新宮町告示第８８号
令和２年第７回新宮町議会臨時会を次のとおり招集する
令和２年１１月１０日
新宮町長 長﨑 武利
１ 期 日

令和２年１１月１３日

２ 場 所

新宮町議会議事堂
──────────────────────────────

○開会日に応招した議員
安武久美子君

温水

眞君

末吉富美徳君

濱田

幸君

上畝地白馬君

大牟田直人君

髙木 義輔君

北崎 和博君

横大路政之君

松井 和行君

牧野真紀子君
──────────────────────────────
○応招しなかった議員
西 健太郎君
──────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────
令和２年 第７回（臨時）新 宮 町 議 会 会 議 録
令和２年１１月１３日（金曜日）
───────────────────────────────────────────
議事日程（第１号）
令和２年１１月１３日 午前９時３０分開会
日程第１ 会議録署名議員の指名について
日程第２ 会期決定について
日程第３ 第１１１号議案

第６次新宮町総合計画基本構想について

日程第４ 報告第２０号 専決処分について（損害賠償額の決定及び和解について）
──────────────────────────────
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について
日程第２ 会期決定について
日程第３ 第１１１号議案

第６次新宮町総合計画基本構想について

日程第４ 報告第２０号 専決処分について（損害賠償額の決定及び和解について）
──────────────────────────────
出席議員（１１名）
１番

安武久美子君

２番

温水

眞君

３番

末吉富美徳君

４番

濱田

幸君

５番

上畝地白馬君

７番

大牟田直人君

８番

髙木

義輔君

９番

北崎

和博君

10番

横大路政之君

11番

松井

和行君

12番

牧野真紀子君

──────────────────────────────
欠席議員（１名）
６番 西 健太郎君
──────────────────────────────
欠

員（なし）

──────────────────────────────
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事務局出席職員職氏名
事務局長

井上 和広君

主幹 桐島 美佐子君

──────────────────────────────
説明のため出席した者の職氏名
町長 …………………… 長﨑 武利君

副町長 ………………… 吉村 隆信君

副町長 ………………… 福田

猛君

教育長 ………………… 宮川 優子君

総務課長 ……………… 太田 達也君

地域協働課長 ………… 片山 勇二君

政策経営課長 ………… 阿部 宏紀君

税務課長 ……………… 髙橋 忠久君

住民課長 ……………… 大原 稲子君

健康福祉課長 ………… 山口 望美君

子育て支援課長 ……… 藤木 恵介君

産業振興課長 ………… 髙木 昭典君

環境課長 ……………… 安河内正路君

都市整備課長 ………… 桐島 光昭君

上下水道課長 ………… 本田陽一郎君

会計管理者 …………… 末永富士美君

学校教育課長 ………… 森

社会教育課長 ………… 西田 大輔君

和也君

──────────────────────────────
午前９時３０分開会
○議会事務局長(井上 和広君) 起立、礼、おはようございます。ご着席ください。
○議長(牧野 真紀子君) おはようございます。
ただいまから令和２年第７回新宮町議会臨時会を開会いたします。
ご報告いたします。６番、西健太郎議員より本会議の欠席届が提出されております。
それでは配付の日程表により直ちに本日の会議を開きます。
────────────・────・────────────
日程第１．会議録署名議員の指名について
○議長(牧野 真紀子君) 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１２５条の規定により５番、上畝地白馬議員、７番、大牟田直
人議員を指名いたします。
────────────・────・────────────
日程第２．会期決定の件について
○議長(牧野 真紀子君) 日程第２、会期決定の件を議題といたします。
お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日といたしたいと思いますが、ご異議ございませ
んか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(牧野 真紀子君) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。
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これより議案の審議に入ります。
────────────・────・────────────
日程第３．第１１１号議案
○議長(牧野 真紀子君) 日程第３、第１１１号議案、第６次新宮町総合計画基本構想についてを
議題といたします。
議案の説明を求めます。
町長。
○町長（長﨑 武利君） おはようございます。
第１１１号議案、新宮町基本構想について、上記の議案を別紙のとおり提出するものでござい
ます。理由といたしまして、町の総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、新宮町基本構想を
定めることに関し、新宮町議会基本条例第９条の規定により、町議会の議決を求めるものでござ
います。
第６次新宮町総合計画基本構想について、概要説明をさせていただきます。
新宮町におきましては、昭和４６年７月に第１次新宮町総合計画を策定して以来、１０年ごと
に総合計画の見直しを行い、平成２３年度からの第５次総合計画では、「人が輝き快適に暮らせ
る元気なまち新宮」を将来像に掲げ、まちづくりを進めてまいりました。
今後、町全体では新たな開発などにより、引き続き人口が増加する一方で、地域によっては高
齢化や人口減少が進むことが見込まれています。また、２０年先では本町においても人口減少社
会や超高齢社会が到来をし、住民生活や行財政運営が大きく変わる事が考えられることから、新
宮町の魅力をしっかりと後世に伝えながら町民が安心して暮らしていける持続可能なまちづくり
を進めていくために、新たな町の方針として令和３年度から令和１２年度までの第６次新宮町総
合計画の基本構想を策定するものでございます。
まず、この後の町の将来人口予測につきましては、お手元の基本構想７ページをご覧ください。
令和７年に３万４,７００人。第６次総合計画最終年度であります令和１２年度に３万４,９００
人と想定をしております。
長期的なまちづくりの根幹的な考え方となります基本理念は、１５ページから１６ページをご
ご覧ください。「人を思いやり快適に暮らせるまちづくり」、「環境を活かし次世代へつなぐま
ちづくり」、「共に活動し共に活躍するまちづくり」とし、この理念のもと計画期間中で実現す
るまちの将来像としまして、１７ページにございますとおり「人がいきいき 未来をつむぐ挑戦
するまち しんぐう」としております。
基本目標は、１８ページから２４ページをご覧ください。
施策体系別に７本の柱を立て、それぞれ分野別の基本目標に沿ったまちづくりを行うものでご
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ざいます。
なお、第５次総合計画では都市空間形成の方針も掲載しておりましたが、こちらは都市計画マ
スタープランとの関連性が高いため、総合計画からは除外しております。
参考資料といたしまして、令和３年度から令和７年度までの新宮町前期基本計画を添付いたし
ております。
よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていた
だきます。よろしくお願いいたします。
○議長(牧野 真紀子君) 質疑を許可いたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（牧野 真紀子君） ここで質疑を打ち切り、第１１１号議案は、新宮町将来まちづくり計
画特別委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(牧野 真紀子君) ご異議なしと認めます。よって、第１１１号議案は、新宮町将来まちづ
くり計画特別委員会に付託いたします。
北崎委員長、よろしくお願いいたします。
ここで暫時休憩いたします。
午前９時３７分休憩
………………………………………………………………………………
午前９時３９分再開
○議長(牧野 真紀子君) 再開いたします。
お諮りいたします。別紙のとおり、新宮町将来まちづくり計画特別委員会、北崎委員長から閉
会中の継続調査の申出書が提出されておりますが、これを承認することに賛成の方は挙手願いま
す。
〔挙手する者１０名、挙手しない者０名〕
○議長(牧野 真紀子君) 全員賛成と認め、これを承認することに決定いたしました。
────────────・────・────────────
日程第４．報告第２０号
○議長(牧野 真紀子君) 日程第４、報告第２０号専決処分について、損害賠償額の決定及び和解
についてを議題といたします。
内容の説明を求めます。
地域協働課長。
○地域協働課長(片山 勇二君) 報告第２０号、専決処分の報告について。
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地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定されている町長の専決処分
事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告するものでござい
ます。
１ページをお願いいたします。
専決第１１号、専決処分書。
令和２年３月１７日に県道湊下府線上の梶取交差点において、原上で発生した火災現場に向か
っていた新宮町消防団第１分団消防自動車と、一般車両との衝突事故について、これに対する損
害を賠償し、和解するものでございます。
１、損害賠償額、過失割合は相手方が８割で新宮町が２割となっています。損害賠償額は、過
失割合の２割の１４万６,１８４円でございます。 ２、損害賠償及び和解の相手方、別紙のと
おり２ページに相手方を記載しておりますのでご参照ください。３、和解の条件、本件に関して、
上記に定める賠償以外に債権債務のないことを確認し、双方とも一切異議なく和解するものでご
ざいます。
以上で説明を終わります。
○議長(牧野 真紀子君) 質問を許可いたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（牧野 真紀子君）質問を終わります。
────────────・────・────────────
○議長(牧野 真紀子君) お諮りいたします。本会議の会議中、誤読などによる字句、数字等の整
理訂正につきましては、会議規則第４４条の規定により議長に委任していただきたいと思います
が、ご異議ありませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(牧野 真紀子君) ご異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字の整理、訂
正は議長に委任していただくことに決定いたしました。
これをもちまして、全日程を終了し、令和２年第７回新宮町議会臨時会を閉会いたします。
お疲れさまでございました。
午前９時４８分閉会
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

令和２年１２月７日

議

長

牧野 真紀子

署名議員（５番）

上畝地 白馬

署名議員（７番）

大牟田 直人
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