令和３年 10 月
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会
臨時会会議録
令和３年 10 月１日 開会
令和３年 10 月１日 閉会

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

令和３年第３回新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会 10 月臨時会会議録
午後４時 00 分 開議
議事日程
第１. 会議録署名議員の指名
第２. 会期の決定
第３. 議案第 19 号

令和３年度新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 CATV 事業特別会計
補正予算（第２号）

議案第 20 号

黒部市・入善町・朝日町高度無線環境整備工事請負契約の変更について

（提案理由説明

理事長）

（休憩） 全員協議会開催 議案等細部説明
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君

○議長（西岡 良則君）皆様、ご苦労様です。
稲刈りも最盛期を終えまして、主力品種であるコシヒカリや富山米「富富富」の品質・収量が大
変気がかりなところでありますが、県内外の多くの皆様に、美味しい富山県産の新米を食していた
だきたいと思っております。
また、コロナ禍の中、各種イベントの中止や運動会などの学校行事が観客を入れずに規模を縮小
して開催されるなど、未だに影響を与えておりますが、一人ひとりが自覚を持ち、感染拡大に対す
るより一層の予防・注意喚起に努めるとともに、一刻も早い収束を切望するものであります。
それでは、本日、10 月臨時会が招集されましたところ、ただいまの出席議員数は８名でありま
す。定足数に達しておりますので、これより令和３年第３回新川地域介護保険・ケーブルテレビ事
業組合議会 10 月臨時会を開会いたします。
それでは、本日の議事に入ります。会議規則第 19 条の規定により作成いたしました議事日程は、
お手元に配付しましたとおりであります。
「会議録署名議員の指名」
○議長（西岡 良則君）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 89 条の規定により、
「４番 谷村 一成君」
、
「６番 佐藤 一仁
君」以上２名を指名いたします。
「会期の決定」
○議長（西岡 良則君）日程第２、
「会期の決定」を行います。
お諮りいたします。今定例会の会期は、本日 10 月１日の１日間とすることにご異議ございませ
んか。
[「異議なし」の声あり]
○議長（西岡 良則君）ご異議なしと認め、会期は「１日間」と決定いたします。
「議案第 19 号から議案第 20 号」
○議長（西岡 良則君）日程第３、
「議案第 19 号」令和３年度新川地域介護保険・ケーブルテレビ
事業組合 CATV 事業特別会計補正予算（第２号）及び「議案第 20 号」黒部市・入善町・朝日町高度
無線環境整備工事請負契約の変更についての議案２件を一括議題といたします。
理事長より、提案理由の説明を求めます。理事長「笹島 春人君」
（提案理由説明）
○理事長（笹島 春人君）10 月に入りまして、朝晩の涼しさがより一層感じられる季節となって
おります。本日ここに、令和３年第３回新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 10 月臨時会
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を招集いたしましたところ、議員各位のご参集を賜り、本組合の重要諸案件をご審議いただきます
ことに対し、深く敬意を表するものであります。また、平素より、当組合の運営と発展にご尽力を
賜り、重ねて感謝申し上げます。
それでは、議案の説明に先立ちまして、介護保険事業及びケーブルテレビ事業について概要を申
し上げます。まず、介護保険事業についてでありますが、介護・予防サービスを必要とされる方が
安心して利用できるよう、組合管内の介護サービス事業所において、新型コロナウイルス感染拡大
防止対策が整ってきており、通所系や介護予防系サービスにおいて、従前の介護・予防サービスの
利用状況に戻りつつあります。
次に、ケーブルテレビ事業について申し上げます。現在、FTTH 化整備における幹線工事を順次
進めており、現時点においては、順調に進捗しております。今後の事業運営にかかるサービス・料
金体系につきまして、委託事業者と協議をしており、構成市町担当課とも意見交換を重ねながら、
その詳細についても、12 月定例会に向けての全員協議会にて、ご説明させていただきたいと考え
ております。
それでは、本日提出しております議案についてご説明申し上げます。はじめに、議案第 19 号は、
「令和３年度新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 CATV 事業特別会計補正予算（第２号）
」
についてであります。FTTH 化整備にかかる幹線・関係設備工事にあわせ、利用者宅までの引込・
宅内整備工事を複数年にわたって発注するため、令和３年度から令和６年度までの期間にて債務負
担行為を設定する補正予算をお願いするものであります。期間の限度額は、16 億 5,624 万８千円
であります。
議案第 20 号は、
「黒部市・入善町・朝日町高度無線環境整備工事請負契約の変更について」であ
ります。先の２月定例会において議決をいただいた本契約金額を 7,920 万円追加し、変更後の契約
金額を 19 億 4,700 万円とするものであります。財源につきましては、先の契約における執行残を
充てるものであります。主な変更の内容は、FTTH 化整備において、組合が行いますインターネッ
ト事業に係る設備の追加工事及び放送用設備の変更等によるものであります。
以上、本日提出いたしました案件について、概要をご説明申し上げました。何卒、慎重ご審議の
上、適切なる決定を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。
○議長（西岡 良則君）それでは、議案の細部説明を聞くため、暫時休憩をいたします。
午後４時 7 分 休憩
午後４時 18 分 再開
「再開」
○議長（西岡 良則君）休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第３の議事を継続し、これより質疑を行います。質疑はございませんか。
［「なし」の声あり］
○議長（西岡 良則君）質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
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○議長（西岡 良則君）日程第４、
「議案第 19 号」令和３年度新川地域介護保険・ケーブルテレビ
事業組合 CATV 事業特別会計補正予算（第２号）及び「議案第 20 号」黒部市・入善町・朝日町高度
無線環境整備工事請負契約の変更について、の議案２件を一括議題といたします。
はじめに討論を行います。討論はございませんか。はい。「井田 義孝君」
○７番（井田 義孝君）時間を勘違いし、遅れてしまい申し訳ありませんでした。
私は、本日の議会に付託されております２件の議案に反対の立場で意見を申し上げます。
私はこれまでも、この今後の見通しのない FTTH 化の事業には一貫して反対してまいりました。
組合も日々の進化としては行政では対応が難しいとして、民間の譲渡への可能性をさぐっておられ
ますが、行政の仕事としてはネット難民の救済のみを行えばよいという風に考えております。これ
までの私の立場との整合性からも、この２件の議案には賛成することはできません。以上です。
○議長（西岡 良則君）ほかに討論はありませんか。
[「なし」の声あり]
○議長（西岡 良則君）討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。議題の内、
「議案第 19 号」令和３年度新川地域介護保険・ケーブルテ
レビ事業組合 CATV 事業特別会計補正予算第２号について、起立により採決いたします。本件につ
いて、原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
（起立全員）起立多数であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
次に、
「議案第 20 号」黒部市・入善町・朝日町高度無線環境整備工事請負契約の変更について、
起立により採決いたします。本件について、原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求め
ます。
（起立全員）起立多数であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
「議会運営に関する調査について」
○議長（西岡 良則君）日程第５、「議会運営に関する調査について」を議題といたします。
本件を付託した議会運営委員会の調査の結果について、委員長から報告を求めます。「議会運営
委員長 野島 浩君」
○５番（野島 浩君）本委員会に付託され、議会閉会中の継続審査に付されております「議会運営
に関する調査について」その結果をご報告申し上げます。本委員会は、去る９月 24 日に開催し、
10 月臨時会の会期、議事日程及び議会運営に関する事項について協議をいたしました。次に、同
じく 10 月臨時会の理事長提出議案２件について説明を受けた後、その取り扱いについて協議をい
たしました。
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また、本委員会では、議会運営の効率化等について、引き続き調査する必要があると認め、議会
閉会中も継続して調査すべきものと決定いたしました。
以上であります。
○議長（西岡 良則君）ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。
［「なし」の声あり］
○議長（西岡 良則君）質疑なしと認めます。お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は、
「議会閉会中の継続審査」であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（西岡 良則君）ご異議なしと認め、本件は、「議会閉会中の継続審査」とすることに決し
ました。
以上で、本臨時会に付議された案件は、全て終了いたしました。
これをもちまして、令和３年第３回新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会 10 月臨時
会を閉会いたします。最後に、理事長からご挨拶があります。
○理事長（笹島 春人君）10 月臨時会の閉会にあたり一言ご挨拶を申し上げます。
当局から提案いたしました議案につきまして、慎重ご審議を賜り、滞りなく議了いただきました
ことに関しまして、心から感謝を申し上げる次第であります。
さて、ケーブルテレビ事業では、FTTH 化整備にかかる幹線工事につきましては概ね予定通り進
んでおりますが、サービスや料金体系を含めた今後の事業運営に関する事項につきまして、現在、
鋭意検討を重ねております。先ほども申し上げましたが、議員の皆様にもなるべく早い段階で素案
をお示しできればと考えております。
介護保険事業共に、地域住民の皆様にとって大切な事業でありますので、住民ニーズに対応する
ためにも、両事業に対し、最善を尽くしてまいりたいと考えております。
各事業の円滑な執行につきまして、議員各位の今後益々のお力添えにつきまして、重ねてお願い
申し上げますとともに、皆様のご健勝を心からご祈念申し上げまして、閉会のごあいさつとさせて
いただきます。
本日は、ご苦労様でございました。
○議長（西岡 良則君）皆様、お疲れ様でした。
午後４時 25 分 閉会
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以上の会議の次第を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名する。
令和３年10月１日
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会議長

署名議員

署名議員
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