ８７ 

議案第２８号 令和２年度松茂町水道特別会計予算………………………………… ８７ 

発議第 １号 松茂町議会委員会条例の一部を改正する条例……………………… ９７ 

委員会の閉会中の継続調査について…………………………………………………… ９８ 

 


