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平成２９年第５回能登町議会１０月会議 会議日程表 

            １０月１９日 （１日間） 

日 程 月  日 曜 開 議 時 刻 会 議  ・ 休 会 そ の 他 

                開会 

第１日 １０ 月 １９ 日 木 午前１１時００分 本会議 会議録署名議員の指名 

    
  

        諸般の報告 

    
  

        議案上程 

    
  

        提案理由の説明 

    
  

  
 

  
 

質疑・討論・採決 

                閉会 
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開 会（午前１１時００分） 

 

開   議 

 

議長（向峠茂人） 

 ただいまから、平成２９年第５回能登町議会１０月会議を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１４人で定足数に達しておりますので、これから本日

の会議を開きます。 

 なお、本１０月会議の会議期間は、会議日程表のとおり本日１日といたしま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 あらかじめ本日の会議時間を延長しておきます。 

 

会議録署名議員の指名 

 

議長（向峠茂人） 

 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１２２条の規定によって、 

 ７番 酒元 法子 君、 

 ８番 椿原 安弘 君を 

指名いたします。 

 

諸般の報告 

 

議長（向峠茂人） 

 日程第２、「諸般の報告」を行います。 

 地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため議場に出席を求めた

者の職氏名は、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、町長から地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告１

件の報告があり、報告第１０号としてお手元に配付しましたので、ご了承願い

ます。 

 次に、本日の会議に町長より別冊配付のとおり議案１件が提出されておりま

すので、ご了承願います。 

 次に、去る９月２６日、輪島市役所において奥能登市町議長連絡協議会設立

総会が開催されたことについても、ご報告いたします。 

 これで、諸般の報告を終わります。 
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議案上程 

議案第８３号 

 

議長（向峠茂人） 

 日程第３、議案第８３号「請負契約の締結について（平成２９年度能登町立

小間生公民館建設工事（建築）」の１件を議題といたします。 

 

提案理由の説明 

 

議長（向峠茂人） 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 本日ここに、平成２９年第５回能登町議会１０月会議の開会に当たり、ご提

案いたしております議案の提案理由をご説明する前に、ひとことご挨拶を申し

上げます。 

 去る９月２４日には、能登町防災訓練を行い、町民の皆様には、日曜日にも

かかわらず大勢のご参加をいただきました。この訓練によって、常日ごろから

防災に取り組むことの大切さを感じていただくことができたのではないかと思

っており、今後とも町民の安全・安心のため、防災意識の高揚を図る取り組み

に一層努力していきたいと思います。 

 また、去る１０月７日に柳田植物公園内において、谷本県知事を初め山口県

議会副議長、宮下県議会議員、認定自治体の能登地区４市５町の代表者が参列

され、のとキリシマツツジいしかわ歴史遺産認定記念植樹式が行われました。

当日ご来賓の方々に植樹していただいた場所に、現在のとキリシマツツジ園の

整備を行っており、全体で約１，２００本を植栽する計画であります。今後も

さまざまな分野でＰＲを行い、観光誘致や能登半島の地域活性化につなげてい

きたいと思います。 

 また、去る１０月８日に内浦総合運動公園を会場に第７回能登町民大運動会

が開催されました。ことしは晴天の中で大会が行われ、２年ぶりに町民の皆さ

んの元気なお顔を拝見することができ、大変うれしく思っております。議員の

皆さん方にもご参加をいただき、まことにありがとうございました。 

 それでは、本日ご提案いたしました議案１件につきまして、ご説明いたしま

す。 
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 議案第８３号 請負契約の締結について（平成２９年度能登町立小間生公民

館建設工事（建築）についてですが、去る１０月４日、制限つき一般競競争（事

後審査型）を行いましたところ、９，７２０万円で能登町字柳田の北能産業株

式会社が落札いたしましたので、能登町議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであ

ります。 

 以上、本会議に提出いたしました議案につきご説明申し上げましたが、議員

各位におかれましては、適切なるご決議を賜りますようお願い申し上げまして、

提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（向峠茂人） 

 以上で提案理由の説明が終わりました。 

 

質   疑 

 

議長（向峠茂人） 

 ただいま議題となりました議案第８３号の１件の審議方法についてお諮りし

ます。 

 議案第８３号の１件の審議方法は、全体審議といたしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（向峠茂人） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８３号の１件は、全体審議とすることに決定しました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（向峠茂人） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 
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討   論 

 

議長（向峠茂人） 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（向峠茂人） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 

採   決 

 

議長（向峠茂人） 

 これから採決を行います。 

 お諮りします。 

 議案第８３号「請負契約の締結について（平成２９年度能登町立小間生公民

館建設工事（建築））」は、原案のとおり決定することに賛成する諸君の起立を

求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（向峠茂人） 

 ありがとうございました。起立全員であります。 

 したがって、議案第８３号は原案のとおり可決されました。 

 

議案上程 

認定第１号～認定第１３号 

 

議長（向峠茂人） 

 次に、日程第４、認定第１号「平成２８年度能登町一般会計歳入歳出決算の

認定について」から、日程第１６、認定第１３号「平成２８年能登町病院事業

会計決算の認定について」までの１３件を一括して議題といたします。 

 

委員長報告 
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議長（向峠茂人） 

 さきの９月定例会議において決算特別委員会に付託されました認定第１号か

ら認定第１３号までにつき、同特別委員会委員長から委員会審査報告書が提出

されております。 

 これから、本件に対する審査の経過及び結果につき委員長の報告を求めます。 

 決算特別委員会委員長 國盛孝昭君。 

 

決算特別委員会委員長（國盛孝昭） 

 決算特別委員会における審査の経過及び結果についてご報告いたします。 

 本特別委員会に付託された案件は、平成２８年度能登町一般会計歳入歳出決

算のほか１０特別会計決算及び２企業会計決算、合わせて１３件の認定であり

ます。 

 これら各会計決算の審査につきましては、去る１０月４日から１０月１６日

までの実質４日間の日程で委員会を開催し、決算書、事項別明細書、各種調書、

主要施策の成果説明書、監査委員からの審査意見書などに基づき、関係各課等

から説明を聴取し、予算執行が適正かつ効率的に行われたかについて慎重に審

査したところであります。 

 その結果、認定第１号「平成２８年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて」から認定第１３号「平成２８年度能登町病院事業会計決算の認定につ

いて」までの１３件について、全会一致をもって原案のとおり認定することに

決定いたしました。 

 なお、審査の過程において、各委員からの主な意見についてご報告をいたし

ます。 

 一つ、町税及び各種負担金等の収納対策の一つとしてコンビニ納付を検討中

とのことだが、利便性や収納率の向上を図るために早期に導入されるよう調整

されたい。 

 一つ、滞納については、滞納者の実態に応じて適切な措置を講じるとともに、

一層の収納努力を図られたい。 

 一つ、ブルーベリー振興事業については、栽培農家とブルーベリー普及セン

ター、製造販売会社の三者が密な連携をとり、栽培技術の向上や新製品の開発、

販路拡大などを研究し、ブルーベリー振興をさらに強化されたい。 

 一つ、地域活性化推進事業では、地域のお祭りなどに学生の力をかりながら

地域の活力向上を目指しているのだが、地方創生に資するために地域課題の解

決策など、学生側から意見や提案を報告書として提示してもらい、さらに懇談

会が開かれるよう働きかけてみてはどうか検討されたい。 
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 一つ、町民大運動会の開催については、先般３年ぶりに全競技が行われ、成

功裏のうちに終了したと聞く。しかしながら、公民館単位での大会参加は、地

域の人口減少や高齢化も相まって参加者の選考が非常に厳しいとの声も聞く。

本来の目的は地域の融和、一体感を持つことである。継続も力なりというが、

人集めが負担になっている状況も踏まえ、開催していくのか取りやめるのか、

または新しい方向性を見出すのか熟慮されたい。 

 一つ、俗に縦割り行政とよく耳にするが、能登町においてもその傾向をかい

ま見ることができる。担当課を乗り越え、横のつながりを深めることで、各種

申請に係る窓口業務などのサービスの向上が図られるよう、町民目線でのニー

ズに応えられるよう機構改革の検討を含めサービスの充実に取り組まれたい。 

 一つ、水道事業会計では、有収率は毎年の改良工事により少しずつ改善され

ているが、目標値９０％に向けてさらなる改善に努力されたい。 

 一つ、病院事業会計については、外来患者が訪れる病棟では手狭感が拭えな

い診療室や採血検査室などがあり、動線をリノベーションすることで新たな機

能や価値を向上させてはどうか検討されたい。 

 最後に、能登町第２次総合計画を基本として、定住促進対策、少子化対策、

１次産業の活性化などさまざまな事業に取り組まれた平成２８年度決算を振り

返りましたが、今後、能登町創生総合戦略を軸に各種施策の課題と解決に係る

事業を推進し、近年取り組まれている大型プロジェクトだけでなく、住民に優

しいきめ細かなソフト事業にも配慮した予算編成をされるよう要望し、決算特

別委員長の報告とさせていただきます。 

 

議長（向峠茂人） 

 以上をもって、決算特別委員会委員長の報告を終わります。 

 

質   疑 

 

議長（向峠茂人） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（向峠茂人） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 
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討   論 

 

議長（向峠茂人） 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（向峠茂人） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 

採   決 

 

議長（向峠茂人） 

 これから採決を行います。 

 お諮りします。 

 認定第１号「平成２８年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定について」 

 認定第２号「平成２８年度能登町有線放送特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

 認定第３号「平成２８年度能登町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について」 

 認定第４号「平成２８年度能登町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について」 

 認定第５号「平成２８年度能登町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

 認定第６号「平成２８年度能登町観光施設特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

 認定第７号「平成２８年度能登町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」 

 認定第８号「平成２８年度能登町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」 

 認定第９号「平成２８年度能登町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」 

 認定第１０号「平成２８年度能登町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決



 9 

算の認定について」 

 認定第１１号「平成２８年度能登町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

 認定第１２号「平成２８年度能登町水道事業会計決算の認定について」 

 認定第１３号「平成２８年度能登町病院事業会計決算の認定について」 

までの以上１３件に対する委員長報告は、認定であります。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（向峠茂人） 

 ありがとうございました。起立全員であります。 

 よって、認定第１号から認定第１３号までの１３件は原案のとおり認定され

ました。 

 以上で、本１０月会議に付議されました議件は全部終了しました。 

 

閉会の挨拶 

 

議長（向峠茂人） 

 町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 平成２９年第５回能登町議会１０月会議を閉会されるに当たり、一言ご挨拶

申し上げます。 

 このたびの会議におきましては、平成２９年度能登町立小間生公民館建設工

事（建築）請負契約の締結についての案件及び平成２９年度能登町一般会計補

正予算の専決処分の報告についての報告につきまして、慎重なるご審議を得ま

した結果、いずれも原案どおり可決をいただきましたことを厚くお礼申し上げ

ます。 

 さて、今週末の２２日には、第４８回衆議院議員総選挙が、そして柳田植物

公園お祭り広場では全国凧あげ能登大会と、同時に秋の味覚市と能登牛肉まつ

りｉｎ能登町が開催されます。マツタケを初めたくさんのキノコや野菜等に加

え、今回から能登牛のＰＲにも一層力を入れておりますので、ぜひこの機会に

ご堪能いただければと思います。 

 また、来月、１１月３日に、能登町役場４階大集会場において能登町顕彰条
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例表彰式を開催し、町政振興に寄与された方々の功績を顕彰いたします。翌４

日、５日には、内浦体育館において第１３回能登町民文化祭の開催が予定され

ています。日ごろから鍛練されている皆様の芸能や芸術に触れながら、みずか

らの感性を磨いていただければと思います。 

 町民の皆様におかれましては、積極的にご参加いただきますようお願い申し

上げまして、閉会のご挨拶といたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

散   会 

 

議長（向峠茂人） 

 本日は、これをもちまして散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

 

                       散 会（午前１１時２４分） 

 

 上記、会議の経過を記載し相違ないことを証するため、個々に署名する。 

 

平成２９年１０月１９日 

 

                  能登町議会議長  向 峠 茂 人 

 

 

                  会議録署名議員  酒 元 法 子 

 

 

                  会議録署名議員  椿 原 安 弘 

 


