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議長／おはようございます。 

前日に引き続き、本日の会議を開きます。 

市長から提出されました第 55 号議案及び報告第 13 号を追加上程いたします。 

日程に基づき、議事を進めます。 

日程第１．第 47 号議案 専決処分の承認についてを議題といたします。 

第 47 号議案に対する質疑を開始いたします。 

質疑ございませんか。 

 

＞「なし」の声 

 

質疑をとどめます。 

お諮りいたします。 

本案は、所管の常任委員会付託を省略いたしたいと思います。 

これに、御異議ございませんか。 

 

＞「異議なし」の声 

 

御異議なしと認めます。 

よって、本案は所管の常任委員会付託を省略いたします。 

本案に対する討論を求めます。 

討論をとどめます。 

これより第 47 号議案を採決いたします。 

本案は、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

 

＞「異議なし」の声 

 

御異議なしと認めます。 

よって、第 47 号議案は原案のとおり承認することに決定しました。 

日程第２．第 48 号議案 武雄市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

第 48 号議案に対する質疑を開始いたします。 

質疑ございませんか。 

 

＞「なし」の声 
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質疑をとどめます。 

本案は、福祉文教常任委員会に付託をいたします。 

日程第３．第 49 号議案 武雄市体育施設設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

第 49 号議案に対する質疑を開始いたします。 

質疑ございませんか。 

14 番 宮本議員 

 

宮本議員／一応、実際は水害の後使っていないということで、条例上なくすということです

けども、今後の解体とかですよ、その辺についてもわかる範囲でお尋ねしたいと思います。 

 

議長／庭木企画部長 

 

庭木企画部長／おはようございます。 

西体育館につきまして、今後解体するのか、そのまま売却するのかについてはまだ全然決め

ておりません。 

 

議長／ほかに質疑ございませんか。 

 

＞「なし」の声 

 

質疑をとどめます。 

本案は、総務常任委員会に付託をいたします。 

日程第４．第 50 号議案 武雄市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。 

第 50 号議案に対する質疑を開始いたします。 

質疑ございませんか。 

 

＞「なし」の声 

 

質疑をとどめます。 

本案は、福祉文教常任委員会に付託をいたします。 

日程第５．第 51 号議案 令和２年度武雄市一般会計補正予算（第８回）を議題といたします。 

第 51 号議案に対する質疑を開始いたします。 

質疑ございませんか。 
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12 番 池田議員 

 

池田議員／おはようございます。 

51 号議案のまず歳出のほうで、６款１項５目農地費の 14 節ですね、農業水路等長寿命化防

災減災事業工事、この分について歳入のほうで 16 款県支出金のところで県補助金、11 万 1000

円が歳入として入っております。 

この歳入の分の性格というか性質というか、その分とこの農業水路長寿命化防災減災事業工

事、どのような工事内容になっていて、受益者負担、そして場所、この工事の内容について

お尋ねします。 

 

議長／山口営業部理事 

 

山口営業部理事／防災のまず歳入のほうの補助率でございますが、今回の補正に伴い、補助

率の変更により 11 万 1000 円が計上されたところであります。 

補助の箇所、あるいは補助の概要については、詳細には把握をいたしていないところでござ

います。 

 

議長／12 番 池田議員 

 

池田議員／今の説明は、工事の内容は詳細に把握していないということですかね。 

それとお聞きしたのは、受益者負担、場所、工事の内容について再度お伺いするのと、歳入

の分で 13 款１項１目農林業費分担金のところで 31 万 5,000 円、これが受益者負担の分にな

るのかどうかお願いいたします。 

 

議長／山口営業部理事 

 

山口営業部理事／歳入歳出の説明については、後で御説明をいたしたいと思います。 

 

議長／12 番 池田議員 

 

池田議員／歳入歳出について後で御説明をしますと、これ議案提出されているんですよね、

議案として。 

歳出の分に説明ができないという部分と、あと昨年の災害を受けて、一般質問でも出ており

ましたけれども、災害復旧費、災害復旧等がまだ進んでいないところもたくさんある中に、
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この議論がどうあったのかお尋ねします。 

 

議長／ここで暫時休憩します。 

 

＊ 休憩中  

 

議長／再開をします。 

山口営業部理事 

 

山口営業部理事／工事の増額についてはため池の工事の増額についてですが、先ほど 31 万

5000 円の分につきましては受益者の負担でございます。 

それと、11 万 1000 円につきましては県の補助率のアップ分でございます。 

 

議長／質疑はございませんか。 

14 番 宮本議員 

 

宮本議員／（５）ページの一番上の財産管理費の小楠倉庫解体工事です。 

私、＊＊＊議員もそうでしたけど若いころお祭り道具を何回もあそこに入れに行って、ほと

んど窓ガラスっていうか、木製の窓ガラスでできとるですよね。 

 

議長／簡潔にしてください。 

 

宮本議員／すみません。 

3164 万って家も建てられるんじゃないかと思うくらいになっているんですけども、これのこ

との積算の根拠ってどういうふうになっているんですか。 

 

議長／山﨑総務部長 

 

山﨑総務部長／おはようございます。 

積算の根拠につきましては、設計に伴って金額を出しております。 

なお、この施設には危険物というかアスベストとかも入って、金額が高額になっているとい

うような状況です。 

建物自体は６つからなっている建物で面積もかなりあるというところから、金額がこのよう

な金額になっている状況になっております。 
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議長／14 番 宮本議員 

 

宮本議員／それと、(６)ページの新幹線武雄駅交流施設設計委託料ですけれども、今の観光

交流センターというか場所、観光協会の場所、そして今度できる観光施設、近くに３つある

んですけども、今度どういうのをつくりますかといったら、そこを整理して＊＊＊をもって

つくりますということで、発注がもう出ているんですけども、そこの整理はいつごろされる

んですかね。 

 

議長／古賀営業部長 

 

古賀営業部長／おはようございます。 

議員御質問のこの整理についてはこれからでございますが、スケジュールといたしましては、

本年度まずは整理を順次し、基本設計、実施設計を行っていく予定でございます。 

 

議長／質疑をとどめます。 

20 番 江原議員 

 

江原議員／（５）ページの新工業団地整備操出金、この内容と今現状としてどういう進行状

況なのか、お尋ねします。 

 

議長／古賀営業部長 

 

古賀営業部長／この操出金でございますが、内容につきましては不動産鑑定業務の委託料、

また用地購入費、＊＊＊補償費等も費用ということで、その分の繰り出しで、いわゆる新工

業団地整備特別会計の繰り出しを行っているところでございます。 

現状につきましては、現在委託業者のほうで鑑定等を行う準備をしているところでございま

す。 

 

議長／14 番 宮本議員 

 

宮本議員／（５）ページの防犯カメラの件ですけども、防犯カメラをいただいたということ

で大変喜んではおるとですけども、そう大きなカメラじゃないというふうなことを聞いてた

んですけども、それが設計料とか設置費も相当かかるんですけども、大体どんなふうなカメ
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ラなのかを改めてお聞きします。 

 

議長／諸岡総務部理事 

 

諸岡総務部理事／おはようございます。 

宮本議員のほうからの御質問の防犯カメラの形式ですが、一般的に、電柱とかそういうとこ

ろに小型のカメラを設置する内容になっております。 

 

議長／ほかにございませんか。 

質疑をとどめます。 

本案は、所管の常任委員会に分割付託をいたしたいと思います。 

なお、付託区分については、お手元に配付の区分表のとおりでございます。 

日程第６．第 52 号議案 令和２年度武雄市新工業団地整備事業特別会計補正予算（第１回）

を議題といたします。 

第 52 号議案に対する質疑を開始いたします。 

質疑ございませんね。 

 

＞「なし」の声 

 

質疑をとどめます。 

本案は、産業建設常任委員会に付託いたします。 

日程第７．第 53 号議案 令和２年度武雄市下水道事業会計補正予算（第１回）を議題といた

します。 

第 53 号議案に対する質疑を開始いたします。 

14 番 宮本議員 

 

宮本議員／53 号議案の、この資本的部分というとで、3500 万がふえたり減ったりして、ちょ

っとよく意味がわからないんですけども、そこについてお聞きします。 

 

議長／高倉環境部長 

 

高倉環境部長／おはようございます。 

議員の御質問でございますが、3500 万円を組み替える理由といたしましては、委託費に計上

しております委託費を当初計上しておりましたが、その 3500 万円につきましては処理施設の
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増設工事にかかわる設計費でございます。 

企業会計上、款に係る環境整備費と施設に係る処理施設と支出区分が別になっておりますの

で、今回、１款１項１目に計上しておりました 3500 万円を組み替えさせていただくものでご

ざいます。 

 

議長／質疑ございませんか。 

 

＞「なし」の声 

 

質疑をとどめます。 

本案は、産業建設常任委員会に付託いたします。 

日程第８．第 55 号議案 令和２年度武雄市一般会計補正予算（第９回）を議題といたします。 

提出者からの補足説明を求めます。 

山﨑総務部長 

 

山﨑総務部長／第 55 号議案 令和２年度武雄市一般会計補正予算（第９回）について補足説

明申し上げます。 

今回の補正予算は、国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及

び、４月 30 日に株式会社山﨑建設代表取締役、山﨑虎次様からいただきました指定寄付金を

活用した新型コロナウイルス感染症対策事業と、ひとり親世帯臨時特別給付金の速やかな支

給を行うためのものになっております。 

補正予算書の１ページをごらんください。 

第１条の歳入歳出予算の補正では、歳入歳出にそれぞれ２億 2737 万円を追加し、補正後の総

額を歳入歳出それぞれ 309 億 591 万 4000 円とするものでございます。 

予算説明書の(４)ページをごらんください。 

２款総務費では、市内クリエイター等の仕事を創出するシティプロモーションコンテンツ充

実事業業務委託料、タクシーによる買い物・宅配サービスへの補助、多拠点居住用空き家の

改修費用の補助などに要する経費を計上しております。 

３款民生費では、感染症予防のための老人福祉センター３カ所への非接触体温計、空気清浄

機などの整備や、ひとり親世帯の負担軽減のためのひとり親世帯臨時特別給付金の支給に要

する経費を計上しております。 

４款衛生費では、次なる備えと市内医療・福祉施設等への支援のためのマスク、消毒剤等の

整備や集団検診時等の感染症予防のための対面用アクリル板や呼び出し用機器などの備品等

の整備に要する経費などを計上しております。 
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６款農林業費では、地元産品等をパッケージとして販売する「農家さん応援パッケージ事業

補助金」を計上しております。 

７款商工費では、消費の喚起・下支えのためのプレミアム付商品券発行事業委託料や新たな

客層の掘り起こしのための多機能テント等の購入に要する経費を計上しております。 

10 款教育費では、感染症予防のための小中学校や社会教育施設への大型扇風機や図書消毒機

などの備品等の整備などに要する経費を計上しております。 

予算説明書の(３)ページをごらんください。 

歳入につきましては、国庫支出金、指定寄付金を計上したほか、財政調整基金により財源の

調整をしております。 

以上で、補足説明を終わります。 

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

議長／第 55 号議案に対する質疑を開始いたします。 

質疑ございませんか。 

14 番 宮本議員 

 

宮本議員／一般質問のときはプレミアム商品券みたいなものっていうことで、もっと雇用創

造協議会で話し合いをされるのかなと思ったんですけども、いきなり出てきたなと思ってる

んですけども、言いたいのは、もっと金額がスーパーになると思ったんですけども少ないな

ということで、そうなれば、あと、これが予算が 5000 万でなくなったら、また臨時交付金じ

ゃないですけど、つなぎ資金じゃないですけども、またその次とかそういうのもあって、お

弁当のほうは広く市民に渡らなかった分があると思うとですよね、一部の人がたくさん買っ

て、全く恩恵を受けなかった人もあると思うんですけど、それで、このプレミアム商品券も

恩恵が受けられるように時期を延ばすこともあるのかどうかお聞きします。 

 

議長／古賀営業部長 

 

古賀営業部長／プレミアム商品券の部分でございます、今回 5000 万円で計上させていただい

ておりますが、これについて増額等については今のところ考えておりません。 

また、今後の対応につきましては、昨日来から申し上げていますように、状況を見ながらス

ピード感を持って対応していきたいというふうには考えております。 

 

議長／14 番 宮本議員 

 



- 9 - 

宮本議員／(４)ページのシティプロモーションコンテンツ充実事業っていうんですけども、

どんなことでどんなに役立つのか、その辺がちょっとわかりませんので、よろしくお願いし

ます。 

 

議長／庭木企画部長 

 

庭木企画部長／新型コロナ感染症拡大によりまして停滞しております交流人口の再拡大を図

るため、現段階から映像、記事、音楽などを活用いたしましたプロモーション用のコンテン

ツを充実したいというふうに考えております。 

 

議長／ほかにございませんか。 

18 番 牟田議員 

 

牟田議員／すみません、今の宮本議員さんの関連ですけど、シティープロモーションのコン

テンツを充実させる対象は誰ですか。 

市内在住クリエイターというのもいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、対象ってい

うのがわからないんで、教えてください。 

 

議長／庭木企画部長 

 

庭木企画部長／対象といたしましては、市内のクリエイターの方を考えておりますけど、ど

れだけの数がおられるかは把握できておりません。 

 

議長／宮本議員に申しておきますけれども、続けてやるならやるというようなことをやって

もらわないと、次の方が手を挙げておられるのに、その後でというのもなかなか難しいと思

いますので、今後気をつけてやっていただきたいと思います。 

20 番 江原議員 

 

江原議員／５ページの農家さん応援パッケージ事業補助金ですが、具体的に中身を含めて説

明いただければ。 

 

議長／山口営業部理事 

 

山口営業部理事／農家さんが困っておられる、例えば佐賀牛とかの畜産品、これとか野菜、
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タマネギを中心とした野菜、これをパッケージにして、注文をとって、武雄市内の方から注

文をとって、そこに送って、その半額を補助するというような事業でございます。 

 

議長／20 番 江原議員 

 

江原議員／説明で、今答弁もありましたが、商品代の２分の１及び発送経費等、これ具体的

にどういうことですか。 

 

議長／山口営業部理事 

 

山口営業部理事／金額については、全部で約１万円相当の品を用意する予定でございます。 

大体、牛のステーキ、あるいは牛の焼き肉分で 7000 円相当、野菜の分と、今回お茶のセット

も入れようというような予定をしておりますけれど、これも合わせて 3000円、合わせて牛と

野菜で１万円というような予算を立てております。 

それからそこに、自宅に送る送料については、また別途市の負担で負担すると、送料につい

ては負担するということで考えているところでございます。 

 

議長／14 番 宮本議員 

 

宮本議員／(６)ページの観光協会の補助金の 3000 万というのは、何々って指定しないでやっ

ているのか、具体的にこれとこれをやってくださいという形での補助なのか、お聞きします。 

 

議長／古賀営業部長 

 

古賀営業部長／観光協会の補助金についてでございます。 

これにつきましては観光協会からの補助でございますが、現在コロナ等で、販売または宿泊

等につきましては非常に厳しい状態ということで、この宿泊予約等、また物産等の販売等を、

いわゆるＥＣサイト等を特別に構築し、現在低迷している観光、また産業等についていち早

く回復するための準備を行いたいということで、補助金を出す予定でございます。 

 

議長／６番 吉原議員 

 

吉原議員／同じく(６)ページですけども、観光施設費の中の多機能テント等購入費、この多

機能テントっていうのはどのようなテントで、どういうときに使用するためのものなのか、
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そして何張り購入なのかお尋ねします。 

 

議長／高倉環境部長 

 

高倉環境部長／議員お尋ねの多機能テントについてでございます。 

このテントは、サウナ機能を持っております。 

４人程度で利用することが可能ということになっております。 

個数につきましては、４セット購入を予定しているところでございます。 

市内に黒髪山自然の公園等がございます。 

他市からたくさんの観光客が訪れていらっしゃいますので、このキャンプ場の機能強化をし

たいというふうに考えております。 

 

議長／12 番 池田議員 

 

池田議員／(５)ページの６款農林業費、農業振興費の、先ほどもありました農家さん応援パ

ッケージ事業補助金ですね、ちょっと確認をさせてください。 

補助対象、補助が商品代の２分の１、発送経費等で、これは購入される側の補助になるのか、

そのところをお願いします。 

続いて、７款商工費のプレミアム商品券発行事業委託料、販売数１万 6000 冊に対して、世帯

数より多分少ないと思うんですよね。 

１人２冊まで購入、この場合、公平に市民に行き渡らない可能性もありますけど、その辺の

議論はどのようにされたのかと、プレミアム商品券を発行する経緯についてお尋ねします。 

それとあと一点、教育費の中の 10 款５項４目図書館費、17 節の備品購入費、図書消毒機購

入費とありますけれども、消毒機を設置し、利用者が清潔で安心に読書できる環境を整備し

ますと。 

これまでコロナ禍の中、この点、消毒とか安心・安全についてはどのようにされていたのか

お尋ねします。 

 

議長／山口営業部理事 

 

山口営業部理事／補助の予算につきましては、協議会を通じての補助金ということで補助の

予算をつけていますが、実際購入される方の補助につきましては、商品代約１万円相当の商

品になるかと思いますけども、その２分の１が補助ということになります。 
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議長／古賀営業部長 

 

古賀営業部長／プレミアム商品券の発行部数の問題でございます。 

世帯数に対して少ないのではということでございます。 

この発行部数等につきましては、協議をする中で、これまで何度かプレミアム商品券につい

ては発行を行っておりますけども、この販売等の実績を見たところでの数字ということで出

させていただいております。 

もう一つの質問、今後の経過ということで。 

 

池田議員／発行するに当たっての、プレミアム商品券を出しますよという議論の中身、経過

ですね。 

 

古賀営業部長／すみません、これにつきましては、今月、まず市内の経済団体様のほうから

早急な消費喚起対策等を行っていただきたいという要望が出されたところでございます。 

実際にこのプレミアム商品券等も含めたところで消費喚起等を含めて、何とか手を打ってい

ただきたいという要望等がございましたので、それにあわせて早急に対応をしたというとこ

ろでございます。 

 

議長／永尾こども教育部理事 

 

永尾こども教育部理事／おはようございます。 

図書館本館とこども館に、本を閲覧したり借りたりする方が使用できる図書館消毒機を設置

する予定にしております。 

図書館消毒機の機能としては、ページ間の清掃、殺菌消毒、消臭抗菌することができること

になります。 

新型コロナウイルスの感染拡大が懸念する中、本を清潔に、安心して利用できる環境を整備

したいということで、本館とこども図書館に各１台を設置予定でございます。 

今までの対応については、本人の責任、また、職員による清掃等をしておりました。 

 

議長／12 番 池田議員 

 

池田議員／先ほどプレミアム商品券の発行事業について、これまでの実績等を踏まえてプレ

ミアム商品券を今回発行すると。 

これまで高齢者福祉の分で、お出かけ券とか、そして国のプレミアム商品券等、これまで扱
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ってこられたと思うんですよ、その実績かなと思うんですけれども、この実績の執行率等を

含めたところの、たしか決算で聞いたときには 67％とか、そういう答弁をいただいたことが

あったと思うんですけれども、この辺の実績をきちんと勘案されたのか。 

そして、図書館の消毒費、清掃とか何とかする機材を、209 万円するものを２台だから、１

台百何万するわけですよね、それを１台ずつ入れて。 

本を消毒するものなのか、それとも空間を消毒するものなのか、その辺をお願いします。 

 

議長／古賀営業部長 

 

古賀営業部長／昨年出されたプレミアム商品券、そもそも制限がちょっとかかっていたので、

発行者に制限がありましたので参考になりませんでしたので、私どもが参考にしましたのは、

平成 27 年度にプレミアム商品券を発行したときの実績ということで、発行率が今手元にござ

いませんが、発行部数として１万 1000 冊を発行したということで、そこをベースで協議を行

ったところです。 

 

議長／永尾こども教育部理事 

 

永尾こども教育部理事／本のページ間の清掃をするものでございます。 

 

議長／11 番 松尾陽輔議員 

 

松尾陽輔議員／５ページの商工費の先ほどのプレミアム商品券の件で、１点だけ確認をさせ

ていただきたい。 

一人２枚という限定をされていますけども、その確認はどういう形でされるのかどうか。 

以前、武雄市内で販売されて、次の日若木で販売したときにはまた同じ人が来られたという

ことで、地元の方が買われるときにはもうなかったという状況が発生しましたから、一人２

枚というのは確認はどういう形でされるのか、１点だけお聞きします。 

 

 

議長／古賀営業部長古賀営業部長／今回のプレミアム商品券の発行につきましてはこれまで

と違いまして、委託費ということで今回、委託先を商工会議所のほうにお願いして、商工会

議所のほうでこの商品券の販売等については行う予定でございます。 

現在、予算との兼ね合いで限度額を一人２冊までということで、私どもの希望として出して

いるところでございます。 
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この販売のやり方等については今後、受託先の予定であります商工会議所等と協議を行って

いきたいと思っております。 

 

議長／20 番 江原議員 

 

江原議員／予算、４ページの備品購入、車両購入、路線バスの件について、御説明。 

 

議長／ちょっと声を上げてください。 

 

江原議員／４ページの路線バス、備品購入費、総務費の企画の車両購入費３台ということで、

この内容について、路線についても、取り組みの内容について御説明をお願いします。 

 

議長／庭木企画部長 

 

庭木企画部長／みんなのバス３台分の購入費でございます。 

 

議長／20 番 江原議員３回済みました。 

よろしいでしょうか。 

質疑をとどめます。 

本案は、所管の常任委員会に分割付託をいたします。 

なお、付託区分については、お手元に配付の区分表のとおりでございます。 

日程第９．報告第７号 令和元年度武雄市一般会計継続費繰越計算書の報告についてを議題

といたします。 

報告第７号に対する質疑を開始いたします。 

質疑ございませんね。 

質疑をとどめます。 

本件は、法令に基づき報告されたものであり、この程度にとどめたいと思います。 

日程第 10．報告第８号 令和元年度武雄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを

議題といたします。 

報告第８号に対する質疑を開始いたします。 

質疑ございませんか。 

 

＞「なし」の声 
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質疑をとどめます。 

本件は、法令に基づき報告されたものでありますので、この程度でとどめたいと思います。 

日程第 11．報告第９号 令和元年度武雄市競輪事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついてを議題といたします。 

報告第９号に対する質疑を開始いたします。 

14 番 宮本議員 

 

宮本議員／内容は競輪のバックヤードというか、施設といいますかね、選手宿舎並びに練習

場と思うんですけど、結局計画がはっきりせんでずれているんですけども、今の状況はどう

なっているのかをお聞きします。 

 

議長／暫時休憩します。 

 

＊ 休憩中 ＊ 

 

議長／再開します。 

山口営業部理事 

 

山口営業部理事／この明許繰越については選手宿舎等の工事基本設計業務の委託をそのまま

委託している分ということでございますので、そういう内容で繰り越しがあっているという

ことでございます。 

 

議長／14 番 宮本議員 

 

宮本議員／多分、ずっと繰り越しというか、実施が遅れている。 

 

議長／宮本議員さん、多分というのはやめてください。 

 

宮本議員／私が思うに、はっきり計画が決まらないからずっと先延ばしになってると思うん

ですけども、今もまた繰り越しになっておりますので、なんで繰り越しの今の状況を教えて

ください。 

 

議長／山口営業部理事 
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山口営業部理事／詳細な内容はここでは言えませんけども、いろいろな状況の中で、委託料

が繰り越すことになったということでございます。 

 

議長／暫時休憩します。 

 

＊ 休憩中 ＊ 

 

議長／再開します。 

山口営業部理事 

 

山口営業部理事／ここでお答えはできません。 

 

議長／質疑をとどめます。 

本件は、法令に基づき報告されたものでありますので、この程度でとどめたいと思います。 

日程第 12．報告第 10 号 令和元年度武雄市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

を議題といたします。 

報告第 10 号に対する質疑を開始いたします。 

質疑ございませんか。 

 

＞「なし」の声 

 

質疑をとどめます。 

本件は、法令に基づき報告されたものでありますので、この程度でとどめたいと思います。 

日程第 13．報告第 11 号 令和元年度武雄市土地開発公社事業報告についてを議題といたし

ます。 

報告第 11 号に対する質疑を開始いたします。 

 

＞「なし」の声 

 

質疑をとどめます。 

本件は、法令に基づき報告されたものでありますので、この程度でとどめたいと思います。 

日程第 14．報告第 12 号 令和元年度一般財団法人武雄市体育協会事業報告についてを議題

といたします。 

報告第 12 号に対する質疑を開始いたします。 
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質疑ございませんか。 

 

＞「なし」の声 

 

質疑をとどめます。 

本件は、法令に基づき報告されたものでありますので、この程度でとどめたいと思います。 

日程第 15．報告第 13 号 令和元年度武雄市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について

を議題といたします。 

提出者からの補足説明を求めます。 

山口営業部理事 

 

山口営業部理事／報告第 13 号 令和元年度武雄市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告に

ついて、地方自治法施行令第 150 条３項の規定に基づき御報告いたします。 

事故繰越しの内容につきましては、６款１項４目肥育素牛生産拡大施設等整備事業に係る補

助金でございます。 

平成 30 年度からの繰り越しにより令和元年度に補助対象の牛舎・堆肥舎の建設を行う予定で

した。 

昨年８月の豪雨により建設予定地が土砂崩れの被害を受けたことにより、復旧及び造成作業

に時間を要し、建設の年度内完了が見込めなくなりましたので、補助金 1313 万 8000 円を再

度繰り越したものでございます。 

以上、御報告いたします。 

 

議長／報告第 13 号に対する質疑を開始いたします。 

質疑ございませんね。 

 

＞「なし」の声 

 

質疑をとどめます。 

本件は、法令に基づき報告されたものでありますので、この程度でとどめたいと思います。 

以上で、本日の日程は終了いたします。 

本日はこれにて散会いたします。 

お疲れさまでした。 

 

 


