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市民の皆様へ
この度︑
政務調査費及び会派の活動
費に関して︑本市市議会議員による不
正着服が明らかになりました︒
地方議員の調査活動基盤の充実を
図る観点から設けられた政務調査費
でありますが︑
一議員がこのような事
態を引き起こし︑
市民の皆様に多大な
ご迷惑をお掛けいたしましたことに
ついて︑誠に申し訳なく︑皆様の負託
を受けた議会の代表者として︑
ここに
深くお詫びいたします︒
市民の皆様の模範となるべき議員
が︑
その信頼を失墜させるような行為
は決して許されるものではありませ
ん︒
今後︑
二度とこのようなことが起こ
らないようチェック体制の見直しを
含め︑
市議会を挙げて全力で信頼回復
に取り組んでいく所存であります︒
西都市議会 議長 井上久昭

●八月臨時会の概要●

平成二十一年第六回臨時会は八月十
七日に招集︒市長提出議案三件について
審査を行いました︒その結果︑人事案件
二件についてはいずれも同意するとし︑
その他についても原案可決としました︒

●九月定例会の概要●

議 案 審 議 結 果・・・Ｐ２
一
般
質
問・・・Ｐ２〜５
請 願 ・ 陳 情 の 審 査 結 果・・・Ｐ５〜６
可 決 さ れた 意 見 書 決
･ 議・・・Ｐ６
議 員 辞 職 に つ い て・・・Ｐ６
監 査 請 求 に つ い て・・・Ｐ６
訃
報・・・Ｐ６

主な掲載内容

平成二十一年第七回定例会は九月八
日に招集︒十月八日までの会期で︑市長
提出議案二十七件︑報告案件三件︑議員
提出議案三件︑請願一件︑及び陳情四件
について審査を行いました︒その結果︑
議案についてのうち︑十五件を原案可
決︑平成二十年度決算に係る十二件を継
続審査としました︒請願については採択
とし︑陳情については一件を採択︑二件
を継続審査︑一件は撤回となりました︒
一般質問では九名の議員が登壇し︑市
長の政治姿勢︑農林業行政︑教育行政︑
地域づくり︑スポーツ振興等に関する質
問を行いました︒

◎
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議案審議結果
第六回臨時会 八(月 ・)第七回定
例会︵九月︶で審議された議案
の概要と結果
●全会一致で可決
■賛成多数で可決
▲継続審査

予算関係
＊第七回定例会︵九月︶
○平成二十一年度西都市一般
会計予算補正︵第六号︶につい
て
︵土木費など総額三億三千五
百七十万九千円の増額補正︶
○平成二十一年度西都市簡易
水道事業特別会計予算補正︵第
一号︶について
︵総務費八百十九万八千円の
増額補正︶
○平成二十一年度西都市下水
道事業特別会計予算補正︵第二
号︶について
︵土木費四百五十万円の増額
補正︶
■平成二十一年度西都市一般
会計予算補正︵第七号︶につい
て
︵総務費など総額五億千七百
六十八万三千円の増額補正︶

○平成二十一年度西都市国民
健康保険事業特別会計予算補
正︵第三号︶について
︵諸支出金千四百三十二万二
千円の増額補正︶
○平成二十一年度西都市下水
道事業特別会計予算補正︵第三
号︶について
︵土木費二十七万三千円の増
額補正︶
○平成二十一年度西都市営住
宅事業特別会計予算補正︵第二
号︶について
︵住宅費二十五万六千円の減
額補正︶
○平成二十一年度西都市老人
保健特別会計予算補正︵第二
号︶について
︵諸支出金など総額千五百八
十万三千円の増額補正︶
○平成二十一年度西都市農業
集落排水事業特別会計予算補
正︵第一号︶について
︵農業集落排水事業費百二十
九万五千円の増額補正︶
■平成二十一年度西都市介護
保険事業特別会計予算補正︵第
一号︶について
︵諸支出金など総額一億千四
十五万三千円の増額補正︶
○平成二十一年度西都児湯障
害認定審査会特別会計予算補
正︵第一号︶について
︵諸支出金など総額二百十九

万六千円の増額補正︶

決算関係
＊第七回定例会︵九月︶
▲平成二十年度西都市一般会
計歳入歳出決算について
▲平成二十年度西都市国民健
康保険事業特別会計歳入歳出
決算について
▲平成二十年度西都市簡易水
道事業特別会計歳入歳出決算
について
▲平成二十年度西都市下水道
事業特別会計歳入歳出決算に
ついて
▲平成二十年度西都市営住宅
事業特別会計歳入歳出決算に
ついて
▲平成二十年度西都市老人保
健特別会計歳入歳出決算につ
いて
▲平成二十年度西都市農業集
落排水事業特別会計歳入歳出
決算について
▲平成二十年度西都市介護保
険事業特別会計歳入歳出決算
について
▲平成二十年度西都市西米良
村介護認定審査会特別会計歳
入歳出決算について
▲平成二十年度西都児湯障害

認定審査会特別会計歳入歳出
決算について
▲平成二十年度西都市後期高
齢者医療特別会計歳入歳出決
算について
▲平成二十年度西都市水道事
業会計決算について

そ の 他

＊第六回臨時会︵八月︶
○監査委員の選任について
藤原壽太郎 氏︵新任︶
■教育委員会委員の任命につ
いて
綾 寛光 氏︵新任︶
○妻中学校南校舎耐震改修建
築主体工事請負契約の締結に
ついて

＊第七回定例会︵九月︶
○西都市民会館舞台照明操作
機器購入に伴う売買契約の締
結について
︵売買契約の締結を行うため
議決を求めるもの︶
○和解及び損害賠償の額を定
めることについて
︵交通事故に関する和解及び
損害賠償について議決を求め
るもの︶
○権利の放棄について
︵宮崎県畜産公社に対する出

資金の放棄について議決を求
めるもの︶

議員提出議案

＊第七回定例会︵九月︶
○議会の信頼回復に関する決
議︵案︶の提出について
○厳しさを増す森林・林業・木
材産業の活性化を求める意見
書︵案︶の提出について
○教育予算の拡充を求める意
見書︵案︶の提出について

一 般 質 問

九月十五・十六・十七日に九名
の議員が登壇し︑市長の政治姿
勢をはじめ︑市政全般にわたっ
て質問を行いました︒

まがたま館︵旧静和園︶の有
効利用について
政友会 荒川敏満

問① 現在の青少年研修施設
﹁まがたま館﹂は利用制限が
あり︑利用者も減り︑今後行
財政改革を進める上で︑スポ
ーツランド西都として︑有効
利用を図るべきではないか伺
いたい︒
答 ﹁まがたま館﹂は︑いい
立地条件にあるので今後︑清
水台へのアクセス道路も整備
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されれば︑今以上の経済効果
やスポーツの振興が図られて
くる事だと考える︒関係各課
と充分協議︑検討していきた
い︒
問② 私が議員になって最初
の質問がバイオマスタウン構
想についてであった︒現在の
進捗状況を伺いたい︒
答 バイオマス塾に一名派遣
しながら今年度末までには︑
本市のバイオマスタウン構想
案を作成する事としている︒
作成後は︑パブリックコメン
ト等を通じて市民の意見を取
り入れ︑今年度中に公表して
行く考えである︒
問③ 市長の各課のマニフェ
ストの中に集落営農組織を育
成し法人化を推進するとある
が︑現在まだ二地区だけとい
う状況である︒ただ集落に投
げ掛けるだけの事では進まな
いのではと思うが︑もっと枠
を広げ地区単位とか行政区単
位等で本市が中心となり西都
市を一つの集落営農組織集団
として活性化センターやＪＡ
西都で管理を行うような仕組
みを検討︑研究してみてはい
かがか伺いたい︒
答 地区︑行政区単位での取
り組みであれば可能ではない
かと考える︒そして地区単位

ている︒

農業政策と西都市民間住宅団
地開発支援について
真政２１ 北岡四郎

問① 過去五年間の農地転用
面積と件数について伺いたい︒
答 過去五ヵ年の件数は五百
二十九件で︑面積は四十二ヘ
クタールである︒
問② 子牛価格成績比較表を
見ると県内で最下位である︒
母牛の更新が有効ではないか
伺いたい
答 市単独事業の創設を検討
していきたい︒
問③ 高齢畜産農家や︑山間
地域畜産農家が子牛育成に係
る労力軽減のためキャトルセ
ンターを活用する場合︑預け
料等の助成はできないのか伺
いたい︒
答 キャトルセンターは︑子
牛育成に係る労力の軽減が期
待されるので預け料等︑その
他の助成について検討する︒
問④ 坂江住宅団地の農地転
用の経緯について伺いたい︒
答 農地法第五条による申請
は平成十七年十月十七日︑許
可は平成十七年十二月二十六
日︑転用目的は製材所のため
の作業場︑資材置き場︑駐車

場用地である︒作業場は一度
建設されたが︑平成十八年八
月二十五日に雑種地に地目変
更後︑取り壊しになった︒
問⑤ 実際に製材所の開業は
されたのか伺いたい︒
答 その後︑取り壊しになっ
たようであるので︑製材所は
開業されていない︒
問⑥ 登記簿謄本は︑売買と
なっているが間違いないか伺
いたい︒
答 転用許可申請書には︑贈
与となっていたが︑地目変更
時に売買で法務局は認めたと
思われる︒
問⑦ 申請時と実際は違うが
どう思われるか伺いたい︒
答 誠に遺憾である︒
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での受託組織の拡充等︑新た
な体制作りも含めて別の方法
も考えられると思うので︑今
後研究して行く︒

できないところである︒
問② 林業行政について︒
現在の木材価格を考えると︑
山床から市場まで搬出する経
費すら賄えない厳しい状況で
ある︒持続的な林業経営がで
きるような︑助成制度への仕
組みを早急に構築するよう︑
国に働きかけていく必要が迫
られているのではないか伺い
たい︒
答 県内各市町村及び各関係
機関と連携を図り︑森林を守
り続けている林業従事者が安
定した経営を維持できるよう︑
新たな対策を国・県に対して
要望していきたい︒
問③ 西都市と分収造林の契
約を締結している方たちは︑
高齢の人が多数を占めている
と思うが︑契約期限が来たも
の︑近い将来契約期限が来る
分収造林については︑今後ど
のような対応をされるのかお
尋ねしたい︒
答 今後も材価の高騰は望め
ない状況にあり︑また︑分収
造林組合の組合員の高齢化及
び過疎化による後継者不足も
おこってきているので︑今後
契約期限の到来するものにつ
いて︑売却あるいは契約更新
するかを分収造林組合と協議
して対応していきたいと考え

労力軽減が期待されるキャトルセンター

市長の政治姿勢と林業行政に
について
新風会 中武邦美
問① 政権交代に伴う西都市
政への影響について︒
今回の衆議院選挙の結果︑
政権を担うことになった民主
党は︑経済危機対策として執
行が始まっている今年度補正
予算を見直す方針を示してい
るが︑そのことが本市の政
策・財政へ今後どのような影
響が予想されるのかお尋ねし
たい︒
答 まだ新政権は正式に発足
しておらず︑具体的な政策や
方針が示されていないので︑
本市への影響については判断

青少年研修施設「まがたま館」

方法を具体的に関係ある担当
課で検討すべきだと思うが見
解を伺いたい︒
答 質問のような実態である
ので︑市内の業者が下請けで
きるように具体的に検討した
いと思う︒

﹁住宅リフォーム資金助成事
業﹂の実績と評価は
日本共産党 狩野保夫

建替えが予定されている妻中北校舎

問① 八月三十日の衆議院選
挙で自民・公明政権が国民の
きびしい批判を受け︑歴史的
大敗をしたことに対する見解
を伺いたい︒
答 今回の選挙結果は政策が
評価されたのではなく︑自公
政権への不満や批判が票にな
って表れたものと思っている︒
問② 八月十八日の臨時教育
委員会において教育長に就任
された綾教育長の本市教育行
政に対する基本的な姿勢につ

いて伺いたい︒
答 教育は人間形成の基本で
あり国の発展の基礎であると
思っている︒その推進に当た
っては︑家庭︑学校︑地域社
会が三者一体となって取り組
むことの重要性を再認識し︑
緊密な連携を図ることが大切
だと考えている︒
問③ 滞納問題は市税だけで
なく市営住宅や水道料金等に
も発生している︒滞納されて
いる市民の中には失業︑
病気︑
多重債務等の問題を抱えられ
ている人も多い︒それだけに
滞納者の苦しみ︑悩みに心を
寄せ︑ともに解決する行政の
姿勢と対応策が求められる︒
各課が連携した相談窓口の設
置について見解を伺いたい︒
答 月一回の司法書士による
多重債務や消費生活問題に関
する専門的な窓口の設置を予
定している︒関係各課とも連
携をとり︑市民の安全・安心
な生活の確保に努めたい︒
問④ 住宅リフォーム資金助
成事業について実績と評価を
伺いたい︒
答 一次︑二次募集で百一件
の助成が決定した︒工事総額
は五千百八十五万四千八百十
四円である︒市民からは﹁こ
の事業がリフォームをするき

っかけになった﹂という意見
が寄せられている︒

女性特有のがん検診事業の取
組みについて
公明党 吉野元近

問① 国の緊急経済対策の一
環であるが︑本市の取組みに
ついて伺いたい︒
答 これまでがん検診に対す
る国の補助を要望してきた︒
限定ではあるが実現できてあ
りがたいと思っている︒
問② 事業の目的や効果につ
いて伺いたい︒
答 死亡原因の中で︑がんに
よる死亡率が一番であり減少
を目標に︑また子育て支援の
一環でもあるので西都市の未
来への投資効果があると考え
る︒
問③ 事業の開始時期とスケ
ジュールを伺いたい︒
答 十月中には開始できる︒
すでに︑がん検診台帳は︑で
きる状況にあり︑市の実施要
綱を整備し︑がん検診手帳︑
クーポン券を印刷する︒
また︑
広報等も行いたい︒なお印刷
が出来次第対象者へ送付する︒
問④ 乳がん検診︑子宮頸が
ん検診の対象者を伺いたい︒
答 乳がん検診の対象者は千
百九十名︑子宮頸がん検診の

対象者は八百六十七名である︒
問⑤ 西都市での受診医療機
関のおおよその数を伺いたい︒
答 乳がんでは二つ︑子宮頸
がんでは三つである︒
問⑥ 土曜日︑日曜日等働く
婦人や女性のための検診は出
来ないのか伺いたい︒
答 子宮頸がん検診は︑土曜
日において実施出来る状況に
ある︒日曜日の実施は行って
いない︒
問⑦ 女性特有のがん検診は
平成二十一年度限りの事業で
あるのか︒少なくとも五年間
実施は出来ないか︒
答 この事業は西都市のため
にもなるので引き続き事業が
継続できるよう国に要望して
いきたい︒

西都市の消防体制と職員採用
について
市民クラブ 浜砂松生

問① 西都市の消防体制の充
実は︑市民の生命︑財産を守
るという大きな使命を持つ消
防業務は︑年々複雑化し︑あ
わせてスピード化が要求され
るようになって来ている︒そ
のためには︑
常に必要な機材︑
人員等の整備をしておかなけ
ればいけないわけである︒西
都市の整備状況は︑県内でど
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Ａクラスの建築工事入札につ
いて
市民クラブ 野村隆志
問① 西都市では︑Ａクラス
以上の建築工事等の入札は六
千万円以上となっている︒現
在西都市内には︑Ａクラス以
上の業者は二社である︒先日
入札が行われた妻中南校舎耐
震改修工事には︑総合評価落
札方式が取り入れられた︒西
都市は総合評価落札方式を平
成十九年度から一部の入札に
試行している︒総合評価落札
方式は西都市内の業者にとっ
ては有利であり︑この方式に
異論はないが︑問題は落札業
者の落札後の対応である︒Ａ
クラスの建築工事は多くの下
請負業者が参加する︒この数
年間に市が発注したＡクラス
の建築工事の下請負通知書を
見ると︑一部を除きほとんど
市内業者は使われていない︒
施工内容を見れば︑市内の業
者で充分やれる工事である︒
総合評価落札方式を採用する
と地元業者は高い金額で落札
できる可能性が高くなる︒し
かし︑市外業者に下請けさせ
れば総合評価落札方式の意味
がない︒市長は︑業者に要望
するだけでなく︑効果のある
耐震工事が行われる妻中南校舎

のような位置にあるのか伺い
たい︒
答 消防ポンプ自動車等の資
機材の整備︑消防職員の適正
な配置については︑消防力の
整備指針に基づき︑本市の情
勢に即した︑効果的な消防力
が発揮できるよう計画的に整
備を行っているところである︒
本市の整備状況であるが︑車
両等については︑各消防本部
の関係で比較できないが︑整
備された消防車両に搭乗する
職員︑通信員︑予防要員など
の充足率は︑平成二十一年度
で比較すると︑県内の平均が
五十七％︑本市は五十三％と
なっており︑平均値に近い状
況にある︒
問② 市長は就任以来︑職員
数の削減を内外に話して来ら
れた︒この四年間で相当数の
職員数の減をされたが︑今年
は職員採用試験を行うことを
発表されているが︑その真意
と︑採用する職員数は何人を
予定されているのか伺いたい︒
答 マニフェストにおいて平
成二十四年度末までに三百八
十名体制を目指すことにして
おり︑年次ごとの退職者の状
況や各課の事務量などから必
要な人員数を総合的に検討し
て計画していきたいと考えて

いる︒今年度は三つの区分ご
とに若干名を予定している︒
活力ある地域づくりを

されるのかお尋ねしたい︒
答 男女共同参画及びリーダ
ー育成に関する様々な情報提
供や︑講演会を開催し育成に
努めている︒
問⑤ 中心商店街活性化への
取り組みと大型店舗の出店や
市民参加型のイベント等のあ
り方や課題解決に向けて︑大
きな枠組みで取り組むつもり
はないのかお尋ねしたい︒
答 商店街の活性化ついては︑
今までの継続的な事業や定期
的な事業には支援を継続した
い︒大型店舗の出店について
は市民︑事業者︑商工団体の
方々と協議していく必要があ
ると考えている︒これらのこ
とを踏まえ広く意見を求めな
がら﹁まちづくりビジョン﹂
を策定し︑解決策を導き出し
て行きたい︒
西都原運動公園クラブハウス
建設について
市政会 兼松道男
問① 平成十五年六月六日付
けで西都市体育協会加盟団体
から西都原運動公園クラブハ
ウス建設の要望書が出ており︑
設計の段階までは進んでいる
が︑その後︑何の進展もして
いない︒市民が容易に使え︑

しかも多目的に使えるクラブ
ハウスの建設が出来ないもの
か伺いたい︒
答 平成十五年に西都原運動
公園クラブハウス基本設計書
の作成がなされていることは
事実である︒その後の過程に
おいて︑財政上の事情により
計画が中断している状況であ
る︒管理棟は昭和五十二年に
建設され︑老朽化も進んでお
り︑市民の生涯スポーツの推
進︑またプロスポーツ等のキ
ャンプ︑合宿等の誘致を促進
するためには改修が必要と考
えておりクラブハウスの建設
を平成二十三年度には完成さ
せたいと考えている︒
問② 地区の体育振興会に指
定管理してある施設及び農村
公園︑農村広場を含めて過去
三年間の維持管理費について
伺いたい︒
答 地区体育振興会へ農村公
園︑農村広場の八箇所を管理
委託︑体育館六箇所の指定管
理を行っている︒茶臼原地区
体育館は︑茶臼原地区体育館
管理委員会へ︑
市民弓道場は︑
西都市弓友会に指定管理を行
っている︒農村公園︑農村広
場︑体育館の維持管理費につ
いては︑平成十八年度が六百
四十七万八千円︑平成十九年

度が六百二十二万五千円︑平
成二十年度が二百五十七万五
千円となっている︒

請 願 ・陳 情

審 査 結 果

教育予算の拡充に関す
る意見書の提出を求め
る請願

請願者
宮崎県教職員組合児湯支部
支部長 谷 博喜
教育事務ユニオンみやざき
児湯支部
支部長 吉田 英穂
宮崎県教職員組合児湯支部
西都地区協議会
議 長 大野 幸男
審査結果 採
択
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新風会 田爪淑子
問① 各地で立ち上げようと
している地域づくり協議会に
おいて︑具体的にはどのよう
な事にまず取り組むのかお尋
ねしたい︒
答 まずは︑交流や連携によ
る﹁イベント型﹂で取り組む
ことになる︒
問② 事業をするには費用を
伴うが予算面の考えをお尋ね
したい︒
答 活動費の全額ではなく︑
協議会の自主財源で不足する
額を補助する形であるが︑事
業の内容や規模︑事業に対す
る支援制度との関連について
検討し早めに方向を定めたい︒
問③ 妻地区の協議会づくり
はどのように進めて行く計画
なのかお尋ねしたい︒
答 平成二十二年度より着手
するが︑妻地区の区長さんた
ちと相談しながら具体的な取
組みについて方法等を検討し
ていきたい︒
問④ これからの西都市を支
える人材の中で女性を地域リ
ーダーとしてどのように育成

老朽化している西都原運動公園管理棟

妻地区内の河川危険箇
所の見直し及び緊急整
備対策に関する陳情

教育予算の拡充を求め
る意見書︵要旨︶
平成十八年度︑十九年
度︑二十年度に政友会に
交付した政務調査費に
関する監査請求について
今回︑政友会に平成十八年
度︑十九年度︑二十年度に交
付された政務調査費に関して
西都市議会議員の不正着服が
明らかになりました︒
政務調査費は地方議員の調
査活動の充実を図るために設
けられたものでありますが︑
それが不正に着服されたこと
は誠に遺憾であります︒

本市議会は︑左記の﹁議会
の信頼回復に関する決議﹂を
九月二十四日の本会議で決議
したところですが︑この事件
を一個人の不祥事として留め
ることなく︑
真摯に受け止め︑
再発防止に向けて今回の課題
を明確にするためにも︑平成
十八年度︑十九年度︑二十年
度に政友会に交付された政務
調査費について︑地方自治法
第九十八条第二項による監査
委員に対する監査請求を行う
ことを︑九月三十日の本会議
において可決いたしました︒
今後︑監査委員において監

報 ■

査が実施され︑今回の課題が
明確にされると思います︒監
査結果については︑
次回の
﹁さ
いと市議会だより﹂に掲載を
させて頂きたいと思います︒
なお︑本年度の政務調査費
︵一人当たり年間十八万円︶
について︑全ての会派が六万
円の執行を凍結することにい
たしました︒

■ 訃

故 河 野 孝 臣 氏

西都市 調殿

︻議員歴︼昭和三十四年旧東
米良村議初当選︒昭和六十一
年まで連続六期当選︒副議
長︑総務委員長など歴任︒
平成二十一年十月四日逝去
︵享年九十一歳︶

木
野
木
松
爪
藤
野
砂
野
上

正 善
保 夫
吉 彦
道 男
淑 子
邦 弘
勝
松 生
元 近
照 也

︱議会報編集委員会︱

委員長 黒
副委員長 狩
委
員 黒
兼
田
内
中
浜
吉
井

〃
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〃
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陳情者
西都市妻地区区長会
会 長 安藝 國宏
副会長 長友 正雄
副会長 牧
久夫
審査結果 採
択

地方財政が逼迫している中︑
少人数教育の推進︑
学校施設︑
旅費︑教材費︑就学援助・奨
学金制度など教育条件の自治
体間格差が拡がってきている︒
自治体の財政力や保護者の
所得の違いによって︑子ども
たちが受ける﹁教育水準﹂に
格差があってはならない︒そ
のためには︑教育予算を国全
体としてしっかりと確保・充
実させる必要がある︒
学校施設整備費︑就学援
助・奨学金など教育予算充実
のため︑地方交付税を含む国
の予算を拡充すること︑また
義務教育費国庫負担制度を堅
持するとともに国の負担率を
二分の一に復元し︑教職員の
人材を確保するため教職員給
与の財源を確保・充実するこ
とを強く要望する︒

議員辞職について
平成二十一年九月二十三日付
けで︑吉野和博議員より議員
辞職願が提出され︑翌二十四
日の本会議で辞職が許可され
ました︒

このたび平成１８、１９、２０年度の政務調査費及
び会派の活動費に関して、西都市議会議員による不正
着服が明らかになりました。
地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から設け
られた政務調査費でありますが、市議会議員がこのよ
うな事態を引き起こし、議会に対する市民の不信を招
き、本市議会の信頼を著しく失墜させたことは極めて
遺憾であり、市民の皆様に対し深くお詫び申し上げま
す。
本市議会は、この事件を一個人の不祥事としてとど
めることなく、真摯に受けとめ、再発防止に向けて今
回の課題を明確にするとともに、襟を正して議会政治
の原点に返り行動することを誓うものであります。
今後、本市議会は、自らが市民の負託を受けた議員
であるという地方自治の本旨に返って、信頼を回復す
るために法令を遵守し、二度とこのようなことが起こ
らないよう全力を尽くします。
以上決議する。
平成２１年９月２４日

宮崎県立妻高等学校の
存続について
陳情者
宮崎県立妻高等学校
聖陵会会長 大塚 直純
ＰＴＡ会長 市原 義彦
審査結果 継続審査

﹁協同出資・協同経営で
働く協同組合法﹂
︵仮称︶
の速やかな制定を国に求
めることについての陳情
陳情者
宮崎地域福祉事業所
﹁なごみ﹂
所長 中武 智子
審査結果 継続審査

可決された
意
見
書
厳しさを増す森林・林
業・木材産業の活性化
を求める意見書

議会の信頼回復に関する決議

