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            平成２７年第１回柳津町議会定例会会議録 

            第９日 平成２７年３月１２日（木曜日） 

 

１．出席議員は次のとおりである。 

  １番 田 﨑 信 二   ６番 鈴 木 吉 信   ９番 磯 部 静 雄 

  ２番 齋 藤 正 志   ７番 田 﨑 為 浩  １０番 小 林   功 

  ３番 菊 地   正   ８番 伊 藤   毅  １１番 伊 藤 昭 一 

  ５番 横 田 善 郎 

 

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  建 設 課 長 天 野   高 

副 町 長 星   正 敏  教 育 委 員 長 二 瓶 裕 美 

総 務 課 長 鈴 木 一 義  教 育 長 目 黒 健一郎 

出 納 室 長 角 田   弘  教 育 課 長 横 田 勝 則 

町 民 課 長 矢 部 良 一  公 民 館 長 鈴 木 晴 美 

地域振興課長 金 子 佳 弘    

 

４．会議に職務のため出席した者の職氏名。 

議会事務局長 鈴 木 春 継  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 １ 号 柳津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定 

                介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法 

                に関する基準等を定める条例の制定について 

  日程第 ３   議案第 ２ 号 柳津町地域包括支援センターの職員等に係る基準に関する条 

                例の制定について 
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  日程第 ４   議案第 ３ 号 柳津町まちなか多目的公園設置条例の制定について 

  日程第 ５   議案第 ４ 号 柳津町只見線にみんなで手をふろう条例の制定について 

  日程第 ６   議案第 ５ 号 教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の 

                特例に関する条例の制定について 

  日程第 ７   議案第 ６ 号 柳津町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の制定について 

  日程第 ８   議案第 ７ 号 柳津町行政手続条例の一部を改正する条例について 

  日程第 ９   議案第 ８ 号 柳津町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につい 

                て 

  日程第１０  議案第 ９ 号 柳津町議会議員の議員報酬、期末手当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１１  議案第１０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１２  議案第１１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１３  議案第１２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１４  議案第１３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

  日程第１５  議案第１４号 柳津町只見川流域豪雨災害復興基金条例の一部を改正する条 

                例について 

  日程第１６  議案第１５号 柳津町税条例の一部を改正する条例について 

  日程第１７  議案第１６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１８  議案第１７号 柳津町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

  日程第１９  議案第１８号 柳津町介護保険条例の一部を改正する条例について 

  日程第２０  議案第１９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一部を改正する条例について 

  日程第２１  議案第２０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 

                の一部を改正する条例について 
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  日程第２２  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２３  議案第２２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２４  議案第２３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２４号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

  日程第２６  議案第２５号 町道路線の廃止について 

  日程第２７  議案第２６号 町道路線の認定について 

  日程第２８  議員提出議案第１号 柳津町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

  追加日程第１ 議案第４６号 副町長の選任同意について 
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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） 

   おはようございます。 

   報告第１号 

            予算特別委員会付託案件審査結果報告 

   平成27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６日、

９日、10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３５号、平成２７年度柳津町一般会計予算、 

   議案第３６号、平成２７年度柳津町土地取得事業特別会計予算、 

   議案第３７号、平成２７年度柳津町国民健康保険特別会計予算、 

   議案第３８号、平成２７年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算、 

   議案第３９号、平成２７年度柳津町介護保険特別会計予算、 

   議案第４０号、平成２７年度柳津町簡易水道事業特別会計予算、 

   議案第４１号、平成２７年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算、 

   議案第４２号、平成２７年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算、 

   議案第４３号、平成２７年度柳津町下水道事業特別会計予算、 

   議案第４４号、平成２７年度柳津町簡易排水事業特別会計予算、 

   議案第４５号、平成２７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
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り可決すべきものと決定しました。 

   なお、意見として別紙のとおり報告いたします。 

   平成２７年３月１２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 伊 藤 昭 一 殿 

   以上です。 

○議長 

   お諮りいたします。 

   ただいまの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３５号「平成２７年度柳津町一般会計予算」、議案第３６号「平成２７年

度柳津町土地取得事業特別会計予算」、議案第３７号「平成２７年度柳津町国民健康保険特

別会計予算」、議案第３８号「平成２７年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算」、議案第

３９号「平成２７年度柳津町介護保険特別会計予算」、議案第４０号「平成２７年度柳津町

簡易水道事業特別会計予算」、議案第４１号「平成２７年度柳津町町営スキー場事業特別会

計予算」、議案第４２号「平成２７年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算」、議案第４

３号「平成２７年度柳津町下水道事業特別会計予算」、議案第４４号「平成２７年度柳津町

簡易排水事業特別会計予算」、議案第４５号「平成２７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 

   日程第２、議案第１号「柳津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等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等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） 
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   皆さん、おはようございます。 

   議案第１号「柳津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

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等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指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準について、市町村で定めることとされたため、本条例を制定するものであります。 

   なお、詳細につきましては、町民課長より説明をさせますので、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１号について、補足して説明をいたします。 

   １ページをお開き願いたいと思います。 

   柳津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定であります。これについ

ては、地域自主性及び自立性の第３次地方分権一括法に基づいての内容となっております。 

   ２ページをお開き願いたいと思います。 

   第１章、総則であります。 

   第１条、趣旨であります。本条例は介護保険法第59条第１項第１号、第115号の22第２項

第１号並びに第115条の24第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定めることを規定するものであります。 

   第２条、定義であります。この条例における用語の意義を規定するものであります。 

   第３条、一般原則であります。指定介護予防支援の事業について規定するものであります。 

   続いて、３ページをお開き願いたいと思います。 

   第２章、基本方針であります。 

   第４条、基本方針。指定介護予防支援の事業の基本方針を規定するものであります。 

   続いて、４ページをお開き願います。 
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   第３章、人員に関する基準であります。 

   第５条、従業員の員数であります。指定介護予防支援事業者の従業員の員数を規定するも

のであります。 

   第６条、管理者。指定介護予防支援事業者の管理者の基準を規定するものであります。 

   続いて、第４章、運営に関する基準であります。 

   第７条、内容及び手続の説明及び同意であります。指定介護予防支援事業者が指定する介

護予防支援を提供するに当たっての内容及び手続の説明及び同意に関する基準を規定するも

のであります。 

   続いて、６ページをお願いいたします。 

   第８条、提供拒否の禁止であります。指定介護予防支援事業者は、正当な理由なく指定介

護予防支援の提供を拒んではならない旨を規定するものであります。 

   第９条、サービス提供困難時の対応であります。指定介護予防支援事業者は、利用申込者

に対してみずから適切な指定介護予防支援を提供することが困難であると認めた場合の対応

についての規定であります。 

   続いて、第10条、受給資格等の確認であります。指定介護予防支援事業者が指定介護予防

支援の事業の提供を求められた場合に確認すべき内容についての規定となっているところで

あります。 

   続いて、７ページをお開き願いたいと思います。 

   第11条、要支援認定の申請に係る援助であります。指定介護予防支援事業者による利用申

し込みの支援認定の申請に係る援助について規定するものであります。 

   続いて、第12条、身分を証する書類の携行であります。指定介護予防支援事業所の担当職

員の身分を証する書類を携行と、提示を求められた場合の対応等の規定の内容であります。 

   続いて、第13条、利用料等の受領であります。指定介護予防支援事業者が利用者から支払

いを受ける利用料について規定するものであります。 

   続いて、第14条、保険給付の請求のための証明書の交付であります。指定介護予防支援事

業者が利用者に対して交付する指定介護予防支援提供証明書について規定するものでありま

す。 

   続いて、８ページをお願いいたします。 

   第15条、指定介護予防支援の業務の委託であります。指定介護予防支援事業者が指定介護

予防支援の一部を委託する場合の遵守事項を規定するものであります。 
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   続いて、第16条、法定代理受領サービスに係る報告であります。指定介護予防支援事業者

が毎月行う法定代理受領サービスについて規定するものであります。 

   続いて、９ページをお願いいたします。 

   第17条、利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付であります。指定介護予防

支援事業者は、利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し直近の介護予防サ

ービス計画及び実施状況に関する書類を交付しなければならない旨を規定するものでありま

す。 

   第18条、利用者に関する本町への通知であります。利用者に不正等があった場合の町への

通知義務についてを規定するものであります。 

   第19条、管理者の責務であります。指定介護予防支援事業者の管理の義務について規定す

るものであります。 

   10ページであります。 

   第20条、運営規程、指定介護予防支援事業者が定めなければならない運営規程の事項につ

いての規定をするものであります。 

   第21条、勤務体制の確保であります。指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業

所ごとに担当職員の勤務体制を定めなければならないことを規定するものであります。 

   続いて、11ページをお開き願います。 

   第22条、設備及び備品等であります。指定介護予防支援事業者の設備及び備品等について

を規定するものであります。 

   第23条、従業者の健康管理であります。指定介護予防支援事業者は、従業員の健康の管理

を行わなければならない旨の規定を加えております。 

   続いて、第24条、掲示であります。指定介護予防支援事業者への重要事項の掲示の義務を

規定するものであります。 

   第25条、秘密保持であります。指定介護予防支援事業者の担当職員その他の従業者の秘密

保持に係る責務、並びに指定介護予防支援事業者が秘密保持に関する措置を講じなければな

らない旨の規定であります。 

   続いて、12ページをお願いします。 

   第26条、広告であります。指定介護予防支援事業者について、広告する場合の内容につい

て規定するものであります。 

   第27条、介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等であります。指定介護予防支
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援事業者及びその従業者による介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等を規定す

るものであります。 

   第28条、苦情処理であります。指定介護予防支援事業者の支援等にかかわる苦情に対する

対応についての規定であります。 

   続いて、13ページをお開きください。 

   第29条、事故発生時の対応であります。指定介護予防支援事業者の事故発生時の対応及び

支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合の賠償義務を規定するものであります。 

   続いて、14ページであります。 

   第30条、会計の区分であります。指定介護予防支援事業者の会計の区分について規定する

ものであります。 

   続いて、第31条、記録の整備であります。指定介護予防支援事業者が整備、保存しなけれ

ばならない記録についての規定であります。 

   第５章、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準であります。 

   15ページをお開き願いたいと思います。 

   第32条、指定介護予防支援の基本取扱方針であります。指定介護予防支援の基本取扱方針

について規定するものであります。 

   第33条、指定介護予防支援の具体的取扱方針であります。指定介護予防支援の具体的取扱

方針について規定するものであります。 

   続いて、20ページをお開き願いたいと思います。 

   第34条、介護予防支援の提供に当たっての留意点であります。介護予防支援の提供に当た

っての留意点について規定するものであります。 

   続いて、21ページをお願いいたします。 

   第６章、基準該当介護予防支援に関する基準であります。 

   第35条、準用であります。基準該当予防支援事業の人員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、準用することを規定するものであります。 

   22ページ、附則であります。この条例の施行期日については、平成27年４月１日から施行

するということであります。 

   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。 
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         （「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１号「柳津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

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等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２号「柳津町地域包括支援センターの職員等に係る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２号「柳津町地域包括支援センターの職員等に係る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、介護保険法の改正に伴い、これまで国が定めていた地域包括支援センターの職員

等に係る基準について、市町村で定めることとされるため、本条例を制定するものでありま

す。 

   なお、詳細につきましては、町民課長より説明をさせますので、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２号について、補足して説明をいたします。 
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   23ページをお開き願いたいと思います。 

   柳津町地域包括支援センターの職員等に係る基準に関する条例の制定であります。これに

ついても、地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進ということでの関係法律の整備

によるものであります。第３次地方分権一括法であります。 

   続いて、24ページをお開き願いたいと思います。 

   柳津町地域包括支援センターの職員等に係る基準に関する条例であります。 

   第１条、趣旨であります。本条例は、介護保険法第115条46第４項の規定に基づき、地域

包括支援センターの職員等に係る基準を定めるものであります。 

   第２条、定義であります。この条例における用語の意義を規定するものであります。 

   第３条、職員の基準及び員数であります。地域包括支援センターの職員に係る基準及び当

該職員の員数を規定するものであります。 

   （１）といたしまして、ア 保健師その他これに準ずる者１名、イ 社会福祉士その他こ

れに準ずる者１名、ウ 主任介護支援専門員に関する１名であります。 

   続いて、25ページをお願いいたします。 

   第４条、その他の事項等であります。地域包括支援センターのその他の事項についての基

準を規定しているものであります。 

   26ページの別表であります。この別表の中の第３条に関する部分でありますが、真ん中の、

おおむね1,000人以上2,000人未満ということで、第３条第１号アからウまでに掲げる者のう

ちから２名という内容となっております。 

   附則といたしまして、この条例の施行期日を規定するものは、平成27年４月１日からの施

行としたいと思っております。 

   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２号「柳津町地域包括支援センターの職員等に係る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。 
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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、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第４、議案第３号「柳津町まちなか多目的公園設置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３号「柳津町まちなか多目的公園設置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、旧ホテルみなとや跡地に建設中であります公園施設について、平成27年度に供用

を開始することに伴い本条例を制定するものであります。 

   なお、詳細につきましては、地域振興課長より説明をさせますので、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。 

   地域振興課長。 

○地域振興課長（登壇） 

   それでは、議案第３号「柳津町まちなか多目的公園設置条例の制定について」補足して説

明申し上げます。 

   議案書28ページをお開きください。 

   本条例は12条からなるものでございます。 

   第１条は、地方自治法第244条第１項の規定に基づき、住民相互間の交流を深め、住民福

祉の向上を図るとともに、中心市街地における観光産業及び地場産業の振興による地域経済

の活性化を図るため、柳津町まちなか多目的公園を設置するものでございます。 

  第２条、位置でございます。 

  第３条から第５条までにつきましては、使用の許可、使用許可の取り消し、使用の制限につ
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いて規定しております。 

   29ページをお開きください。 

   第６条、使用料。まちなか多目的公園を使用する者は、別表に定める使用料を払わなけれ

ばならないということで、30ページの別表でございます。まちなか多目的公園使用料、調理

場使用料、１回当たり４時間ごとに280円の使用料を規定しております。また、営業行為の

場合につきましては、当該使用料の２倍とするものでございます。 

   第７条は使用料の減免、第８条は使用料の還付、第９条は原状回復義務ということでござ

います。 

   第10条、損害賠償。使用者は故意または過失によりまちなか多目的公園の施設等を毀損し

または滅失した者は、町長の支持するところに従いその損害を賠償しなければならない。た

だし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害の一部または全部を免除するこ

とができるということでございます。 

   第11条につきましては権利の譲渡禁止ということで、使っている方の又貸しを禁止すると

いうことでございます。 

   第12条の委任につきましては、この条例に定めるほか、詳細につきましては町長が定める

ということの内容でございます。 

   附則としましては、４月１日より施行することとしております。 

   この条例につきましては、諏訪町町内にある今現在建設中の公園が４月より営業を開始い

たしまして、町民の皆様に広く活用していただくものでございます。公園内に調理場施設が

ございますので、ご利用する場合には光熱費が発生するため、利用料金を徴収するものでご

ざいます。 

   以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   お伺いしたいことは、調理器具が中にあるということなので、恐らく施錠は考えていると

思うんですが、鍵の管理はどこでするのかということと、日ごろの簡単な清掃、管理などは

町がやるのか、あるいは地域にお願いするのか、そういう話ができているのかどうかお伺い

します。 
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○議長 

   答弁を求めます。 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   現在、管理につきましては地域振興課でやるようになっております。また、電気器具等購

入予定でございます。 

   掃除等につきましても、当面の間、ことし１年につきましては町で管理したいと考えてお

ります。 

   施錠の施設でございますので、鍵につきましても町で管理いたします。（「了解です」の

声あり） 

○議長 

   ほかにございませんか。 

         （「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３号「柳津町まちなか多目的公園設置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５、議案第４号「柳津町只見線にみんなで手をふろう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４号「柳津町只見線にみんなで手をふろう条例の制定について」提案理由の説明を
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いたします。 

   本案は、只見線利用者におもてなしの気持ちと地域住民の只見線への愛着を深め、只見線

の全線再開へ向けた機運を高めるため、本条例を制定するものであります。 

   なお、詳細につきましては、地域振興課長より説明をさせますので、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。 

   地域振興課長。 

○地域振興課長（登壇） 

   議案第４号「柳津町只見線にみんなで手をふろう条例の制定について」補足して説明申し

上げます。 

   議案書の32ページをお開きください。 

   本条例は、目的、町の役割、町民の役割の３条から成るものであります。 

   第１条で、当町を訪れた人に対するおもてなしの気持ちをあらわすことと、力強く走る只

見線を応援する目標を掲げております。 

   第２条では、只見線に手を振る活動の普及に積極的に取り組むよう努める町の役割を示し

ております。 

   次に、第３条に町民の役割として、通勤通学時、農作業中や散歩のときなど、あらゆる場

面で手を振っていただきたいことが述べられております。 

   附則としましては、公布の日から施行することとしております。 

   この条例は、あくまでも町民の協力の範囲であり、強制するものではありません。 

   なお、条例制定につきましては、柳津町のほか、三島町、金山町、昭和村、只見町の奥会

津５町村と、新潟県魚沼市が３月定例会に提案予定としており、ほかの自治体も今後条例化

を検討していることとする情報を得ております。 

   以上、補足説明とさせていただきます。 

○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。 
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   お諮りいたします。 

   議案第４号「柳津町只見線にみんなで手をふろう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６、議案第５号「教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例

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５号「教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条

例の制定について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、本条例を制定するもの

であります。 

   なお、詳細につきましては、教育課長より説明をさせますので、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。 

   教育課長。 

○教育課長（登壇） 

   教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の制定についてご

説明申し上げます。 

   34ページをお開きください。 

   第１条、趣旨でございますが、この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し、必

要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第５項の規定

に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。 
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   第２条、勤務時間、休日、休暇等でございますが、教育長の勤務時間、休日、休暇等につ

いては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の適用を受ける職員の例によるとする。ただ

し、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。 

   第３条、職務に専念する義務の免除でありますが、職務専念義務の特例については、職員

の例によるということであります。 

   附則といたしまして、施行期日。１ この条例は地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。）の施行

日（平成27年４月１日）から施行する。 

   経過措置としまして、改正法附則第２条第１項の場合においては、この条例の規定は適用

しない。これにつきましては、改正法の施行日に在職する教育長については、任期中に限り

従前の例により在職するといった措置であります。 

   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５号「教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条

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 

   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６号「柳津町いじめ問題対策連絡協議会等設置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。 
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○町長（登壇） 

   議案第６号「柳津町いじめ問題対策連絡協議会等設置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、いじめ防止対策推進法の施行に伴い、本条例を制定するものであります。 

   なお、詳細につきましては、教育課長より説明をさせますので、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。 

   教育課長。 

○教育課長（登壇） 

   柳津町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例。 

   第１章、総則ですが、第１条、趣旨。この条例は、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、

柳津町が設置するいじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

   第２章、柳津町いじめ問題対策連絡協議会であります。 

   第２条、設置。法第14条第１項に基づき、柳津町いじめ問題対策連絡協議会を置く。 

   第４条の組織でございますが、協議会は委員15名以内をもって組織する。 

   ２項、委員は、次に掲げる機関に所属する職員その他柳津町教育委員会が必要と認める者

のうちから教育委員会が委嘱するということでありまして、町立小・中学校長会から、７号、

人権擁護委員までで構成する規定であります。 

   37ページをごらんいただきたいと思います。 

   第３章、柳津町いじめ問題調査委員会。 

   設置。法第28条第１項の規定に基づき、柳津町いじめ問題調査委員会を置く。 

   第11条、所掌事務。調査委員会は、重大な事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態

の発生の防止に資するため、速やかに、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調

査、情報の提供、学校が調査を行う場合の必要な指導及び支援を行うとなっております。 

   附則といたしまして、この条例は、平成27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。 
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         （「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６号「柳津町いじめ問題対策連絡協議会等設置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８、議案第７号「柳津町行政手続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７号「柳津町行政手続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、行政手続法の一部改正に伴い、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、総務課長より説明をさせますので、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７号について説明いたします。 

   40ページ、柳津町行政手続条例の一部を改正する条例についてであります。 

   柳津町行政手続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。 
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   41ページでありますが、平成26年６月に公布されました行政手続法の一部を改正する法律

の施行に伴い、許認可等の権限の根拠の明示、第33条関係になります。行政指導の中止等の

求めの手続の追加、第34条の２になります。それから処分等の求めの手続、第34条の３など

について改正を行うものであります。今回の法改正の基本となります住民の方々の権利、利

益の保護、充実のための手続を整備するものであります。 

   柳津町行政手続条例の一部を改正する条例第３条中「第４章」を「第４章の２」に改める

につきましては、語句の改正になります。 

   次に、「第33条第３項を同条第４項とし」からの改正につきましては、第２項を第３項と

して繰り下げ、新たに第33条第２項を加える改正であります。この中身につきましては、許

認可等の権限の根拠の明示につきまして加えるものでありまして、１号から３号までであり

ますが、当該権限の根拠、法令の条項等を示さなければならないと規定するものであります。 

   次に、第４章中第34条の次に次の１条及び１章を加える改正でありますが、新たに第34条

の２、行政指導の中止等の求めについて加えるものであります。 

   第34条の２でありますが、当該行政指導が法律または条令の規定に適合しないと思料する

ものにつきましては、町の機関に対し申出書により中止その他必要な措置を求めることがで

きると規定しております。第２項につきましては、申出書の内容について規定をしているも

のであります。 

   次のページをお開きください。 

   第４章の２、処分等の求めについて、章の追加になります。ここにつきましては、行政手

続法の改正によりまして、法令に違反する事実がある場合、あるいは条例に違反する事実が

ある場合、その是正のためにされるべき処分あるいは行政指導がされていないと思料するも

のにつきましては、行政庁または町の機関に対し申出書により当該処分または行政指導を求

めることができるということを規定しております。 

   なお、町の機関に対しましては、一つは町長であります。それから合議制の機関として教

育委員会、選挙管理委員会を想定しております。 

   なお、附則としまして、この条例は平成27年４月１日から施行する内容であります。 

   説明は以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 



２２３ 

○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「柳津町行政手続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９、議案第８号「柳津町特別職報酬等審議会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８号「柳津町特別職報酬等審議会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、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、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、教育課長より説明をさせますので、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。 

   教育課長。 

○教育課長（登壇） 

   柳津町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

   44ページをごらんください。 

   第２条中とありますが、これにつきましては、議員報酬並びに町長、副町長等の給料の額

に関する条例を議会に提出するときには審議会の意見を聞くということでありまして、「及



２２４ 

び」、「、」に改め、「副町長」の次に「及び教育長」を加えるという改正であります。 

   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８号「柳津町特別職報酬等審議会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10、議案第９号「柳津町議会議員の議員報酬、期末手当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９号「柳津町議会議員の議員報酬、期末手当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、柳津町議会議員の期末手当について、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、総務課長より説明をさせますので、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） 



２２５ 

   議案第９号について説明いたします。 

   45ページ、柳津町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例についてであります。 

   次のページをお開きください。 

   柳津町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例で

ありますが、第５条中の内容であります。「140」を「147.5」に、「150」を「157.5」に改め

るという内容でありますが、おのおの0.075月ずつ引き上げる内容であります。年間2.9月で

ありますが、それを3.05月とするものであります。 

   この内容につきましては、職員については県人事委員会の職員の給与等に関する勧告に準

じまして、12月議会において勤勉手当の0.15月引き上げを実施させていただきました。議会

議員の期末手当においてもそれに準じて今回0.15月引き上げるということについての改正で

あります。 

   なお、福島県においても12月定例会、他団体においても12月定例会で実施しているという

ことで調査は進めております。 

   なお、会津管内についての市、耶麻町村管内、近隣ですと、湯川村については既に12月議

会で実施しているということでございます。 

   説明は以上で終わります。 

○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９号「柳津町議会議員の議員報酬、期末手当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。 

         ◇         ◇         ◇ 



２２６ 

○議長 

   日程第11、議案第10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10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、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、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、教育課長より説明をさせますので、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。 

   教育課長。 

○教育課長（登壇） 

   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

いてご説明申し上げます。 

   48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。 

   別表第１中、非常勤の特別職を改める改正でありますが、「教育委員会委員長」、「同委

員」を「教育委員会委員」と改める。「いじめ問題対策連絡協議会会長」、「同委員」、「いじ

め問題調査委員長」、「同委員」を加える改正であります。 

   以上であります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   ここで休議いたします。 

   再開を11時15分といたします。（午前１１時０３分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午前１１時１５分） 



２２７ 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   「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」の質疑を許します。 

         （「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「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12、議案第11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11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、町長等の期末手当の改正及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に

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、教育課長より説明をさせますので、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。 

   教育課長。 



２２８ 

○教育課長（登壇） 

   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ご説明申し上げます。 

   50ページをごらんください。 

   第１条に次の１号を加えるということでありますが、特別職の職員の給与及び旅費の支給

に関する規定中に、３号といたしまして教育長を加えるという改定であります。 

   第３条第２項中、「140」を「147.5」に、「150」を「157.5」に改めるということでござい

ます。 

   別表第１に次のように加える。別表第１は特別職の給料額表ですが、ここに教育長を加え

るということで、別表第２ですが、旅費関係でございます。ここに教育長を加えるというこ

とであります。 

   附則といたしまして、１ この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律（平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。）の施行日（平成

27年４月１日）から施行する。 

   経過措置といたしまして、改正法附則第２条第１項の場合においては、この条例による改

正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の町長

等の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。 

   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。 

   議案第11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。 

         ◇         ◇         ◇ 



２２９ 

○議長 

   日程第13、議案第12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） 

   議案第12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、柳津町教育長の期末手当について、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、教育課長より説明をさせますので、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。 

   教育課長。 

○教育課長（登壇） 

   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。 

   52ページをごらんください。 

   第２条第２項中「140」を「147.5」に、「150」を「157.5」に改める。 

   附則といたしまして、この条例は、平成27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。 

   議案第12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） 



２３０ 

○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13号「職員の給与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13号「職員の給与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、福島県人事委員会の勧告に基づき、条例の一部を改正するものであります。 

   なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせますので、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13号について説明いたします。 

   53ページであります。 

   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。 

   職員の給与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。 

   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例であります。改正の趣旨としましては、福

島県人事委員会の職員の給与等に関する勧告に準じ、平成27年度からの給与制度の見直し等

を行うための所要の改正を行うものであります。 

   本文でありますが、第５条第４項中の改正につきましては、語句の改正であります。 

   第５条第５項の改正でありますが、ここにつきましては、56歳から昇給を停止する規定で

あります。 



２３１ 

   次に、第５条第９項中につきましても語句の改正であります。 

   第12条第２項第１号中からの改正になります。６万1,000円を６万3,000円に改める。ここ

につきましては、通勤手当の改正になります。新幹線等を使うあるいは高速道路を利用する

場合の特別料金の額の上限の改正であります。 

   次の、同項第２号中、５万400円を５万2,500円に改める改正でありますが、ここにつきま

しては、自動車での通勤距離に応じた上限額になります。 

   同項第３号中につきましても、同じく新幹線等を利用した場合の改定であります。 

   第12条の２第２項中の改正であります。２万3,000円を３万円に、４万5,000円を７万円に

改める改正でありますが、単身赴任手当の上限の改正になります。 

   第22条第２項第１号中の改正になりますが、ここにつきましては、勤勉手当の改正であり

まして、昨年12月の議会で勤勉手当を0.15月引き上げさせていただきました。27年度からは

６月、12月に0.15月を0.075月ずつと配分するための改正であります。 

   第25条の２中の改正については語句の改正であります。 

   附則第13項中の改正でありますが、55歳を超える特定職員の給与月額の減額につきまして、

「当分の間」を「平成32年３月31日までの間」と改める内容であります。 

   附則第17項中、ここについても55歳を超える特定職員の勤勉手当についての改定でありま

す。 

   次のページです。 

   55ページ、別表第１を別紙のように改めるにつきましては、57ページ以降の職員の給与の

給料表の改正になります。現在の職員の給料で見ますと0.5％の引き下げになります。 

   附則としまして、施行期日でありますが、この条例は平成27年４月１日から施行する。 

   ただし書きで、第５条第９項、第５条第４項、第５項については平成28年１月１日から施

行するということで、昇給停止については28年１月１日からになります。 

   次に、第２項切替日前の異動者の号給の調整については、不均衡が生じた場合の調整であ

りますが、現在柳津町においては不均衡はありません。 

   第３項、給料の切替えに伴う経過措置でありますが、ここにつきましては、３行目にあり

ますが、平成32年３月31日までの間でありますが、ここについては５年間の現給保障を行う

ものであります。 

   第４項、第５項につきましては、不均衡についての附則になります。 

   説明は以上であります。 



２３２ 

○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「職員の給与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15、議案第14号「柳津町只見川流域豪雨災害復興基金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14号「柳津町只見川流域豪雨災害復興基金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、事業の進捗を勘案し、基金の期限延長を行うものであります。 

   なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせますので、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14号について説明いたします。 

   60ページであります。 
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   柳津町只見川流域豪雨災害復興基金条例の一部を改正する条例について。 

   柳津町只見川流域豪雨災害復興基金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。 

   61ページであります。 

   柳津町只見川流域豪雨災害復興基金条例の一部を改正する条例。 

   附則第２項中「平成27年３月31日」を「平成29年３月31日」に改める改正でありますが、

基金条例の期限を２年間延長するものであります。 

   改正の内容につきましては、福島県只見川流域豪雨災害復興交付金、福島県の只見川流域

豪雨災害復興基金要綱について、本町を含め他の被災町においても当初の事業執行期限であ

る平成26年度末までの事業の完了が困難であることから、県の要綱が平成29年３月31日まで

期限を延長することに合わせて本条例の期限を２年間延長させていただくものであります。 

   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14号「柳津町只見川流域豪雨災害復興基金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15号「柳津町税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。 
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○町長（登壇） 

   議案第15号「柳津町税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、柳津町行政手続条例の一部改正に伴い、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、総務課長より説明をさせますので、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15号について説明いたします。 

   62ページであります。 

   柳津町税条例の一部を改正する条例について。 

   柳津町税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。 

   63ページであります。 

   柳津町税条例の一部を改正する条例。 

   柳津町税条例の一部を次のように改正する。 

   第４条第２項中「第３項」を「第４項」に、「第２項」を「第３項」に改める改正規定で

ありますが、税条例において、柳津町行政手続条例の適用除外について定めてあります。先

ほどの柳津町行政手続条例が改正されることに伴い、引用する語句の改正であります。 

   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15号「柳津町税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） 
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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可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第17、議案第16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16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、町民課長より説明をさせますので、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16号、柳津町重度心身障害者医療費の給付にかかわる条例の一部を改正する条例で

あります。補足して説明いたします。 

   65ページをお開き願いたいと思います。 

   これらの一部の改正でありますが、第３条中「第７号」を削り、「第８号」を「第７号」

とするという内容であります。 

   改正の理由については、平成25年度に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律の施行された内容で、これまでの障害者自立支援法にかわるものであります。 

   附則といたしましては、平成27年４月１日から施行ということになります。 

   よろしくお願いいたします。 

○議長 
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   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「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18、議案第17号「柳津町簡易水道事業給水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17号「柳津町簡易水道事業給水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、簡易水道総合計画に伴い、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、建設課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお願い

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17号「柳津町簡易水道事業給水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。 

   67ページをお願いします。 
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   柳津町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例。 

   柳津町簡易水道事業給水条例の一部を次のように改正する。 

   別表第１を次のように改める。 

   この改正につきましては、柳津町の水道施設全体を１つの簡易水道に統合する計画を進め

ておりますが、平成26年度内に計画が認可される見通しとなったことから、別表第１の中で、

名称、計画給水人口、日最大給水量、大字、給水区域の字名について、簡易水道10施設、給

水施設６施設を統合し、柳津町簡易水道として改正を行っております。 

   70ページをお願いいたします。 

   別表第２第１号を次のように改める。 

   表中の施設の名称、用途、使用水量、料金について、各施設の名称を統合し、柳津町簡易

水道としての改正を行っております。 

   附則としまして、この条例は平成27年４月１日から施行する。 

   以上でございます。 

○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17号「柳津町簡易水道事業給水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18号「柳津町介護保険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。 
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   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第18号「柳津町介護保険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、柳津町介護保険事業計画期間が平成27年度より第６期計画期間になることから、

これに伴い条例の一部を改正するものであります。 

   なお、詳細につきましては、町民課長より説明をさせますので、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18号、柳津町介護保険条例の一部を改正する条例を補足して説明いたします。 

   72ページをお開きください。 

   柳津町介護保険条例の一部を次のように改正いたします。 

   第２条中「平成24年度」を「平成27年度」に、「平成26年度」を「平成29年度」に、同条

第１号中の２万3,400円を３万2,400円に改め、同条第２号中、２万3,400円を４万8,600円に

改め、同条第３号中、３万5,100円を４万8,600円に改め、同条第４号中、４万6,800円を５

万8,320円に改め、同条第５号中、５万8,500円を６万4,800円に改め、同条第６号中、７万

200円を７万7,760円に改め、同条の次に３号を加える。 

   （７）令第38条第１項第７号に掲げる者、８万4,240円。 

   （８）令第38条第１項第８号に掲げる者、９万7,200円。 

   （９）令第38条第１項第９号に掲げる者、11万160円であります。 

   次、第８条の追加であります。介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置であ

ります。平成27年度から開始される介護予防・日常生活支援総合事業について、開始時期を

延ばすということで、平成29年度開始予定とさせていただきたいと思います。 

   第９条であります。第９条については、平成27年度、平成28年度における保険料の特例の

公費投入であります。これについては、低所得者の保険負担軽減を図るという内容でありま

す。 

   73ページであります。１段階のみの２万9,160円とする内容であります。これについては、
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現行の0.5を0.45ということで、平成27年度、平成28年度とするものであります。 

   附則といたしまして、施行期日。この条例は、平成27年４月１日から施行する。ただし、

附則２条を加える改正規定は、公布の日から起算して１カ月を超えない範囲内において規則

で定める日から施行する。 

   ２ 施行期日であります。改正後の柳津町介護保険条例第２条の規定は、平成27年度分の

保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例にするもの

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。 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   １点についてお伺いします。 

   先ほど、現在の月3,900円の介護保険料を5,400円に、5,700円になるものを基金から繰り

入れて5,400円に圧縮したという説明もありましたが、そしてこれは40％程度の増額だと思

います。それで、平等性を求めて６階層を９階層に変更すると。階層によっては100％を超

えるようなものもあります。人によっては倍以上の金額になる人もおられるみたいですが、

お尋ねしたいのは、こういった滞納も心配される中でのこの改定については、審議委員会も、

経過も踏まえていると思います。審議委員会において、この内容について特段の何かしらの

意見があったのかどうかだけお伺いします。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   町民課長。 

○町民課長 

   これらの内容についても委員会を開いております。先ほどお話ありましたように、委員か

らは、5,700円という話出ましたが5,800円を今回の基金繰り入れの中で5,400円にしていく

という内容であります。今回の内容についても、委員の中からもいろいろ話が出ましたが、

今回柳津町においても平成27年度特別養護老人ホームの30床増床、それから認知症型の共同

生活のグループホーム関係の施設等もふえるということで、委員の中からいろいろお話しし

ましたが、そういう内容で今回の増額になるということでの副申をいただいております。以
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上です。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   結論としまして、審議委員会ではこの金額はやむを得ない、妥当だという判断をされたと

いうことでございますか。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   これらの内容についても、各近隣の町村においてもかなり施設等もできております。13市

町村の中でも今回の改定の部分では下から３番目ぐらいの料金になるかなと思っております。

これらについても審議会の中でいろいろ協議をされまして、この内容で進めていくというこ

とで決定されているところであります。以上であります。 

○議長 

   ほかにございませんか。 

         （「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「柳津町介護保険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19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。 
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   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第19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、国の基準である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、町民課長より説明をさせますので、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19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

定める条例の一部を改正する条例を補足して説明いたします。 

   75ページをお開き願いたいと思います。 

   今回の一部改正であります。今回の改正の内容については、83ページまで掲げてあるわけ

でありますが、改正の内容といたしましては、定期巡回、随時対応型の訪問介護関係、小規

模多機能型の居宅介護、複合型のサービス、認知症対応型、共同生活介護、認知症対応型通

所介護、地域密着型介護老人福祉施設の入所者生活介護という内容で、第６条から第202条

までの内容であります。これらについては、語句の改正、定員の改正等の内容であります。 

   附則であります。この条例については、平成27年４月１日から施行するという内容になっ

ております。これについても、一括法によりましての国の基準に従い、柳津町指定地域密着

型サービス関係の事業の条例を変えるものであります。 

   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。 
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   議案第19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 

   ここで休議します。 

   再開は１時といたします。（午前１１時５８分） 

○議長 

   議事を再開します。（午後１時００分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   引き続きまして、日程第21、議案第20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、国の基準である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、町民課長より説明をさせますので、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。 

   町民課長。 

○町民課長（登壇） 

   議案第20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

を定める条例の一部を改正するものであります。補足して説明いたします。 

   85ページをお願いいたします。 

   85ページから87ページの内容であります。これらについては、介護予防を効果的な支援で

進めるための基準を定める条例が改正になった内容で進められております。 

   主な改正の内容であります。この内容については、小規模多機能型居宅介護、認知症対応

型の共同生活介護、認知症対応型通所介護等の内容となっております。 

   第７条から第86条までの語句の改正、定員の改正の内容となっております。 

   附則といたしましては、この条例は、平成27年４月１日より施行されるものであります。 

   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20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。 

         ◇         ◇         ◇ 



２４４ 

○議長 

   日程第22、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、福島県道路占有料徴収条例の改正に伴い、所要の改正をするものであります。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明をさせますので、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」補足して説明い

たします。 

   89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。 

   柳津町道路占用料徴収条例の一部を次のように改正する。 

   別表を次のように改める。 

   この改正につきましては、道路法施行令の一部改正に伴い、福島県道路占用料徴収条例が

改正されたため、県条例に準拠し、道路占用料の額を改定する等所要の改正を行うものであ

ります。県条例においては、所在地区分の改正、占用料の単価の改正、その他所要の規定の

整備を行っております。 

   この改正において、所在地区分が２区分でありましたが、甲地、乙地、丙地の３区分とな

り、柳津町は丙地に含まれていることから、占用料金につきましては丙地の単価を採用して

おります。89ページから93ページまでの表中の占用料の単価をそれぞれ占用物件ごとに改正

をしております。 

   なお、占用料につきましては、約30％程度引き下げとなっております。 



２４５ 

   95ページをお願いします。 

   附則であります。１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。附則２につきまして

は、改正に伴う経過措置となっております。 

   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。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第23、議案第22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22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、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、建設課長より説明をさせますので、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。 



２４６ 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第22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。 

   97ページをお願いいたします。 

   柳津町下水道条例の一部を改正する条例。 

   柳津町下水道条例の一部を次のように改正する。 

   この改正につきましては、水質汚濁防止法に基づく水質環境基準が強化されたことに伴い、

下水道法が改正されたため、条例の一部を改正するものであります。 

   第11条第１項は、次に定める基準に適合しない下水を公共下水道に流す場合の除外施設の

設置等を規定しております。 

   改正内容でありますが、第11条第１項第１号、１リットルにつきカドミウム0.1ミリグラ

ム以下を0.3ミリグラム以下に改め、同項第29号中、１リットルにつき亜鉛５ミリグラム以

下を２ミリグラム以下に改め、新たに第28号１－４ジオキサン１リットルにつき0.5グラム

以下を追加するものであります。 

   なお、附則といたしまして、この条例は、平成27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。 

   議案第22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 



２４７ 

   日程第24、議案第23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。 

○町長（登壇） 

   議案第23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、過疎地域自立促進計画の内容変更に伴い、提案をするものであります。 

   なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせますので、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23号「柳津町過疎地域自立促進計画の変更について」説明をいたします。 

   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

を別紙のとおり変更するものとする。 

   99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ために、実施していく過疎計

画について平成22年度から平成27年度までの計画として策定しております。平成27年度に実

施予定の、99ページから100ページにわたりますが、右の欄に掲げてあります町道下ノ湯五

畳敷線改良事業、西山小学校校舎屋上防水改修事業、西山中学校プール循環配管改修事業、

柳津運動公園体育館改修工事、次のページなりますが、斎藤清美術館屋根塗装工事について、

現在の過疎計画に入っておりませんので、過疎対策事業債など国の支援を受けて事業を実施

するため、本計画に追加する変更を行うものであります。 

   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。 



２４８ 

   お諮りいたします。 

   議案第23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24号「辺地に係る公共的施設の総合整備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。 

○町長（登壇） 

   議案第24号「辺地に係る公共的施設の総合整備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、辺地に係る総合整備計画の内容変更に伴い、提案をするものであります。 

   なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせますので、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24号「辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について」であります。 

   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５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変更するものとする。 

   平成25年３月議会定例会で、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について議決を

いただきました。西山西部辺地及び西山東部辺地について変更が生じたことによるものであ

ります。公共施設の整備をする際、辺地事業債など国の財政支援を受けて事業を実施するた

め計画の変更をするものであります。 



２４９ 

   105ページ、106ページをお開きください。 

   106ページを見ていただきたいと思います。 

   西山西部辺地についてでありますが、大成沢冑中簡易水道統合整備事業につきまして、計

画策定後に人件費及び資材単価等が著しく増加をしたために、事業費の総額を１億6,460万

円に改め、あわせて財源内訳も変更するものであります。 

   108ページをお開きください。 

   108ページが両沼東部辺地の一覧になります。 

   109ページをお開きください。 

   109ページが計画の変更対比表になります。町道五畳敷大成沢線整備事業につきまして、

先ほどと同じく、計画策定後に人件費及び資材単価等が増加したために、事業費の総額を１

億400万円に改め、あわせて財源内訳の変更を行うものであります。 

   説明については以上です。 

○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「辺地に係る公共的施設の総合整備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26、議案第25号「町道路線の廃止について」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） 



２５０ 

   議案第25号「町道路線の廃止について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、道路法の規定に基づき、町道の廃止について提案するものです。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明をさせますので、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25号「町道路線の廃止について」補足して説明いたします。 

   道路法第10条第３項の規定により、別紙のとおり廃止するものとする。 

   111ページをお願いします。 

   町道廃止調書。路線名、下大平停車場線。起点、大字柳津字下大平甲607。終点、大字柳

津字下大平甲610-2。道路の延長、197.4メートル。路線名、芋小屋居平線。起点、大字芋小

屋字宮ノ前540。終点、大字芋小屋字居平479-1。道路の延長、346.7メートル。 

   この町道廃止でありますが、下大平停車場線につきましては、旧道と新設された道路が一

部の区間において重複していることから、新たな路線として認定するため廃止するものです。

芋小屋居平線につきましては、路線の一部が私有地となっており、その土地の所有者より私

有地部分の認定を外すよう要望があり、この区間を外して再認定するため路線を廃止するも

のです。 

   なお、112ページ、113ページにつきましては、各路線の位置を示したものであります。 

   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25号「町道路線の廃止について」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） 



２５１ 

○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27、議案第26号「町道路線の認定について」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26号「町道路線の認定について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、道路法の規定に基づき、町道の認定について提案するものです。 

   なお、詳細につきましては、建設課長より説明をさせますので、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26号「町道路線の認定について」補足して説明いたします。 

   道路法第８条第２項の規定により、別紙のとおり認定するものとする。 

   115ページをお願いいたします。 

   道路認定調書。町道認定につきましては、議案第25号「町道路線の廃止について」により

廃止される下大平停車場線について、新たに会津柳津駅前線と下大平停車場線の２路線を認

定するものです。また、廃止される芋小屋居平線については、一部区間を除き新たに芋小屋

居平１号線と芋小屋居平２号線の２路線を認定するものであります。認定調書につきまして

は、路線名、会津柳津駅前線。起点、大字柳津字下原道西甲469-3。終点、大字柳津字下大

平甲610-2。道路の延長、192.5メートル。路線名、下大平停車場線。起点、大字柳津字下大

平甲607。終点、大字柳津字下大平甲610-3。道路の延長、92.0メートル。路線名、芋小屋居

平１号線。起点、大字芋小屋字宮ノ前540。終点、大字芋小屋字居平519。道路の延長、

144.7メートル。路線名、芋小屋居平２号線。起点、大字芋小屋字居平480-1。終点、大字芋

小屋字居平504-1。道路の延長、177.3メートルでございます。 



２５２ 

   なお、116ページ、117ページにつきましては、各路線の位置を示したものであります。 

   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26号「町道路線の認定について」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28、議員提出議案第１号「柳津町議会委員会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。 

   提案者に趣旨説明を求めます。 

   ９番、磯部雄君。 

○９番（登壇） 

   議員提出議案第１号「柳津町議会委員会条例の一部を改正する条例について」趣旨説明を

いたします。 

   本案は、教育委員長と教育長を統括した新たな責任者新教育長を置くことなどを内容とす

る地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律とあわせ、地方自治法第

121条、長及び委員長等の出席義務が改正されたことから、柳津町議会委員会条例第19条を

改正するものです。 

  以上であります。 

○議長 

   お諮りいたします。 



２５３ 

   議員提出議案第１号「柳津町議会委員会条例の一部を改正する条例について」は、ただい

まの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。 

   今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。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、本日の日程に追加される議案があります。 

   お諮りいたします。 

   本日の議事日程に、議案第46号「副町長の選任同意について」を追加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、お手元にお配りのとおり、日程を追加し、議題とすることに決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   追加日程第１、議案第46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。 



２５４ 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第46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、副町長の選任であります。副町長の星 正敏氏から、平成27年３月31日をもって

退職したい旨の申し出がありましたので、新たに副町長を選任したく提案するものでありま

す。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   暫時休議いたします。（午後１時３５分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午後１時３７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いたしました、住所、福島県福島市松浪町１番地26県公舎12-01、

氏名、郡司博道、生年月日、昭和46年５月25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46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） 

○議長 



２５５ 

   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 

   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。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   ここで暫時休議いたします。（午後１時３８分） 

○議長 

   再開いたします。（午後１時３９分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   ここで、先ほど副町長選任の同意決定をいたしました郡司博道氏がいらっしゃいますので

ご挨拶をいただきます。 

   郡司博道さん。 

○郡司 

   ただいま副町長の選任にご同意をいただきました郡司博道でございます。もとより微力で

はございますが、町長を補佐し、町政の進展のため誠心誠意努めてまいりますので、議会の

皆様方のご指導、ご鞭撻、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長 

   ありがとうございました。 

   改めてよろしくお願いを申し上げます。 

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎閉会の議決 

○議長 

   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。 



２５６ 

   よって、平成27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４１分） 

 



２５７ 

 

   会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

    柳津町議会  議  長   伊  藤  昭  一 
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