
Press Release
報道各社 御中

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日

与 謝 野 町

令和４年６月１日（水）の議会運営委員会において、第１０９回令和４年６

月定例会の日程が別紙のとおり決まりましたのでお知らせします。

記

１ 日 程

別紙資料のとおり

※提出議案（１枚）、令和４年度６月補正予算概要（１枚）及び一般質問一

覧（１枚）についても併せて送らせていただきます。

与謝野町議会６月定例会の日程が決定しました

～会期は６月８日から６月３０日まで～

【取材・問い合わせ先】

議会全般：議会事務局 ０７７２‐４３‐９０２７

議案全般：総務課 ０７７２‐４３‐９０１０

補正予算：企画財政課 ０７７２‐４３‐９０１５



日 曜日 区　　　　分 時　刻

6月8日 水
議会招集日
（提案理由説明　一部議案審議）
全員協議会

9：30～

6月9日 木
総務文教厚生常任委員会
産業建設環境常任委員会

9：30～
9：30～

6月10日 金
総務文教厚生常任委員会
産業建設環境常任委員会

9：30～
9：30～

6月11日 土 休日

6月12日 日 休日

6月13日 月
総務文教厚生常任委員会
産業建設環境常任委員会

9：30～
9：30～

6月14日 火

6月15日 水 本会議（一般質問） 9：30～

6月16日 木 本会議（一般質問） 9：30～

6月17日 金

6月18日 土 休日

6月19日 日 休日

6月20日 月
本会議（一般質問）
議会運営委員会

9：30～

6月21日 火
本会議（条例等審議）
追加議案提案（一部審議）

13：30～

6月22日 水 本会議（補正予算審議） 9：30～

6月23日 木 本会議（補正予算審議） 9：30～

6月24日 金 本会議（補正予算審議） 9：30～

6月25日 土 休日

6月26日 日 休日

6月27日 月
総務文教厚生常任委員会
産業建設環境常任委員会

9：30～
9：30～

6月28日 火

6月29日 水 本会議（追加議案審議） 9：30～

6月30日 木
予備日
会期末

第１０９回　令和４年６月定例会日程



№ 議 案 名 等 備 考

1 報告第 4 号 令和３年度与謝野町一般会計繰越明許費繰越計算書 企画財政課 6/8報告～質疑

2 報告第 5 号 令和３年度与謝野町下水道特別会計繰越明許費繰越計算書 企画財政課 〃

3 議案第 45 号 与謝野町教育委員会委員の任命について 総務課
6/8提案理由説明
～質疑・表決

4 議案第 46 号 与謝野町監査委員の選任について 総務課 〃

5 議案第 47 号 与謝野町公平委員会委員の選任について 総務課 〃

6 議案第 48 号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任について 総務課 〃

7 議案第 49 号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任について 総務課 〃

8 議案第 50 号 与謝野町長等政治倫理条例の制定について 総務課
6/8提案理由説明
6/21質疑～表決

9 議案第 51 号 与謝野町公共施設等マネジメント推進委員会条例の制定について 企画財政課 〃

10 議案第 52 号 与謝野町税条例等の一部改正について 税務課 〃

11 議案第 53 号 与謝野町立公民館条例の一部改正について 社会教育課
6/8提案理由説明
～質疑・表決

12 議案第 54 号 野田川老人憩の家条例の廃止について 福祉課
6/8提案理由説明
6/21質疑～表決

13 議案第 55 号 令和４年度与謝野町一般会計補正予算（第１号） 企画財政課
6/8提案理由説明
6/22・23・24質疑
～表決

14 議案第 56 号 令和４年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第１号） 企画財政課 〃

15 議案第 57 号 令和４年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第１号） 企画財政課 〃

16 議案第 58 号 令和４年度与謝野町水道事業会計補正予算（第１号） 企画財政課 〃

第109回 令和4年6月定例会提出議案等一覧

議案番号等



６月補正予算の主な内容

《一般会計第１号》４億３４４万円の増額　→　総額１１８億７，６４４万円

◎歳入 （単位：万円）

款 説明 補正額 内容

新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 4,200 予防接種事業の増額に伴う増額

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 750 子育て世帯生活支援特別給付金の追加に伴う追加

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 803 予防接種事業の増額に伴う増額

空き家改修等補助金 190 移住定住支援事業の増額に伴う増額

農地耕作条件改善事業補助金 1,800 農地等保全対策事業の増額に伴う増額

収益力強化整備事業費補助金 519 農地保全推進事業の増額に伴う追加

農地利用効率化等支援交付金 636 農業生産支援事業の増額に伴う追加

地域防災力総合支援事業補助金 550 消防施設等整備事業の増額に伴う追加

寄附金 ふるさと納税寄附金 400 クラウドファウンディング型ふるさと納税の追加

財政調整基金繰入金 7,300 財源調整により増額

地域振興基金繰入金 900 子育て世代包括支援センター事業の増額に伴う増額

天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金 3,000 クアハウス岩滝管理運営事業の増額に伴う増額

文化財保存活用事業貸付金償還金 1,614 文化財保護事業の増額に伴う追加

自治宝くじ助成金（コミュニティ事業） 330 自治宝くじ助成金(コミュニティ助成事業）の交付決定による追加

農業用施設整備事業債 1,070 農地等保全対策事業の増額に伴う増額

観光施設整備事業債 2,440 クアハウス岩滝管理運営事業の増額に伴う増額

河川等整備事業債 9,700 河川改修事業の追加に伴う追加

消防施設整備事業債 2,060 消防施設等整備事業の増額に伴う増額

◎歳出

款 事業名 補正額 内容

共通 職員人件費 1,038
４月人事異動に伴う調整等（会計年度任用職員以外の職員）
※予防接種事業及び新型コロナウイルス対策事業と一部重複

行政マネジメント推進事業 72 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬等の追加

ふるさと納税事業 200 ふるさと納税特典等の増額

地域協働推進事業 380 自治宝くじ助成金(コミュニティ助成事業）の交付決定に伴う増額

移住定住支援事業 785 子育て世帯移住定住促進事業補助金等の増額

子育て世代包括支援センター事業 910 出産準備金の追加等に伴う増額

児童福祉総務費一般経費 425 前年度児童福祉費関連補助金の返還金の追加

衛生費 予防接種事業 5,003 新型コロナウイルスワクチンの４回目接種に伴う接種委託料等の増額

農業生産支援事業 1,125
農地利用効率化等支援分等の追加に伴う農林業振興事業費補助金の
追加

農地保全推進事業 524 収益力強化整備事業の追加に伴う農林業振興事業費補助金の追加

農地等保全対策事業 3,000 基幹的取水施設等改修工事費等の増額

有機物供給施設管理運営事業 653 消耗品費、修繕料等の増額

リフレかやの里管理運営事業 690 その他委託料等の増額

産業振興事業 310 事業者連携促進事業の追加に伴う増額

クアハウス岩滝管理運営事業 6,694 指定管理料、維持補修工事費等の増額

野田川森林公園管理運営事業 488 指定管理料等の増額

道路維持管理事業 600 道路維持補修工事費の増額

河川改修事業 10,500 水路等整備工事費等の増額

消防施設等整備事業 2,610 自動車購入費（消防車両）の追加

新型コロナウイルス対策事業 871 子育て世帯生活支援特別給付金等の追加に伴う増額

文化財保護事業 1,726 文化財保存活用事業貸付金の追加等に伴う増額

屋外体育施設管理運営事業 541 城山公園テニスコート屋外照明改修工事設計監理委託料の追加等に伴う増額

《下水道特別会計第１号》　１００万円の増額　→　総額１６億３，９３０万円

　・職員人件費の増額、マンホールポンプ保守点検委託料の増額等

《介護保険特別会計第１号》
○事業勘定　１３万円の減額　→　総額２８億８，６１８万円

　・認定調査等経費の増額等

○サービス勘定　総額変更なし

《水道事業会計第１号》

　・収益的支出：職員人件費の増額

　・資本的支出：機械及び装置等の更新工事費の増額

国庫支出金

府支出金

繰入金

諸収入

町債

総務費

民生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費



第１０９回 令和４年６月定例会 一般質問通告一覧表

受付 No. 質 問 議 員 質 問 事 項 答弁者

１
15 番

山﨑 良磨
1. 今後の与謝野町の展望は 町長

２
11 番

三田 義幸

1. 財政破綻危機状態に陥った原因と返済方法を問う

2. 大雪警報発令時の除雪対応の内容と今後について

3. 生活保護費受給条件を詳細に広報よさのに掲載を

4. 消防団への入団拒否を減らし退団者を減らすには

町長

３
4 番

髙岡 伸明
1. 庁舎問題について 町長

４
6番

渡 貫治
1. みえるまちづくりを問う 町長、教育長

５
2番

田 史郎

1. 町長選挙結果について

2. ７つの基本政策と３６の施策の中から

3. 広報よさの「わたしはココにいます」の職員関連につ

いて

4. 学童保育について

町長、教育長

６
7番

井 浩介
1. ４年間の基本政策について 町長

７
8番

山﨑 政史
1. 公共物等の安全確保は 町長

８
5番

浪江 秀明

1. 奨学金について

2. 圃場整備の進行状況は
町長

９
10番

永島 洋視

1. 町地域経済分析報告書の活用と具体化について

2. 物価高騰から暮らしを守る支援を

3. リフレかやの里の今後の運営について

町長

１０
1番

杉上 忠義

1. 合併の検証・総括を。３庁舎を総合庁舎（加悦庁舎）

に

2. 歴史と歴史がつながった「観光」へ知的な大人の修学

旅行

3. ちりめん街道の高い価値を問う

町長

１１
14番

和田 裕之

1. 新型コロナウイルス感染症対策について

2. 自殺防止・うつ病対策について

3. 住民税非課税世帯への臨時特別給付金対応について

町長、教育長

１２
12番

安達 種雄
1. 以前伺った町の観光行政の方向性を伺う 町長

１３
9番

河邉新太郎

1. 子どもの弱視発見に向けた取り組み

2. 不法投棄対策について問う

3. 自転車道の照明設置について問う

町長

１４
13番

家城 功
1. 町長の政治姿勢と政策について 町長


