
            平成２５年第１回柳津町議会定例会会議録 

            第１０日 平成２５年３月１５日（金曜日） 

 

１．出席議員は次のとおりである。 

  １番 田 﨑 信 二   ６番 横 田 善 郎   ９番 磯 部 静 雄 

  ２番 伊 藤 昭 一   ７番 鈴 木 吉 信  １０番 小 林   功 

  ３番 齋 藤 正 志   ８番 伊 藤   毅  １１番 田 﨑 為 浩 

  ５番 菊 地   正 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

  な し 

 

３．地方自治法第121条の規定により出席を求められ、出席した者は次のとおりである。 

町 長 井 関 庄 一  保 育 所 長 長谷川 富 雄 

総 務 課 長 鈴 木 一 義  教 育 委 員 長 小 林 銀 一 

町 民 課 長 矢 部 良 一  教 育 長 目 黒 健一郎 

地域振興課長 新井田   修  教 育 課 長 金 子 粧 子 

建 設 課 長 天 野   高  公 民 館 長 鈴 木 晴 美 

 

４．会議に職務のため出席した者の職氏名。 

議会事務局長 新井田   敏  主 任 主 査 田 﨑 好 章 

 

５．会議事件は次のとおりである。 

  日程第 １   報告第 １ 号 予算特別委員会付託案件審査結果報告 

  日程第 ２   議案第 ７ 号 柳津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 

                に関する基準を定める条例の制定について 

  日程第 ３   議案第 ８ 号 柳津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備 

                及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスの係る介護 

                予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

                の制定について 
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  日程第 ４   議案第 ９ 号 柳津町指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定 

                地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条 

                例の制定について 

  日程第 ５   議案第１０号 柳津町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基 

                準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定につ 

                いて 

  日程第 ６   議案第１１号 柳津町町道の構造の技術的基準を定める条例の制定について 

  日程第 ７   議案第１２号 柳津町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準 

                を定める条例の制定について 

  日程第 ８   議案第１３号 柳津町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定につ 

                いて 

  日程第 ９   議案第１４号 柳津町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を 

                定める条例の制定について 

  日程第１０  議案第１５号 柳津町町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について 

  日程第１１  議案第１６号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に 

                ついて 

  日程第１２  議案第１７号 柳津町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例 

                の一部を改正する条例について 

  日程第１３  議案第１８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

                例の一部を改正する条例について 

  日程第１４  議案第１９号 柳津町行政財産使用料条例の一部を改正する条例について 

  日程第１５  議案第２０号 柳津町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改 

                正する条例について 

  日程第１６  議案第２１号 柳津町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

  日程第１７  議案第２２号 柳津町町営住宅条例の一部を改正する条例について 

  日程第１８  議案第２３号 柳津町町営住宅等管理条例の一部を改正する条例について 

  日程第１９  議案第２４号 柳津町下水道条例の一部を改正する条例について 

  日程第２０  議案第２５号 監査委員の選任同意について 

  日程第２１  議案第２６号 副町長の選任同意について 

  日程第２２  議案第２７号 指定管理者の指定について 
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  日程第２３  議案第２８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

  日程第２４  議案第２９号 柳津町過疎地域自立促進計画の変更について 

  日程第２５  議案第３０号 町道路線の認定及び変更について 

  日程第２６  議案第３１号 会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の形式を左横書きと 

                する規約について 

  日程第２７  議案第３２号 障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の変 

                更及び障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事 

                務の委託に関する規約の変更について 

  日程第２８  柳津町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

  日程第２９  柳津町農業委員会委員の推薦について 

  日程第３０  議員提出議案第 ３ 号 平成２３年７月新潟・福島豪雨災害による被害を受 

                    けたＪＲ只見線の早期全線復旧を求める意見書の提 

                    出について 
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         ◎開議の宣告 

○議長 

   ただいまから本日の会議を開きます。（午前１０時００分） 

   本日の議事日程はお手元にお配りのとおりであります。 

   これより議事に入ります。 

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎議案の審議 

○議長 

   日程第１、報告第１号「予算特別委員会付託案件審査結果報告」についてを議題といたし

ます。 

   予算特別委員長の報告を求めます。 

   予算特別委員会委員長、鈴木吉信君。 

○予算特別委員会委員長（登壇） 

   報告第１号 

            予算特別委員会付託案件審査結果報告 

   平成25年第１回柳津町議会定例会において、本委員会に付託された事件について、３月８

日、11日、12日の３日間、執行部より各主管課長等・班長の出席を求め、慎重に審査した結

果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。 

   議案第４２号、平成２５年度柳津町一般会計予算、 

   議案第４３号、平成２５年度柳津町土地取得事業特別会計予算、 

   議案第４４号、平成２５年度柳津町国民健康保険特別会計予算、 

   議案第４５号、平成２５年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算、 

   議案第４６号、平成２５年度柳津町介護保険特別会計予算、 

   議案第４７号、平成２５年度柳津町簡易水道事業特別会計予算、 

   議案第４８号、平成２５年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算、 

   議案第４９号、平成２５年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算、 

   議案第５０号、平成２５年度柳津町下水道事業特別会計予算、 

   議案第５１号、平成２５年度柳津町簡易排水事業特別会計予算、 

   議案第５２号、平成２５年度柳津町林業集落排水事業特別会計予算については、原案どお

り可決すべきものと決定しました。 
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   なお、意見として別紙のとおり報告いたします。 

   平成２５年３月１５日 

                               柳津町議会予算特別委員会 

                               委員長  鈴 木 吉 信 

   柳津町議会議長 田 﨑 為 浩 殿 

   以上です。 

○議長 

   お諮りいたします。 

   ただいま予算特別委員会委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、議案第４２号「平成２５年度柳津町一般会計予算」、議案第４３号「平成２５年

度柳津町土地取得事業特別会計予算」、議案第４４号「平成２５年度柳津町国民健康保険特

別会計予算」、議案第４５号「平成２５年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算」、議案第

４６号「平成２５年度柳津町介護保険特別会計予算」、議案第４７号「平成２５年度柳津町

簡易水道事業特別会計予算」、議案第４８号「平成２５年度柳津町町営スキー場事業特別会

計予算」、議案第４９号「平成２５年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算」、議案第５

０号「平成２５年度柳津町下水道事業特別会計予算」、議案第５１号「平成２５年度柳津町

簡易排水事業特別会計予算」、議案第５２号「平成２５年度柳津町林業集落排水事業特別会

計予算」については、予算特別委員会委員長の報告のとおり可決決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、日程第２、議案第７号「柳津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の制定について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   皆さん、おはようございます。 

   議案第７号「柳津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

１８９ 



定める条例の制定について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、介護保険法の改正に伴い、これまで国が定めていた指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準について、町の条例に委任されることになりましたの

で、本条例を制定するものであります。 

   背景といたしまして、地方分権改革を進めるため、地域主権改革一括法により、これまで

国が一律に決定し自治体に義務づけてきた基準、施策等を、条例の制定によりみずから決定

し実施するようにするものであります。 

   なお、詳細につきましては、町民課長より説明させますので、よろしくご審議お願いをい

たします。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   町民課長。 

○町民課長（登壇） 

   それでは、議案第７号について、補足して説明をしていきます。 

   先ほど町長からも話がありましたように、今回の条例制定に当たりましては、地方分権一

括法ということで、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に係る法律等でございま

す。 

   条例の概要でありますが、当町において現時点で地域密着型のサービス提供は行っており

ませんが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成23年法律第37号）の施行に伴い介護保険法の改正がなされ、これまで国

が定めていた指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護サービスの設置基準等につい

て、市町村の条例で定めることになったため、今回の条例を制定するものであります。 

   それでは、１ページをお開き願いたいと思います。 

   柳津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定についてであります。 

   それでは、４ページをお開き願いたいと思います。 

   第２章であります。定期巡回・随時対応型訪問介護看護であります。これらについては、

ヘルパーや看護師が１日に３回から５回程度利用者宅を訪問いたしまして、食事や水分補給、

トイレの介助などの身体介護やたんの吸引などの医療的ケアを行うというサービス等であり

ます。 
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   続いて、26ページをお開きください。 

   第３章になります。夜間対応型訪問介護であります。これらについては、夜間において定

期的な巡回または通報により要介護者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時

の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにする

ための援助を行うサービス等であります。 

   続いて、34ページをお開きください。 

   第４章であります。認知症対応型通所介護であります。居宅要介護者で認知症の人が、特

別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センターや老人デイサービスセンターなどに

日帰りで通って、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談と助言、健康状態の確

認、その他居宅要介護者に必要な日常生活上の世話と機能訓練を受けられることのサービス

であります。これらについては、デイサービス等の内容等となっております。 

   続いて、45ページをお開きください。 

   第５章に掲げている分については、小規模多機能型居宅介護であります。通い、デイサー

ビスを中心として、要介護者の容態や希望に応じて随時訪問介護やショートステイを組み合

わせてのサービス提供であります。中度等との内容で、在宅等の生活の継続ができるような

支援をするサービス等になっております。 

   続いて、60ページをお願いいたします。 

   第６章、認知症の対応型共同生活介護であります。これについてはグループホームと言わ

れている内容等であります。利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、

認知症や要介護者が入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで食事や入浴などの日

常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けます。これらについて、介護スタッフとと

もに共同生活を送るようなサービスを示しております。 

   続いて、70ページをお願いいたします。 

   第７章であります。地域密着型特定施設入居者生活介護であります。地域密着型特定施設

というのは、ケアハウス、有料老人ホームなどで、特に介護専用型の特養施設で入所定員が

29名以下の施設のことであります。入浴、排せつ、食事などの介護など、日常生活上のお世

話や機能訓練を受けることのサービス等になっているところであります。 

   続いて、81ページをお願いいたします。 

   第８章の中に出ている内容等については、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護等

であります。地域密着型の介護老人福祉施設、特別養護老人ホームでの入浴、排せつ、食事
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などの介護などの日常生活上のお世話や機能訓練、健康管理と療養上のお世話を受けるサー

ビスであります。 

   続いて、107ページをお開きください。 

   第９章に掲げてある内容等については、複合型サービス等であります。居宅要介護者につ

いて、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、

通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回随時

対応型介護、夜間対応型介護、認知症対応型通所介護型は、小規模多機能型介護と２種類以

上組み合わせることにより提供されるサービスであります。訪問看護及び小規模多機能型の

介護の組み合わせ、その他の居宅要介護について、一体的に提供されることが特に効果的か

つ効率的なサービスを組み合わせ提供されるサービスとして、厚生労働省で定めるものであ

ります。 

   これらの内容等が、第７号に示されている内容であります。 

   これらの施行につきましては、附則といたしまして、この条例は平成25年４月１日から施

行するものとしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第７号「柳津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について」を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第３、議案第８号「柳津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に
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関する基準を定める条例の制定について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第８号「柳津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の制定について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、介護保険法の改正に伴い、これまで国が定めていた介護予防認知症対応型通所介

護、小規模多機能型居宅介護、共同生活介護のサービスに係る事業の人員、設備及び運営並

びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について、町の条例に委任されるこ

とになりましたので、本条例を制定するものであります。 

   背景としましては、地域主権改革一括法によるものであります。 

   なお、詳細につきましては、町民課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   町民課長。 

○町民課長（登壇） 

   それでは、議案第８号について、補足して説明をしていきます。 

   まず、121ページをお開き願いたいと思います。 

   柳津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

であります。 

   それでは、124ページをお開きください。 

   第２章の中においては、介護予防認知症対応型通所介護ということで、これらについては、

要支援の１、要支援の２の方が利用できる内容となっております。認知症対応型の通所介護

サービス事業等となっております。 

   続いて、143ページをお願いいたします。 

   第３章であります。介護予防小規模多機能型居宅介護等であります。これらについても要

支援の１、要支援の２の方が利用されるものであります。小規模多機能型の居宅介護サービ
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ス等の内容等となっております。 

   続いて、159ページをお開きください。 

   第４章であります。介護予防認知症対応型共同生活介護等であります。これについては、

要支援の２の方が入所して利用できる内容等となっております。グループホーム等の内容の

中となっております。 

   附則といたしましては、この条例を平成25年４月１日から施行するということでお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第８号「柳津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の制定について」を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、日程第４、議案第９号「柳津町指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指

定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定について」を議題と

いたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第９号「柳津町指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サー

ビス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定について」提案理由の説明をいたしま
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す。 

   本案は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法の改正に伴い、これまで国が定めて

いた指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員及び申請者の資格に関する

基準を定めるために、本条例を制定するものであります。 

   背景としましては、地域主権改革一括法によるものであります。 

   なお、詳細につきましては、町民課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   町民課長。 

○町民課長（登壇） 

   それでは、議案第９号について、補足して説明いたします。 

   172ページをお開きください。 

   柳津町指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サービス事業者等

の指定に関する基準を定める条例の制定についてであります。 

   それでは、173ページをお開きください。 

   地域密着型介護老人福祉施設の入所者生活介護の入所定員等であります。第２条でありま

す。介護保険法第78条の２の第１項の規定により、条例で定める定員は29人以下とするとい

うことであります。 

   続いて、申請者の資格に関する基準等であります。第３条であります。介護保険法第78条

の２第４項第１号及び第115条の12第２項第１号の規定により条例で定める者は、法人とす

るというようなことでお願いしたいと思います。 

   なお、今回の内容等の中においては、地域密着型というようなことで、町で定める内容と

なっておりますので、町で定められる内容等の基準の中に参酌をしていくというようなこと

で、７号、８号等の中においても６項目にわたって町の条例の中で新たに定めている部分が

あります。それについては、非常災害対策関係、２番目としては勤務体制の確保、それから

３番目といたしましては食事、４番目については記録の整備というようなことで、５番目に

ついては内容の手続証明の同意、それから６番目としては地域密着型の老人福祉施設の定員

等の内容等について、参酌の中で、町で定める基準の中で７号、８号等の中にも入れてこの

条例を制定するものであります。 
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   これらの内容等の附則といたしまして、条例は、平成25年４月１日から施行していきたい

と考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第９号「柳津町指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サー

ビス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定について」を原案のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、日程第５、議案第１０号「柳津町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第１０号「柳津町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の制定について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、水道法の改正に伴い、水道布設工事の監督技術者の配置基準、資格基準及び水道

技術管理者の資格基準等について、町の条例に委任されることになりましたので、本条例を

制定するものであります。 

   背景としましては、地域主権改革一括法によるものであります。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 
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○議長 

   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第10号について説明いたします。 

   ２ページをお願いします。 

   柳津町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例であります。 

   この条例は、第２次一括法が平成23年８月30日に公布されたことによる水道法の一部改正

に伴いまして、水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準を定めるものであります。 

   この水道事業にかかわります布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準につきましては、水道法令、水道法施行令の基準を参酌して定めているところ

でございます。 

   この条例の条文につきましては、２ページ、第１条（条例の目的）から、４ページの第４

条（水道技術管理者の資格）までとなってございます。 

   最後に４ページなのですが、附則（施行期日）ですが、この条例は、平成25年４月１日か

ら施行する。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第１０号「柳津町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の制定について」を原案のとおり決定することにご異議

ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 
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   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第６、議案第１１号「柳津町町道の構造の技術的基準を定める条例の制定について」

を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第１１号「柳津町町道の構造の技術的基準を定める条例の制定について」提案理由の

説明をいたします。 

   本案は、道路法の改正に伴い、道路の構造の技術的基準について、町の条例に委任される

ことになりましたので、本条例を制定するものであります。 

   背景としましては、地域主権改革一括法によるものであります。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第１１号「柳津町町道の構造の技術的基準を定める条例の制定について」補足して説

明いたします。 

   ６ページをお願いします。 

   柳津町町道の構造の技術的基準を定める条例。 

   これにつきましては、第１次一括法が平成23年５月２日に公布されたことによる道路法の

一部改正に伴いまして、町道の構造の技術的基準を定めるものであります。 

   道路の構造につきましては、道路構造令を参酌して定めているところでございます。 

   この道路構造令では、道路につきましては第１種から第４種までの４種類に区分されてい

るところでございます。この中で第３種以外の第１種、第２種及び第４種につきましては、

高速自動車道、自動車国道及び自動車専用道路、そして、都市部の道路となっていますので、
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柳津町のこの条例につきましては、第３種の道路のみの基準を定めているところでございま

す。 

   この条例につきましては、第１条（趣旨）、第２条（定義）、８ページの第３条から第44

条までが道路施設の技術的基準の中身となってございます。 

   28ページなのですが、附則（施行期日）１、この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

   附則２につきましては、この条例の経過措置でございます。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第１１号「柳津町町道の構造の技術的基準を定める条例の制定について」を原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第７、議案第１２号「柳津町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を

定める条例の制定について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第１２号「柳津町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例

の制定について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い、移動等円

滑化のために必要な町道の構造に関する基準について、町の条例に委任されることになりま
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したので、本条例を制定するものであります。 

   背景としましては、地域主権改革一括法によるものであります。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第１２号「柳津町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例

の制定について」補足して説明いたします。 

   30ページをお願いします。 

   柳津町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例。 

   この条例につきましては、第２次一括法が平成23年８月30日に公布されたことによる高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律の一部改正に伴い、移動円滑化のために

必要な道路の構造に関する基準を定めるものであります。 

   移動円滑化のために必要な町道の構造に関する基準については、移動等円滑化のために必

要な道路の構造に関する基準を定める省令を参酌して定めているところでございます。 

   この条例につきましては、第１章から第６章で構成されております。 

   30ページ、第１章につきましては総則。第１条、第２条でございます。 

   31ページ、歩道等であります。これにつきましては、第３条から第10条までとなってござ

います。 

   32ページ、第３章、立体横断施設につきましては、第11条から第14条までになっておりま

す。 

   35ページをお願いします。第４章、乗合自動車停留所につきましては、第15条、第16条と

なっております。 

   第５章、自動車駐車場につきましては、第17条から第26条までです。 

   38ページをお願いします。第６章、移動等円滑化のために必要なその他の施設等につきま

しては、第27条から第31条となっております。 

   39ページです。 

   附則１（施行期日）なのですが、この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
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   附則２から５につきましては、この条例の経過措置でございます。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第１２号「柳津町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例

の制定について」を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、日程第８、議案第１３号「柳津町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定

について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第１３号「柳津町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について」提案理

由の説明をいたします。 

   本案は、道路法の改正に伴い、道路標識のうち案内標識及び警戒標識等の寸法と文字の大

きさの基準について、町の条例に委任されることになりましたので、本条例を制定するもの

であります。 

   背景としまして、地域主権改革一括法によるものであります。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 
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   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第１３号「柳津町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について」補足し

て説明いたします。 

   42ページをお願いします。 

   柳津町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例。 

   この条例につきましては、国の第１次一括法が平成23年５月２日に公布されたことによる

道路法の一部改正に伴い、町道に設ける道路標識の寸法を定めるものであります。 

   町道に設ける道路標識のうち、文字の大きさが設計速度に応じて決まるものの拡大率につ

きまして、１から1.5倍、２倍、2.5倍、３倍とすることを規定しております。これ以外の道

路標識につきましては、道路標識区画線及び道路標示に関する命令を参酌して定めておりま

す。 

   この条例につきましては、42ページの第１条から第３条までとなってございます。 

   44ページ、附則であります。この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第１３号「柳津町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について」を原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 
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   次に、日程第９、議案第１４号「柳津町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基

準を定める条例の制定について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第１４号「柳津町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の

制定について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、河川法の改正に伴い、準用河川の河川管理施設のうち主要なものの構造に関する

技術的基準について、町の条例に委任されることになりましたので、本条例を制定するもの

であります。 

   背景としましては、地域主権改革一括法によるものであります。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第１４号「柳津町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の

制定について」補足して説明いたします。 

   46ページをお願いします。 

   柳津町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例。 

   この条例は、国の第１次一括法が平成23年５月２日に公布されたことによる河川法の一部

改正に伴いまして、準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定めるものであり

ます。 

   町が管理する準用河川に係る河川管理施設及び許可を受けて設置される工作物のうち、ダ

ム、堤防、その他の主要なものの構造について、河川管理上必要とされる技術的基準は、河

川管理施設等構造令を参酌して定めております。 

   この条例につきましては、第１章から第９章で構成されています。 

   46ページ、第１章、総則につきましては、第１条、第２条。 

   47ページ、第２章については堤防であります。堤防につきましては、第３条から第18条ま
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でとなってございます。 

   50ページ、第３章、床止めでございます。床止めにつきましては、第19条から第22条まで

となってございます。 

   51ページ、第４章、せきでございます。せきにつきましては、第23条から第32条となって

います。 

   53ページ、第５章、水門及びひ門についてですが、これにつきましては、第33条から第40

条まででございます。 

   55ページ、第６章、揚水機場、排水機場及び取水塔につきましては、第41条から第46条ま

でとなっております。 

   56ページ、第７章、橋につきましては、第47条から第54条までとなっております。 

   59ページ、第８章、伏せ越しにつきましては、第55条から第59条。 

   60ページ、第９章、雑則につきましては、第60条から第63条となっております。 

   61ページ、附則１（施行期日）であります。この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

   附則２につきましては、この条例の経過措置でございます。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第１４号「柳津町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の

制定について」を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、日程第１０、議案第１５号「柳津町町営住宅等の整備基準を定める条例の制定につ
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いて」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第１５号「柳津町町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について」提案理由の説

明をいたします。 

   本案は、公営住宅法の改正に伴い、公営住宅等の整備基準について、町の条例に委任され

ることになりましたので、本条例を制定するものであります。 

   背景としましては、地域主権改革一括法によるものであります。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第１５号「柳津町町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について」補足して説明

いたします。 

   64ページをお願いします。 

   柳津町町営住宅等の整備基準を定める条例。 

   この条例につきましては、国の第１次一括法が平成23年５月２日に公布されたことによる

公営住宅法の一部改正に伴い、町営住宅及び町道施設を新たに整備する場合の基準を定める

ためのものであります。 

   町営住宅及び町道施設を新たに整備する場合の基準につきましては、国土交通省令の公営

住宅等整備基準を参酌することとされております。このため、町営住宅の整備基準につきま

しては、公営住宅等整備基準を参酌して定めているところでございます。 

   この条例につきましては、64ページ、第１条（趣旨）、第２条（定義）でございます。第

３条から第12条までが、町営住宅の整備基準となってございます。 

   66ページ、第13条から第17条までが、町道施設の整備基準となっております。 

   67ページ、附則１（施行期日）であります。この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

   附則２については、経過措置でございます。 
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   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第１５号「柳津町町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について」を原案のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１１、議案第１６号「町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第１６号「町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について」提案

理由の説明をいたします。 

   本案は、近年の社会経済情勢と財政状況を踏まえて、町長の給与を削減するため、所要の

改正を行うものであります。 

   なお、詳細につきましては、総務課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 
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   それでは、議案第16号であります。 

   68ページであります。 

   町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について。 

   町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。 

   次のページをお開きください。 

   町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。 

   附則に第22項を加える改正であります。 

   内容につきましては、町長の給料月額を、平成25年４月１日から平成26年３月31日まで

10％減額するための条例の一部改正であります。 

   なお、年間の減額額につきましては、88万6,800円となります。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第１６号「町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について」を原

案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１２、議案第１７号「柳津町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例

の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 
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   議案第１７号「柳津町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正

する条例について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、近年の社会経済情勢と財政状況を踏まえて、教育長の給与を削減するため、所要

の改正を行うものであります。 

   なお、詳細につきましては、総務課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   議案第17号であります。 

   70ページであります。 

   柳津町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例につい

て。 

   柳津町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を別紙のとおり改正す

る。 

   次のページをお開きください。 

   柳津町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例であり

ます。 

   附則に第18項を加える改正であり、内容につきましては、教育長の給料月額を、平成25年

４月１日から平成26年３月31日まで５％減額するための条例の一部改正になります。 

   年間の減額額につきましては、33万3,600円になります。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

         ◇         ◇         ◇ 
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○議長 

   ここで暫時休議をいたします。 

   再開を11時10分といたします。（午前１０時５５分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午前１１時１０分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   お諮りいたします。 

   議案第１７号「柳津町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正

する条例について」を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１３、議案第１８号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第１８号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、専門的な職種に関する事務について嘱託員制度を導入するため、所要の改正を行

うものであります。 

   なお、詳細につきましては、総務課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 
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○総務課長（登壇） 

   議案第18号であります。 

   72ページです。 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につ

いて。 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を別紙のとおり改正

する。 

   次のページをお開きください。 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例であ

ります。 

   第２条に第３項を加える改正でありますが、内容につきましては、専門的な職種に関する

事務について嘱託員制度を導入するための条例となります。 

   専門的な職種等を有する町民の方々等に行政事務を担っていただくことで、行政需要が高

度化、多様化することに対応するために導入をさせていただくものであります。 

   以上であります。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第１８号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について」を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１４、議案第１９号「柳津町行政財産使用料条例の一部を改正する条例について」
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を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第１９号「柳津町行政財産使用料条例の一部を改正する条例について」提案理由の説

明をいたします。 

   本案は、柳津町道路占用料徴収条例の改正に伴い、整合を図るため、所要の改正を行うも

のであります。 

   なお、詳細につきましては、総務課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   議案第19号、74ページであります。 

   柳津町行政財産使用料条例の一部を改正する条例について。 

   柳津町行政財産使用料条例の一部を別紙のとおり改正する。 

   次のページをお開きください。 

   柳津町行政財産使用料条例の一部を改正する条例でありますが、別表第１、別表第２を改

めるものであります。 

   内容につきましては、福島県の道路占用料徴収条例の一部を改正する条例に準じ、柳津町

道路占用料徴収条例の一部改正に伴い、整合性を図るための一部改正となります。 

   この条例につきましては、平成25年４月１日から施行するものであります。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 
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   議案第１９号「柳津町行政財産使用料条例の一部を改正する条例について」を原案のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１５、議案第２０号「柳津町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第２０号「柳津町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、障害者自立支援法の改正に伴い、地域社会における障害者の共生実現に向けて、

障害福祉サービスの充実と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、所要の

改正を行うものであります。 

   なお、詳細につきましては、町民課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   町民課長。 

○町民課長（登壇） 

   議案第２０号「柳津町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」補足して説明をいたします。 

   第３条第３号中の「障害者自立支援法」を、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律」に改めるというような内容等でございます。 

   附則といたしましては、この条例は、平成25年４月１日からの施行といたします。 

   よろしくお願いいたします。 
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○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第２０号「柳津町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１６、議案第２１号「柳津町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について」

を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第２１号「柳津町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について」提案理由の説

明をいたします。 

   本案は、福島県道路占用料徴収条例の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第２１号「柳津町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について」補足して説明

をいたします。 

２１３ 



   79ページをお願いします。 

   柳津町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。 

   この条例につきましては、道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部改正により、

太陽光発電設備及び風力発電設備並びに津波からの一時的な避難場所としての機能を有する

堅固な施設が道路占用許可対象物件として追加されております。 

   この政令の改正に伴い、福島県道路占用料徴収条例の一部が改正されました。この県条例

の一部改正に準じて、柳津町道路占用料徴収条例の一部を改正するものであります。 

   主な改正点につきましては、道路占用料の額の改定と道路占用許可対象物件の追加となっ

ております。 

   条例でありますが、主な改正点につきましては別表、表中、道路法32条第１項第１号に掲

げる工作物で第１種電柱につきまして、１本につき１年460円となっております。これが530

円から460円になっております。 

   その下の第２種電柱の占用料が、820円から700円に改正となっております。 

   以下、ほとんどの占用料が料金引き下げとなっております。 

   83ページです。 

   附則（施行期日）であります。この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

   附則２につきましては、経過措置となっております。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第２１号「柳津町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について」を原案のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 
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         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１７、議案第２２号「柳津町町営住宅条例の一部を改正する条例について」を議題

といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第２２号「柳津町町営住宅条例の一部を改正する条例について」提案理由の説明をい

たします。 

   本案は、公営住宅法の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

   背景としましては、地域主権改革一括法によるものであります。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第２２号「柳津町町営住宅条例の一部を改正する条例について」補足して説明いたし

ます。 

   85ページをお願いします。 

   柳津町町営住宅条例の一部を改正する条例。 

   これにつきましては、国の第１次一括法が、平成23年５月２日に公布されたことによる公

営住宅法の一部改正に伴い、町営住宅及び共同施設の整備に関しては、新たに柳津町町営住

宅等整備基準を定める条例を別途制定するために、本条例、町営住宅条例の一部を改正する

ものであります。 

   附則として、この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 
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○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第２２号「柳津町町営住宅条例の一部を改正する条例について」を原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１８、議案第２３号「柳津町町営住宅等管理条例の一部を改正する条例について」

を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第２３号「柳津町町営住宅等管理条例の一部を改正する条例について」提案理由の説

明をいたします。 

   本案は、公営住宅法の改正に伴い、入居資格者の収入基準について、町の条例に委任され

ることになりましたので、所要の改正を行うものであります。 

   背景としましては、地域主権改革一括法によるものであります。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第２３号「柳津町町営住宅等管理条例の一部を改正する条例について」補足して説明

いたします。 

   87ページをお願いします。 
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   柳津町町営住宅等管理条例の一部を改正する条例。 

   この条例につきましては、国の第１次一括法が、平成23年５月２日に公布されたことによ

る公営住宅法第23条の改正は、入居者資格のうち同居親族要件の廃止と収入基準の裁量階層

の対象者とその金額及び本来階層の金額を条例準用化するものです。 

   なお、同居親族要件の廃止については、経過措置による猶予期間がありませんので、平成

24年４月１日から施行されております。 

   収入基準に係る改正については、第１次一括法において平成25年３月31日までの経過措置

が規定されております。 

   収入基準の裁量階層の対象者につきましては、改正前の公営住宅法施行令で定められてい

ましたが、改正後は事業主体の条例で定めることとされました。 

   収入基準の金額についても、これまで本来階層の15万8,000円で固定されていた額と裁量

階層の21万4,000円を上限とした額とされていましたが、改正後は裁量階層の額は25万9,000

円を上限とし、本来階層の額は15万8,000円を参酌して、事業主体の判断により条例で基準

額を定めることとされました。 

   町の条例改正案では、県の条例改正に準じて、裁量階層、本来階層とも改正前と同額とし、

裁量階層の対象範囲につきましても、改正前と同じ範囲としているところでございます。 

   88ページをお願いします。 

   第５条の入居資格の中に、県条例に準じまして町税を滞納していないことの１号を加えて

おります。 

   最後に別表の改正でありますが、別表では、町単独住宅の家賃を決めております。この中

で、大成沢の住宅につきましては、町営住宅として管理していないため、今回、削除するこ

ととしております。 

   附則であります。この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

   以上であります。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 
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   議案第２３号「柳津町町営住宅等管理条例の一部を改正する条例について」を原案のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１９、議案第２４号「柳津町下水道条例の一部を改正する条例について」を議題と

いたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第２４号「柳津町下水道条例の一部を改正する条例について」提案理由の説明をいた

します。 

   本案は、下水道法の改正に伴い、公共下水道の構造の技術上の基準、終末処理場の維持管

理に関する基準について、町の条例に委任されることになりましたので、所要の改正を行う

ものであります。 

   背景としましては、地域主権改革一括法によるものであります。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第２４号「柳津町下水道条例の一部を改正する条例について」補足して説明いたしま

す。 

   90ページをお願いします。 

   柳津町下水道条例の一部を改正する条例。 

   これにつきましては、国の第２次一括法が、平成23年８月30日に公布されたことによる下
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水道法の一部改正に伴い、公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関

する基準を定めるため、柳津町下水道条例の一部を改正するものです。 

   条例の改正でありますが、題名の次に目次及び章名を新たに付することとし、常用漢字に

ないものについては平仮名に改めておるところでございます。 

   91ページ、６章であります。 

   「第６章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等」を新たに追加しており

ます。この基準は、第28条から第32条となっております。この基準につきましては、下水道

法施行令の基準を参酌して定めているところでございます。 

   93ページをお願いします。 

   附則。この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第２４号「柳津町下水道条例の一部を改正する条例について」を原案のとおり決定す

ることにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第２０、議案第２５号「監査委員の選任同意について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第２５号「監査委員の選任同意について」提案理由の説明をいたします。 
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   本案は、識見を有するもののうちから選任されました長谷川和男氏の任期が３月31日をも

って満了となることにより提案するものであります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   暫時休議をいたします。（午前１１時０９分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午前１１時０９分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   ただいまお手元にお配りをしました、住所、福島県河沼郡柳津町大字飯谷字宮田甲186番

地、氏名、目黒忠威。生年月日、昭和19年８月25日生まれの選任につき、地方自治法第196

号第１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

   よろしくお願いを申し上げます。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第２５号「監査委員の選任同意について」を原案のとおり決定することにご異議ござ

いませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 
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   日程第２１、議案第２６号「副町長の選任同意について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第２６号「副町長の選任同意について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、現在空席となっています副町長について、平成25年４月１日より選任したく、提

案するものであります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   暫時休議をいたします。（午前１１時１０分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午前１１時１０分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   ただいまお手元にお配りをしました、住所、福島県福島市黒岩字北井２丁目28番地、氏名、

星 正敏、生年月日、昭和42年３月27日生まれの選任につき、地方自治法第162条の規定に

より、議会の同意を求めるものであります。 

   よろしくお願いを申し上げます。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第２６号「副町長の選任同意について」を原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 
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○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第２２、議案第２７号「指定管理者の指定について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第２７号「指定管理者の指定について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、公益法人制度改革に伴い、財団法人やないづ振興公社が一般財団法人として発足

することにより、指定管理者として新たに指定するため提案するものであります。 

   なお、詳細につきましては、総務課長より説明させますので、よろしくご審議お願いをい

たします。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   議案第27号、96ページであります。 

   指定管理者の指定についてであります。 

   地方自治法第244条の２第６項及び柳津町町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する

条例第３条の規定に基づき、次にとおり指定管理者の指定について、議会の議決を求める内

容であります。 

   施設の名称につきましては、97ページをお開きください。名称でありますが、柳津町つき

みが丘町民センター、柳津温泉スキー場、柳津町森林公園、柳津町西山温泉山村公園、柳津

町観光物産館であります。 

   96ページにお戻りください。 

   ２の団体の名称及び所在地であります。一般財団法人やないづ振興公社理事長田﨑幸一。

河沼郡柳津町大字柳津字諏訪町甲61番地２。 

   指定の期間でありますが、平成25年４月１日から平成28年３月31日であります。 
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   この内容でありますが、公益法人制度改革に基づきまして、平成25年４月１日から、財団

法人やないづ振興公社が新たに一般財団法人やないづ振興公社として設立されることに伴い、

指定管理者の指定をお願い申し上げるものであります。 

   期限につきましては、公益財団法人等の契約の期限と同じくするものであります。 

   以上であります。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第２７号「指定管理者の指定について」を原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第２３、議案第２８号「辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」を議

題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第２８号「辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」提案理由の説明を

いたします。 

   本案は、平成25年度からの新たな辺地に係る総合整備計画の策定に伴い、提案するもので

あります。 

   なお、詳細につきましては、総務課長より説明させますので、よろしくご審議お願いいた

します。 
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○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   議案第28号、98ページであります。 

   辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について。 

   辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項

の規定に基づき、辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり策定するものとする。 

   内容でありますが、現行の辺地計画につきましては、平成22年度から平成24年度までの計

画となっておりまして、本年度をもって終了するため、次期計画として平成25年度から平成

27年度までを策定するものであります。 

   法第３条の辺地総合整備計画によって定め、公共的施設等の整備をする際に、充当率

100％、元利償還金の80％が交付税に算入される辺地対策事業債を財源充当できるものであ

ります。 

   計画につきましては、100ページをお開きください。 

   100ページでありますが、総合整備計画の総括表であります。前計画と変わりますのが、

石坂辺地が要件を満たさなくなり、猪鼻辺地、猪鼻・塩野・軽井沢・大野・大野新田、麻生

辺地、麻生、西山西部辺地、胄中・芋小屋・大成沢・琵琶首、西山東部辺地、牧沢・四ツ

谷・高森・久保田・大峯の４つの辺地となります。 

   事業計画につきましては、次のページのとおりであります。平成25年度辺地対策事業であ

りますが、ここにつきましては記載のとおりであります。猪鼻辺地、それから麻生辺地、西

山西部辺地、西山東部辺地でありまして、おのおの道路整備事業、消防施設整備事業、それ

から、スクールバス整備事業、簡易水道の統合整備事業、以上のような内容でありまして、

４つの辺地を合わせまして、事業費で２億520万円となります。 

   次のページであります。 

   平成26年度辺地対策事業についても記載のとおりであります。猪鼻辺地、西山西部辺地、

西山東部辺地であります。先ほどと同じく道路整備事業、それから簡易水道の統合事業等が

計画として入っております。事業費で１億4,260万円であります。 

   次のページです。 

   平成27年度辺地対策事業についても記載のとおりであります。猪鼻辺地、西山西部辺地、
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西山東部辺地であります。ここにつきましても、消防施設整備事業、それから道路整備事業

等が入っております。平成27年度の事業費で１億2,390万円であり、計画全体の事業費につ

きましては４億7,170万円であります。 

   次に、104ページから111ページにつきましては、それぞれ各辺地ごとの個表となっており

ます。内容につきましてはご参照いただきたいと思います。 

   以上で説明を終わります。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第２８号「辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」を原案のとおり決

定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   ここで暫時休議をいたします。 

   再開を午後１時といたします。（午前１１時５５分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午後１時００分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第２４、議案第２９号「柳津町過疎地域自立促進計画の変更について」を議題といた

します。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 
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○町長（登壇） 

   議案第２９号「柳津町過疎地域自立促進計画の変更について」提案理由の説明をいたしま

す。 

   本案は、過疎対策事業の事業内容、事業費の変更に伴い提案するものであります。 

   なお、詳細につきましては、総務課長より説明させますので、よろしくご審議お願いをい

たします。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   議案第29号、112ページであります。 

   柳津町過疎地域自立促進計画の変更について。 

   過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づき、柳津町過疎地域自立促進計画

を別紙とおり変更するものとする。 

   113ページをお開きください。 

   柳津町の自立促進と振興を図る対策を計画的に実施していく過疎計画は、平成22年度から

平成27年までの計画として策定をしております。今後実施予定の特別養護老人ホーム負担金

事業や消防ポンプ自動車整備事業などについては、現在の過疎計画に入っていないために追

加するものであり、過疎対策事業債など国の支援を受けるため計画の変更をするものであり

ます。 

   今回につきましては、生活環境の整備、それから、高齢者の保健及び福祉の向上並びに増

進についての変更となります。 

   各年度の詳細につきましては、114ページを参照していただきたいと思います。 

   説明につきましては以上であります。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 
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   議案第２９号「柳津町過疎地域自立促進計画の変更について」を原案のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第２５、議案第３０号「町道路線の認定及び変更について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第３０号「町道路線の認定及び変更について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、町道路線の認定等について、道路法の規定に基づき提案するものであります。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明させますので、よろしくご審議お願いをい

たします。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第３０号「町道路線の認定及び変更について」補足して説明いたします。 

   道路法第８条第２項及び同法第10条第３項の規定により、別紙とおり認定及び変更するも

のとする。 

   116ページをお願いします。 

   町道認定調書でありますが、町道路線の認定につきましては、主要地方道柳津昭和線の改

良工事に伴い、大成沢集落の先から獅子落洞門までの従前の道路は、県道としての認定を廃

止し柳津町で管理することになりましたので、町道大成沢谷滝線として新たに認定するもの

であります。新たに認定する大成沢谷滝線でありますが、道路の延長は755.2メーターとな

ってございます。 

   次の117ページをお願いします。この地図上で赤く染めてある部分が新認定の路線でござ
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います。 

   また、町道路線の変更につきましては118ページでございます。路線番号1022と路線番号

1036の路線が２路線とも同じ細越上平線となっておりましたので、片方につきまして、路線

番号1036の路線名を細越上平１号線に変更するものであります。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第３０号「町道路線の認定及び変更について」を原案のとおり決定することにご異議

ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第２６、議案第３１号「会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の形式を左横書きと

する規約について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第３１号「会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の形式を左横書きとする規約につ

いて」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、平成25年４月１日から、組合規約の形式を現在の縦書き形式から左横書き形式へ

変更するため、新たに規約を制定するものであります。 

   なお、詳細につきましては、総務課長より説明させますので、よろしくご審議お願いをい

たします。 
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○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   議案第31号、119ページであります。 

   会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の形式を左横書きとする規約について。 

   地方自治法第286条第１項の規定に基づき、会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の形

式を左横書きとする規約を別紙のとおり定める。 

   本案件につきましては、組合の規約、それから条例、規則等の全ての例規を縦書きから左

横書きに変更するものであります。 

   次のページをお開きください。 

   会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の形式を左横書きとする規約。 

   第１条につきましては、趣旨についての定めであります。 

   第２条につきましては、規約の施行時の効力について定めております。 

   第３条につきましては、用字、用語について定めてあり、121ページ、別表がその内容と

なっております。 

   附則につきましては、この規約は、福島県知事の許可があった日から施行する。 

   これにつきましては、構成市町村の議会の議決を受けた後に県知事に届け出し、その許可

を受けた日から施行とすることとなります。 

   以上であります。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第３１号「会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の形式を左横書きとする規約につ

いて」を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 
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   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第２７、議案第３２号「障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の変

更及び障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の委託に関する規約の変更に

ついて」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第３２号「障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の変更及び障がい

者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の委託に関する規約の変更について」提案

理由の説明をいたします。 

   本案は、障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務を会津若松市に事務委託

しているところでありますが、障害者自立支援法から障害者総合支援法への改正に伴い、委

託している事務の対象に難病患者が含まれることとなったため、地方自治法の規定に基づき、

規約を改正するものであります。 

   なお、詳細につきましては、町民課長より説明させますので、よろしくご審議お願いをい

たします。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   町民課長。 

○町民課長（登壇） 

   議案第３２号「障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の変更及び障がい

者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の委託に関する規約の変更について」補足

して説明をいたします。 

   地方自治法第252号の14第２項の規定により、会津若松市に委託する障がい者等の介護給

付費等の支給に関する審査判定事務を変更し、並びに障がい者等の介護給付費等の支給に関

する審査判定事務の委託に関する規約を別紙のとおり変更するものでああります。 

   123ページをお開き願いたいと思います。 
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   第１条中の「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」に改めるものであります。いわゆる難病関係等を追加するというようなことの

内容で進められております。 

   附則といたしましては、この規約は、平成25年４月１日から施行するものであります。 

   よろしくお願いいたします。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第３２号「障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の変更及び障がい

者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の委託に関する規約の変更について」を原

案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第２８、「柳津町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について」を議題といたしま

す。 

   これより、地方自治法第182条及び同条第２項の規定により、柳津町選挙管理委員会委員

及び補充員の選挙を行います。 

   お諮りいたします。 

   選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選といたしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 
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   よって、選挙の方法は指名推選とすることに決しました。 

   お諮りいたします。 

   指名の方法については、議長において指名することにしたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、議長において指名することに決しました。 

   それでは、指名をいたします。 

   柳津町選挙管理委員会委員に、天野昭好氏、長谷川義一氏、齋藤孝一氏、伊藤禎美氏の４

名を指名いたします。 

   ただいま議長において指名いたしました天野昭好氏、長谷川義一氏、齋藤孝一氏、伊藤禎

美氏を柳津町選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、天野昭好氏、長谷川義一氏、齋藤孝一氏、伊藤禎美氏を柳津町選挙管理委員会委

員に当選と決定いたしました。 

   次に、柳津町選挙管理委員会補充員に、佐々木憲一氏、鈴木武彦氏、横田一郎氏、鈴木東

作氏の４名を指名いたします。 

   ただいま議長において指名いたしました佐々木憲一氏、鈴木武彦氏、横田一郎氏、鈴木東

作氏を柳津町選挙管理委員会補充員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、佐々木憲一氏、鈴木武彦氏、横田一郎氏、鈴木東作氏を柳津町選挙管理委員会補

充員に当選と決定いたしました。 

   お諮りします。 

   補充員の順位については、１位、佐々木憲一氏、２位、鈴木武彦氏、３位、横田一郎氏、

４位、鈴木東作氏にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、補充員の順位については、１位、佐々木憲一氏、２位、鈴木武彦氏、３位、横田

一郎氏、４位、鈴木東作氏に決定いたしました。 

   以上で、柳津町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を終わります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第２９、「柳津町農業委員会委員の推薦について」を議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   議会推薦の農業委員は１人とし、角田久一氏を推薦したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、議会推薦の農業委員は、角田久一氏を推薦することに決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、日程第３０、議員提出議案第３号「平成２３年７月新潟・福島豪雨災害による被害

を受けたＪＲ只見線の早期全線復旧を求める意見書の提出について」を議題といたします。 

   提案者に趣旨説明を求めます。 

   ９番、磯部静雄君。 

○９番（登壇） 

   議員提出議案第３号「平成２３年７月新潟・福島豪雨災害による被害を受けたＪＲ只見線

の早期全線復旧を求める意見書の提出について」趣旨説明を行います。 

   平成23年７月に発生した新潟・福島豪雨は、各地に大きな被害をもたらしました。特にＪ

Ｒ只見線は、会津川口・只見駅間においては、いまだ復旧のめどは立っておりません。この

ため、通勤・通学、通院などのいわゆる交通弱者の生活に大きな支障を来しております。 

   また、ＪＲ只見線は、景観の美しさとＳＬの運行等全国の鉄道ファンにとって魅力ある路

線であります。一日も早い開通が求められております。 
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   しかし、早期復旧に当たっては、莫大な資金投入が必要であり、国の支援は欠かせないも

のと考えています。 

   よって、ＪＲ只見線が早期に全線復旧できるよう、国としての最大限の支援をしていただ

くよう強く要望し、意見書を提出するものです。 

   なお、この意見書は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、復興大臣に提

出するものであります。 

   以上であります。 

○議長 

   お諮りいたします。 

   議員提出議案第３号「平成２３年７月新潟・福島豪雨災害による被害を受けたＪＲ只見線

の早期全線復旧を求める意見書の提出について」は、ただいま説明のとおりですので、質疑

を省略し、原案のとおり決定したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   お諮りいたします。 

   本議会の各常任委員会は、４月から５月に所管事務調査をすることにしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、ただいまのとおり決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎閉会の議決 

○議長 

   以上をもって本定例会の議事日程は全部終了いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 
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○議長 

   暫時休議をいたします。（午後１時２０分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午後１時２３分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   ここで、先ほど副町長選任の同意決定いたしました星 正敏氏がいらっしゃいますので、

ご挨拶をいただきます。 

  星氏、どうぞ。 

○星 正敏氏（登壇） 

   先ほど副町長の選任につきご同意いただきました星 正敏でございます。 

   若輩ではありますが、柳津町の振興発展のため、町長の意を体し、誠心誠意全力で取り組

んでいく所存でございますので、議員の皆様方のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいた

します。（拍手） 

○議長 

   ありがとうございました。改めてよろしくお願い申し上げます。 

   お諮りいたします。 

   これをもって閉会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」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、平成25年第１回柳津町議会定例会を閉会といたします。 

   長時間に及ぶ審議まことにご苦労さまでございました。（午後１時２５分） 
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