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令和2年第3回定例 

夕 張 市 議 会 会 議 録 

令和元年9月18日(金曜日) 

午前10時30分開議 

――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程 

第 １ 議案第２号 夕張市教育委員会委員の任命

について 

第 ２ 議案第３号 市職員懲戒審査委員会委員の

選任について 

    議案第４号 市職員懲戒審査委員会委員の

選任について 

    議案第５号 市職員懲戒審査委員会委員の

選任について 

第 ３ 議案第６号 令和2年度夕張市一般会計補

正予算 

    議案第７号 令和2年度夕張市国民健康保

険事業会計補正予算 

    議案第８号 令和2年度夕張市介護保険事

業会計補正予算 

    議案第９号 令和2年度夕張市水道事業会

計補正予算 

第 ４ 認定第１号 令和元年度夕張市一般会計歳

入歳出決算の認定について 

    認定第２号 令和元年度夕張市国民健康保

険事業会計歳入歳出決算の認定について 

    認定第３号 令和元年度夕張市市場事業会

計歳入歳出決算の認定について 

    認定第４号 令和元年度夕張市公共下水道

事業会計歳入歳出決算の認定について 

    認定第５号 令和元年度夕張市介護保険事

業会計歳入歳出決算の認定について 

    認定第６号 令和元年度夕張市後期高齢者

医療事業会計歳入歳出決算の認定について 

    認定第７号 令和元年度夕張市水道事業会

計決算の認定について 

第 ５ 報告第２号 例月現金出納検査の結果につ

いて 

    報告第３号 例月現金出納検査の結果につ

いて 

    報告第４号 例月現金出納検査の結果につ

いて 

    報告第５号 例月現金出納検査の結果につ

いて 

第 ６ 報告第６号 夕張市財政再生計画の令和元

年度実施状況の報告について 

第 ７ 意見書案第１号 国土強靱化に資する道路

の整備等に関する意見書 

第 ８ 意見書案第２号 新型コロナウイルス感染

症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対

し地方税財源の確保を求める意見書 

第 ９ 意見書案第３号 道教委「これからの高校

づくりに関する指針」を抜本的に見直し す

べての子どもにゆたかな学びを保障する高

校教育を求める意見書 

第１０ 意見書案第４号 ドクターヘリの安定・持

続的運用への支援強化を求める意見書 

第１１ 意見書案第５号 防災・減災・国土強靱化

対策の継続・拡充を求める意見書 

第１２ 意見書案第６号 新型コロナウイルス感染

症対策の強化等を求める意見書 

第１３ 意見書案第７号 「子どもの医療費無料化

制度の拡充」を求める道への意見書 

第１４ 意見書案第８号 軽油引取税の課税免除特

例措置の継続を求める意見書 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（8名） 

    君 島 孝 夫 君 

    小 林 尚 文 君 

    大 山 修 二 君 

    本 田 靖 人 君 

    千 葉   勝 君 

    熊 谷 桂 子 君 

    高 間 澄 子 君 

    今 川 和 哉 君 

――――――――――――――――――――――― 
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◎欠席議員（0名） 

――――――――――――――――――――――― 

午前１０時３０分 開議 

●議長 小林尚文君  ただいまから、令和2年第

3回定例夕張市議会第3日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  本日の出席議員数は8名全

員であります。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  本日の会議録署名議員は、

会議規則第125条の規定により 

   君島議員 

   大山議員 

を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  この際、事務局長から諸般

の報告をいたします。 

●事務局長 佐藤浩一君  報告いたします。 

 本定例市議会の出席者につきましては、さきに報

告のとおりであります。 

 以上で、報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――― 

「別紙」 

 市長      厚 谷   司 君 

 教育長     小 林 広 明 君 

 選挙管理委員会委員長 

         柳 沼 伸 幸 君 

 農業委員会会長 後 藤 敏 一 君 

 監査委員    西 田 洋 二 君 

◎市長の委嘱を受けて出席した者の職・氏名 

 理事      大 友 秀 樹 君 

 総務課長    芝 木 誠 二 君 

 地域振興課長  福 富 貴 大 君 

 財政課長    押野見 正 浩 君 

 税務課長    池 下   充 君 

 建設課長    鈴 木 茂 徳 君 

 土木水道課長  阿 部 充 雅 君 

 市民課長    佐 藤   学 君 

 保健福祉課長  平 塚 浩 一 君 

 生活福祉課長兼福祉事務所長 

         掘   靖 樹 君 

 消防長     増 井 佳 紀 君 

 消防次長    石 黒 友 幹 君 

◎教育委員会教育長の委嘱を受けて出席した者の

職・氏名 

 教育課長    寺 江 和 俊 君 

◎選挙管理委員会委員長の委嘱を受けて出席した者

の職・氏名 

 事務局長    芝 木 誠 二 君 

◎農業委員会会長の委嘱を受けて出席した者の職・

氏名 

 事務局長    福 富 貴 大 君 

◎監査委員の委嘱を受けて出席した者の職・氏名 

 事務局長    三 浦   護 君 

◎本議会の書記の職・氏名 

 事務局長    佐 藤 浩 一 君 

 書記      山 下 倫 弘 君 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程に入ります前に、案件

の追加とその取扱いについて、議会運営委員会委員

長の報告を求めます。 

 今川委員長。 

●今川和哉君（登壇）  追加案件の提出に関わり、

その取扱い等について協議のため、さきに議会運営

委員会を開催しておりますので、その結果について

ご報告申し上げます。 

 追加提出されることになりました案件は、議案第

6号令和 2年度夕張市一般会計補正予算、議案第 7

号令和2年度夕張市国民健康保険事業会計補正予算、

議案第8号令和2年度夕張市介護保険事業会計補正

予算、議案第9号令和2年度夕張市水道事業会計補

正予算、報告第6号夕張市財政再生計画の令和元年

度実施状況の報告についてでありまして、この案件

の取扱いにつきましては、本日の本会議に上程し、

即決することとしたところであります。 

 この結果、意見書案の調整結果も踏まえ、本定例
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市議会における付議案件数は、議案9件、認定7件、

報告6件、意見書案8件の合わせて30件となるもの

であります。 

 以上で、報告を終わります。 

●議長 小林尚文君  ただいまの報告のとおり取

り扱うことと決定してご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように取り扱って参ります。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  本日の日程は、お手元に配

付しているプリントのとおりであります。 

 それでは、直ちに日程に従って会議を進行いたし

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第 1、議案第 2号夕張

市教育委員会委員の任命についてを議題といたしま

す。 

 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 理事。 

●理事 大友秀樹君（登壇）  議案第2号夕張市

教育委員会委員の任命について、提案理由をご説明

申し上げます。 

 本案は、現委員であります鈴木ゆずりさんが本年

9月30日をもって任期満了となりますので、その後

任について、同氏を再度任命することについて同意

を得ようとするものであります。 

 なお、同氏の略歴につきましては省略させていた

だきます。 

 よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い

申し上げます。 

●議長 小林尚文君  これより、質疑に入ります。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑、討論ともないようでありますから、直ちに

採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あり

ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり同意されまし

た。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第 2、議案第 3号ない

し議案第5号、いずれも市職員懲戒審査委員会委員

の選任について、以上3議案一括議題といたします。 

 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 理事。 

●理事 大友秀樹君（登壇）  議案第3号ないし

議案第5号の3議案一括して提案理由をご説明申し

上げます。 

 本3議案は、いずれも市職員懲戒審査委員会委員

の選任についてでありまして、現委員であります岡

崎光雄さん、高橋満さん並びに照井正之さんが本年

10月3日をもってそれぞれ任期満了となりますので、

その後任といたしまして、議案第3号につきまして

は岡崎光雄さん、議案第4号につきましては高橋満

さんをそれぞれ再度選任することとし、議案第5号

につきましては、照井正之さんの後任として、新た

に本間輝子さんを選任することについて、それぞれ

同意を得ようとするものであります。 

 なお、岡崎さん、高橋さんの略歴につきましては

省略させていただき、本間さんの略歴についてのみ

申し上げます。 

 本間さんは、昭和 15年 8月 6日生まれ、現在 80

歳であります。昭和34年3月、北海道立瀬棚高等学

校を卒業された後、同年4月、瀬棚郵便局に入局、

昭和48年6月には本市において本間珠算教室を開業

されたほか、本市人権擁護委員及び民生委員・児童

委員を長きにわたって務められました。 

 よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い

申し上げます。 

●議長 小林尚文君  これより、質疑に入ります。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑、討論ともないようでありますから、直ちに

採決いたします。 

 本3議案は、原案のとおり同意することにご異議
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ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本3議案は、原案のとおり同意され

ました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第3、議案第6号令和2

年度夕張市一般会計補正予算、議案第7号令和2年

度夕張市国民健康保険事業会計補正予算、議案第 8

号令和2年度夕張市介護保険事業会計補正予算、議

案第9号令和2年度夕張市水道事業会計補正予算、

以上4議案一括議題といたします。 

 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 理事。 

●理事 大友秀樹君（登壇）  議案第6号ないし

議案第9号の4議案一括して提案理由をご説明申し

上げます。 

 議案第6号令和2年度夕張市一般会計補正予算に

つきましては、先般9月15日に総務大臣の同意が得

られました夕張市財政再生計画の変更に基づく補正

を行おうとするものであります。 

 1ページをご覧ください。 

 第1条歳入歳出予算の補正額9,746万1,000円の

内訳につきまして、歳入歳出予算補正事項別明細の

歳出からご説明申し上げます。 

 初めに、各款にわたる経費といたしまして、本年

度の市職員の人事異動に係る給料、職員手当等及び

共済費について増額または減額するものであります。 

 14ページ、2款総務費、1項総務管理費につきま

しては、幸福の黄色いハンカチ基金に寄附金を積み

立てる経費、融雪時期の市道への土砂流出を防ぐた

め排水設備を整備する経費、特定の団体を指定した

寄附について補正を行う経費について計上するもの

であります。 

 17ページ、7項監査委員費につきましては、監査

委員の交代に伴う費用弁償の増額分を計上するもの

であります。 

 18ページ、3款民生費、1項社会福祉費につきま

しては、令和3年度国民健康保険法改正に対応する

ためのシステム改修経費を国民健康保険事業会計に

繰り出しを行う経費、会計年度任用職員に係る費用

弁償の不足分を介護保険事業会計に繰り出しを行う

経費を計上するものであります。 

 19ページ、2項児童福祉費につきましては、新型

コロナウイルス感染症拡大防止のため、小学校を休

業としたことによる学童クラブの開所時間の延長に

伴う指導員の時間外手当、学童クラブにおける感染

症拡大防止対策に必要な物品の購入経費、感染症対

策のための市内認可保育所への補助経費、ひとり親

家庭への臨時特別給付金を給付する経費及び本年 9

月末に完成予定である認定こども園の開設までの維

持経費を計上するものであります。 

 21ページ、3項生活保護費につきましては、改正

生活保護法の施行に伴う生活保護システムの改修経

費を計上するものであります。 

 22ページ、4款衛生費、1項保健衛生費につきま

しては、水道高料金対策に係る繰り出し基準の変更

に伴う水道事業会計への補助を行う経費、予防接種

法等の改正により予防接種による健康被害者への給

付額の増額分及び定期予防接種に新たなワクチンが

追加されたことによる経費の増分、例年より出没件

数が多くなっている熊の駆除について必要となる経

費の増分並びに市立診療所の老朽化に起因する水道

使用料の増加に伴う光熱水費及び感染症対策のため、

換気を行いながら室温を保持するため、老朽化した

ボイラーの改修工事を行う経費を計上するものであ

ります。 

 24ページ、5款農林業費、1項農業費につきまし

ては、夕張メロンの生産基盤を安定化させるため、

労働力確保のための経費及び必要な事業に対し補助

をする経費を計上するものであります。 

 25ページ、2項林業費につきましては、森林資源

を活用した人材育成のためのワークショップを開催

する経費を計上するものであります。 

 31ページ、9款教育費、1項教育総務費につきま

しては、学校からの遠隔学習機能を強化する経費、
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スクールバスのエアコンを改修する経費及び小中学

校において校務支援システムを導入するための経費

を計上するものであります。 

 33ページ、2項小学校費及び34ページ、3項中学

校費につきましては、小中学校における感染症の対

策及び家庭学習の充実に必要な経費について計上す

るものであります。 

 35ページ、4項社会教育費につきましては、石炭

博物館模擬坑道の火災に係る有識者会議の開催に要

した経費、博物館地下展示室における換気設備を改

修する経費、博物館模擬坑道内の排水ポンプ稼働に

係る電気料を補助する経費を計上するほか、模擬坑

道内の排水業務に係る委託料の減額に伴い、坑道内

の空洞調査業務及び焼損物除去業務に係る委託料と

して同額を増額するものであります。 

 37ページ、11款諸支出金、1項過年度過誤納還付

金につきましては、国・道からの補助金及び負担金

の精算に伴う返還金を計上するものであります。 

 このほか、計上済みの一部の事業について、国・

道支出金の交付内示などにより、一般財源と財源振

替を行うものであります。 

 7 ページにお戻りいただきまして、歳入につきま

しては、歳出に関連する特定財源をそれぞれ関係科

目に計上するほか、一般財源の増に対応して財政調

整基金繰入金を計上するものであります。 

 この結果、1 ページに記載のとおり、歳入歳出予

算の総額は112億856万9,000円となるものであり

ます。 

 次に、議案第7号令和2年度夕張市国民健康保険

事業会計補正予算につきまして、ご説明申し上げま

す。 

 1 ページ、第 1 条歳入歳出予算の補正額 679 万

9,000円の内容につきましては、7ページのとおり、

人事異動に伴う人件費の増額分及び令和3年度国民

健康保険法改正に対応するためのシステム改修経費

を計上するものであります。 

 この結果、1 ページに記載のとおり、歳入歳出予

算の総額は13億5,817万2,000円となるものであり

ます。 

 以上で、国民健康保険事業会計補正予算の説明を

終わります。 

 次に、議案第8号令和2年度夕張市介護保険事業

会計補正予算につきまして、ご説明申し上げます。 

 1ページ、第 1条歳入歳出予算の補正額 3,739万

7,000円の内容につきましては、8ページのとおり、

会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の増額経費

並びに国・道からの補助金及び負担金の精算に伴う

返還金を過年度過誤納還付金として計上するもので

あります。 

 この結果、1 ページに記載のとおり、歳入歳出予

算の総額は18億2,045万1,000円となるものであり

ます。 

 以上で、介護保険事業会計補正予算の説明を終わ

ります。 

 次に、議案第9号令和2年度夕張市水道事業会計

補正予算について、提案理由をご説明申し上げます。 

 1ページ、第 2条は、本年度予算第 3条で定めた

収益的収入及び支出について、収入につきましては

第2項営業外収益166万8,000円、支出につきまし

ては営業費用183万6,000円をそれぞれ増額補正し

ようとするものであります。 

 第3条は、本年度予算第8条で定めた議会の議決

を経なければ流用することのできない経費の金額を

改めようとするものであります。 

 2 ページ以降につきましては、予算に関する説明

資料でありますので、内容については省略させてい

ただきます。 

 以上、議案第6号ないし議案第9号の4議案につ

いて一括して提案理由をご説明申し上げました。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い

申し上げます。 

●議長 小林尚文君  これより、質疑に入ります。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑、討論ともないようでありますから、直ちに

採決いたします。 

 本4議案は、原案のとおり決することにご異議あ
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りませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本4議案は、原案のとおり可決され

ました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第 4、認定第 1号令和

元年度夕張市一般会計歳入歳出決算の認定について、

認定第2号令和元年度夕張市国民健康保険事業会計

歳入歳出決算の認定について、認定第3号令和元年

度夕張市市場事業会計歳入歳出決算の認定について、

認定第4号令和元年度夕張市公共下水道事業会計歳

入歳出決算の認定について、認定第5号令和元年度

夕張市介護保険事業会計歳入歳出決算の認定につい

て、認定第6号令和元年度夕張市後期高齢者医療事

業会計歳入歳出決算の認定について、認定第7号令

和元年度夕張市水道事業会計決算の認定について、

以上7案件一括議題といたします。 

 本7案件は、いずれも決算審査特別委員会に審査

を付託していたものでありますので、直ちに委員長

の報告を求めます。 

 千葉委員長。 

●千葉 勝君（登壇）  ただいまから、令和2年

第3回定例市議会において本委員会に審査を付託さ

れました、認定第1号ないし第7号の令和元年度各

会計決算の認定についての7案件を審査した経過並

びに結果についてご報告申し上げます。 

 なお、各位ご承知のとおり、本特別委員会は、議

長及び議員選出監査委員を除く議員全員をもって構

成されており、審査の内容につきましても、この会

議の全文が会議録に登載されますので、細部にわた

る口頭報告は省略したいと存じますので、ご了承の

ほどお願い申し上げます。 

 審査は、冒頭、理事者から概括的な説明を聴取し

た後、大綱的な質疑を行い、次いで決算書の一般会

計から款ごとに順を追いながら精査を行ったところ

であります。 

 その結果、認定第1号ないし第7号の7案件につ

いては、全会一致をもって、いずれもこれを認定す

べきものと決定した次第であります。 

 以上、本委員会の審査の経過並びに結果について

申し上げましたが、何とぞこの決定にご賛同賜りま

すようお願い申し上げ、報告を終わります。 

●議長 小林尚文君  ただいまの委員長報告に対

する質疑に入ります。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑、討論ともないようでありますから、直ちに

決定して参ります。 

 決算審査特別委員会に審査を付託しておりました

認定第1号ないし認定第7号に対する委員長の報告

は、いずれもこれを認定すべきとするものでありま

す。 

 本7案件は、委員長報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本7案件については、委員長報告の

とおり認定することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第 5、報告第 2号ない

し報告第5号、いずれも例月現金出納検査の結果に

ついて、以上4案件一括議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでありますから、この程度で報告を終わ

ります。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第 6、報告第 6号夕張

市財政再生計画の令和元年度実施状況の報告につい

てを議題といたします。 

 理事者から説明を求めます。 

 理事。 

●理事 大友秀樹君（登壇）  報告第6号夕張市

財政再生計画の令和元年度実施状況の報告について、

その内容をご説明申し上げます。 

 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法
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律第18条第1項の規定に基づき、令和元年度決算を

基に、総務省令に定める様式により作成した財政再

生計画の実施状況について報告するものであります。 

 その主な内容についてでありますが、初めに、第

1、計画と具体的な措置状況につきましては、1、事

務及び事業の見直し、組織の合理化その他の歳出削

減に関する状況といたしまして、人件費、物件費、

維持補修費、扶助費、補助費等、投資的経費、公債

費、他会計繰出金のいずれの取組においても、計画

に沿って着実に実施した内容を記載しております。 

 また、4 ページの次にあります附表に記載のとお

り、財政再建計画策定前の平成17年度決算等を基準

として算出した各措置による令和元年度までの削減

実績額は約323億円となったところであります。 

 次に、2ページの2、地方税その他の収入の増徴に

関する状況、3、地方税その他の収入で滞納に係るも

のの徴収に関する状況、3ページの4、使用料等の変

更、財産の処分その他の歳入の増加に関する状況、5、

超過課税又は法定外普通税による地方税の増収に関

する状況につきましては、歳入の確保に関する取組

について、区分ごとにその内容を記載し、それぞれ

の効果額につきましては先ほどの附表に記載のとお

りであります。 

 続きまして、別紙様式にあります第 2、実質赤字

解消の状況につきましては、平成22年3月の再生振

替特例債の借入れにより平成21年度決算から実質赤

字が解消されており、令和元年度においても赤字は

発生しておりません。 

 同じく別紙様式第 3、財政再生年次総合計画は、

性質別の歳入歳出費目ごとに計画額と決算額を整理

したものであります。 

 また、別紙様式第 4、連結実質赤字解消の状況等

及び第 6、健全化判断比率の状況は、さきにご報告

いたしました令和元年度健全化判断比率算出数値等

に基づき計画値と実績値を整理したものであり、第

5、再生振替特例債の償還状況は、平成22年3月の

借入れによる元金及び利子償還の計画値と実績値を

整理したものであります。 

 最後に、3ページにお戻りいただきまして、第7、

その他財政の再生に必要な事項の措置の状況といた

しましては、財政再生計画に定めた、その他財政の

再生に必要な事項の取組内容を記載しております。 

 以上が報告書の内容でありますが、本実施状況報

告書については、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第18条第1項の規定に基づき議会に報告す

るほか、ホームページや広報などで住民へ公表する

とともに、総務大臣に報告するものであります。 

 以上、財政再生計画の令和元年度実施状況につい

ての報告を終わります。 

●議長 小林尚文君  これより、質疑に入ります。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでありますから、この程度で報告を終わ

ります。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第 7、意見書案第 1号

国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書を

議題といたします。 

 本意見書案は、君島議員外5名の提案ですので、

直ちに採決いたします。 

 本意見書案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本意見書案は、原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第 8、意見書案第 2号

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の

急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書

を議題といたします。 

 本意見書案は、君島議員外6名の提案ですので、

直ちに採決いたします。 

 本意見書案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 
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 したがって、本意見書案は、原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第 9、意見書案第 3号

道教委「これからの高校づくりに関する指針」を抜

本的に見直し すべての子どもにゆたかな学びを保

障する高校教育を求める意見書を議題といたします。 

 本意見書案は、千葉議員外4名の提案ですので、

直ちに採決いたします。 

 本意見書案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本意見書案は、原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第10、意見書案第4号

ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求

める意見書を議題といたします。 

 本意見書案は、高間議員外6名の提案ですので、

直ちに採決いたします。 

 本意見書案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本意見書案は、原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第11、意見書案第5号

防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める

意見書を議題といたします。 

 本意見書案は、高間議員外6名の提案ですので、

直ちに採決いたします。 

 本意見書案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本意見書案は、原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第12、意見書案第6号

新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意

見書を議題といたします。 

 本意見書案は、熊谷議員外5名の提案ですので、

直ちに採決いたします。 

 本意見書案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本意見書案は、原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第13、意見書案第7号

「子どもの医療費無料化制度の拡充」を求める道へ

の意見書を議題といたします。 

 本意見書案は、熊谷議員外4名の提案ですので、

直ちに採決いたします。 

 本意見書案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本意見書案は、原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 小林尚文君  日程第14、意見書案第8号

軽油引取税の課税免除特例措置の継続を求める意見

書を議題といたします。 

 本意見書案は、君島議員外6名の提案ですので、

直ちに採決いたします。 

 本意見書案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本意見書案は、原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――――――― 
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●議長 小林尚文君  以上で、本日の日程は全て

終了いたしました。 

 本日の会議は、これをもって閉じます。 

●事務局長 佐藤浩一君  ご起立願います。 

●議長 小林尚文君  これをもって、第3回定例

夕張市議会を閉会いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

   午前１１時０４分 閉会 
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