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平成２５年第４回竜王町議会定例会（第１号） 

                            平成２５年１２月５日 

                            午後１時００分開会 

                            於 議 場 

１ 議 事 日 程（第１日） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議第 ７９号 竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第 ８０号 竜王町災害対策基金条例 

日程第 ５ 議第 ８１号 竜王町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第 ８２号 竜王町介護保険条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議第 ８３号 竜王町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条 

             例 

日程第 ８ 議第 ８４号 竜王町農村下水道使用料条例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議第 ８５号 竜王町下水道使用料条例の一部を改正する条例 

日程第１０ 議第 ８６号 竜王町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例 

             の一部を改正する条例 

日程第１１ 議第 ８７号 竜王町給水条例の一部を改正する条例 

日程第１２ 議第 ８８号 竜王町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条 

             例の一部を改正する条例 

日程第１３ 議第 ８９号 平成２５年度竜王町一般会計補正予算（第４号） 

日程第１４ 議第 ９０号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

             定）補正予算（第２号） 

日程第１５ 議第 ９１号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

             定）補正予算（第３号） 

日程第１６ 議第 ９２号 平成２５年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第 

             １号） 

日程第１７ 議第 ９３号 平成２５年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第３ 

             号） 

日程第１８ 議第 ９４号 平成２５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第３ 

             号） 

日程第１９ 議第 ９５号 平成２５年度竜王町水道事業会計補正予算（第４号） 
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日程第２０ 議第 ９６号 動産の取得について 

日程第２１ 議第 ９７号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２２ 議第 ９８号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２３ 議第 ９９号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２４ 議第１００号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２５ 議第１０１号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２６ 議第１０２号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２７ 議第１０３号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２８ 議第１０４号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２９ 議第１０５号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第３０ 議第１０６号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第３１ 議第１０７号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第３２ 議第１０８号 滋賀県市町土地開発公社の解散について 

日程第３３ 議第１０９号 八日市布引ライフ組合規約の変更につき議決を求めるこ 

             とについて 

日程第３４ 議第１１０号 東近江行政組合規約の変更につき議決を求めることにつ 

             いて 

日程第３５ 議第１１１号 平成２４年度滋賀県自治会館管理組合一般会計歳入歳出 

             決算認定について 

日程第３６ 議員派遣について 
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２ 会議に出席した議員（１０名） 

 １番 小 森 重 剛   ２番 竹 山 兵 司 

 ４番 岡 山 富 男   ５番 山 田 義 明 

 ６番 内 山 英 作   ７番 貴 多 正 幸 

 ８番 古 株 克 彦   ９番 松 浦   博 

１１番 菱 田 三 男  １２番 蔵 口 嘉寿男 

３  会議に欠席した議員（２名） 

 ３番 若 井 敏 子  １０番 西 村 公 作 

４  会議録署名議員 

１１番 菱 田 三 男   １番 小 森 重 剛 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 竹山 秀雄  副 町 長 川部 治夫

教 育 長 岡谷ふさ子  会 計 管 理 者 赤佐 九彦

総 務 政 策 主 監 兼 
産 業 建 設 主 監 

福山 忠雄  住 民 福 祉 主 監 松瀬徳之助

総 務 課 長 奥  浩市  政 策 推 進 課 長 杼木 栄司

生 活 安 全 課 長 井口 清幸  住 民 税 務 課 長 犬井 教子

健 康 推 進 課 長 嶋林さちこ  産 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 

田邊 正俊

建 設 計 画 課 長 井口 和人  上 下 水 道 課 長 徳谷 則一

工業団地推進課長 尾﨑 康人  教 育 次 長 山添登代一

学 務 課 長 市田太芽男  生 涯 学 習 課 長 竹内  修

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 若井 政彦  書 記 臼井由美子
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開会 午後１時００分 

○議長（蔵口嘉寿男） 皆さん、こんにちは。 

ただいまの出席議員数は、１０人であります。よって、定足数に達しています

ので、これより平成２５年第４回竜王町議会定例会を開会いたします。 

会議に入ります前に町長より発言の申し出がございますので、これを認めるこ

とにいたします。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） 皆さん、こんにちは。平成２５年第４回竜王町議会定例会の

開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

師走月に入りましてさすがに朝夕は冷え込むようになってまいりましたし、慌

ただしさも加わってきましたが、議員の皆様には、御壮健にて日夜を問わず議会

の諸活動に御専念をいただいておりますことに深甚の感謝と敬意を表する次第で

ございます。 

また、平素は、町行政全般にわたりまして格段の御指導と御鞭撻を賜り、改め

て衷心より厚く御礼を申し上げます。 

本日、第４回定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様には何か

と御多用の中を万障お繰り合わせの上御出席くださいましてまことにありがとう

ございます。１２月２０日までの会期の予定でございますが、この間何とぞよろ

しくお願い申し上げます。 

さて、平成２５年の１１カ月余りを振り返らせていただきますと、３月の第１

回定例会において副町長人事案件を提出しお認めをいただいたところでありまし

た。 

新しい体制での出発点となりましたその日の夕刻でございましたが、県の計量

検定所から水道量水器期限切れ警告書が私の手元に届きました。２，６５３個も

の水道量水器が期限切れとなっており、計量法に抵触する事態を引き起こしたも

のでありますが、平成１７年、平成１９年にも同様の不祥事を発生させているこ

とも判明し、三度に及ぶことから今回の強い警告文書になったものであります。 

本件に関しましては、弁明の余地は全くなく、計量検定所への謝罪、住民皆様

へのおわびと事態収拾の対応等々説明の上、一刻も早く交換作業を完了するべく、

役場内にてはプロジェクトチームを設置し、町内４業者との連携にて夏場の猛暑

が続く中、懸命の作業を続けましてようやくにして９月４日に最終の１個の交換

取りかえを終えることができました。 

この間、議員の皆様からも適切なる御助言をいただき、また住民皆様からも御
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協力と御理解をいただき感謝の念でいっぱいでございます。ありがとうございま

した。失った信頼ははかり知れないほど大きく、一挙に取り戻せるものではあり

ません。毎日の仕事を進めていく中で、また町の皆さんと接していく中で姿勢を

正し、丁寧な対応を積み重ねていく中からしか信頼回復への道はないものとわき

まえているところであります。 

水道問題が落ちつきほっとしたのもつかの間、９月１６日未明には台風１８号

が本州に上陸し、全国各地に大きな爪跡を残しました。 

本町にありましては、日野川の水位が上昇を続け、安吉橋の水位計にて避難判

断水位の３．７５ｍをはるかに越え、最高位６．３９ｍに達したところでありま

す。この数値は、計画高水位６．０ｍをも上回る数値でありますし、現場にいた

職員の目視報告では一時６．５０ｍにもなっており、いつ決壊してもおかしくな

い逼迫した状況になったところであります。 

かかる差し迫った折に、弓削自治会より、日野川堤防が祖父川との合流点近く

で５ｍにわたって崩れ落ち、水が湧き出している状態ですぐさま手を打たないと

大変な事態を招くとの連絡が災害対策本部に入りました。 

本部からは、町の建設工業会へ出動をお願いし、私は現場へ出向きましたが、

一刻も早い対応をとらないと決壊間違いなしと判断し、建設工業会会長に、「危

険なことは承知しているが、住民の皆さんのために作業に当たってほしい」と伝

え、１トン袋積み上げの作業を実施していただいたことから決壊の難を逃れた次

第であります。 

同じころに祖父川にても崩落があり、こちらは県の対応にて修復してもらいま

したが、建設工業会へは、素早い対応と適切なる応急対応の工事を行っていただ

いたことに対しまして、町及び県の東近江土木事務所から感謝状を贈らせていた

だいたところであります。 

ここ数年、異常気象が進んでいることを実感する中、今回のような大雨と洪水

は、この先期間を短くして起こってくるものと考えねばなりません。 

残る被災箇所の復旧作業に当たらせていただいておりますが、改めまして住民

の皆様の暮らしと生命及び財産を守るために、各地域の特性に合ったきめ細かい

防災計画をつくり上げていかねばならないと考えているところであります。 

一方、町の活性化への面では、７月に竜王インター近くの大型商業施設の増床

工事が完了し、近畿ではトップクラスの施設となり、休日には大勢のお客様でに

ぎわっています。また、同インター近くにＷ社の流通センターが建設され営業を
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開始されましたし、鏡工業地ではＡ社も操業を始めておられます。 

町内では、以上のことをあわせますと、本年度７５０名以上の雇用が生まれま

した。続いて、滋賀竜王工業団地もいよいよ造成工事が始まることになります。

平成２７年に第１期分譲となりますが、県としっかり連携の上、優良企業の誘致

を図っていかねばならないと考えております。 

先日、１１月６日に大阪で開催された「びわこ立地フォーラム」では、約７０

社の企業が集まられ、私もその場で竜王町と工業団地をアピールいたしてまいり

ました。今は工業団地造成の工事がよどみなく進行することを願うばかりであり

ます。 

回顧の３点目に触れさせていただかねばならない財政面でありますが、平成２

４年度決算数字をもって、ようやくにいたしまして実質公債費比率が１８％を下

回り、１６．７％に改善となったことは、行財政改革への取り組みの成果と、一

昨年来の税収の伸びが相まってのものであり、将来負担比率の改善と、あわせて

改めて財政健全化に向かって御理解と御協力をいただいた住民の皆さんに感謝を

申し上げる次第でありますが、本町の実態はまだまだ厳しい状態であることを認

識しておかねばなりません。 

現時点で一般会計、特別会計合計して１１０億円の起債残高を抱え、年間６億

円前後の返済がこの先もずっと続くこと、２５年度当初予算において歳入歳出の

差が４億５，０００万円発生し、財政調整基金の取り崩しにて収支バランスを合

わせねばならなかった実態や、この先膨らむ医療費を含む社会保障費や町内諸施

設の老朽化に伴う費用等を考え合わせますと、この先も予断を許さない状況が続

くと見ておく必要があり、既に新年度予算に取りかからねばならない時期であり

ますので、財政面でそれぞれの数字が持つ意味をいま一度しっかり分析、熟考の

上、編成の作業に当たらねばならないと考えているところであります。 

以上、本年を振り返り、不祥事に関してのこと、活性に向かっての内容と財政

面での３面を総合してみますと、年初に申し上げた、本年は臥竜の状態から昇竜

の年に持っていきたいと強く誓ったのですが、文字どおりプラス面とマイナス面

が大きく交錯する激動の１年ではなかったかと申せます。 

１２月は別名極月とも言われますが、極月の名のとおり、１年をきわめ謙虚に

反省することから、足元を固め直し次なる新しい一歩を踏み出さねばならない大

事な年末のときではなかろうかと存じます。 

本定例会にて、この意を含めて議員各位の格段の御指導をお願いする次第であ



- 7 - 

ります。 

本定例会では、条例の案件が１０件、補正予算の案件が７件、動産の取得につ

いて１件、指定管理の案件が１１件、本町が加入する一部事務組合からの協議に

関する案件が２件、その他２件、合計３３件の案件を上程させていただきます。 

なお、追加案件の提出も予定させていただいております。 

何とぞ慎重なる御審議を賜り、お認めを賜りますようお願い申し上げ、開会の

御挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（蔵口嘉寿男） これより本日の会議を開きます。 

皆さんのお手元に議会諸般報告書を配付いたしましたので、よろしくお願いい

たします。なお、説明は省略いたしますので、御了承願います。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（蔵口嘉寿男） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１１８条の規定により、１１番 菱田三男議員、１番 小森重剛議

員を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から１２月２０日までの１６日

間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本

日から１２月２０日までの１６日間と決定いたしました。 

なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表により

会議を進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどをお願い申し上げます。 

それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第 ７９号 竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第 ８０号 竜王町災害対策基金条例 

日程第 ５ 議第 ８１号 竜王町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第 ８２号 竜王町介護保険条例の一部を改正する条例 
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日程第 ７ 議第 ８３号 竜王町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する 

             条例 

日程第 ８ 議第 ８４号 竜王町農村下水道使用料条例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議第 ８５号 竜王町下水道使用料条例の一部を改正する条例 

日程第１０ 議第 ８６号 竜王町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例 

             の一部を改正する条例 

日程第１１ 議第 ８７号 竜王町給水条例の一部を改正する条例 

日程第１２ 議第 ８８号 竜王町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条 

             例の一部を改正する条例 

日程第１３ 議第 ８９号 平成２５年度竜王町一般会計補正予算（第４号） 

日程第１４ 議第 ９０号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

             定）補正予算（第２号） 

日程第１５ 議第 ９１号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

             定）補正予算（第３号） 

日程第１６ 議第 ９２号 平成２５年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第 

             １号） 

日程第１７ 議第 ９３号 平成２５年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第３ 

             号） 

日程第１８ 議第 ９４号 平成２５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第３ 

             号） 

日程第１９ 議第 ９５号 平成２５年度竜王町水道事業会計補正予算（第４号） 

日程第２０ 議第 ９６号 動産の取得について 

日程第２１ 議第 ９７号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２２ 議第 ９８号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２３ 議第 ９９号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２４ 議第１００号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２５ 議第１０１号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２６ 議第１０２号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２７ 議第１０３号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２８ 議第１０４号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２９ 議第１０５号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第３０ 議第１０６号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 
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日程第３１ 議第１０７号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第３２ 議第１０８号 滋賀県市町土地開発公社の解散について 

日程第３３ 議第１０９号 八日市布引ライフ組合規約の変更につき議決を求めるこ 

             とについて 

日程第３４ 議第１１０号 東近江行政組合規約の変更につき議決を求めることにつ 

             いて 

日程第３５ 議第１１１号 平成２４年度滋賀県自治会館管理組合一般会計歳入歳出 

             決算認定について 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３ 議第７９号から日程第３５ 議第１１１号まで

の３３議案を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） ただいま一括上程いただきました議第７９号から議第１１１

号までの３３議案につきまして順を追って提案理由を申し上げます。 

まず、議第７９号から議第９６号までの１８議案につきまして提案理由を申し

上げます。 

議第７９号、竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまし

ては、財団法人滋賀県教職員互助会が一般財団法人滋賀県教職員互助会へ移行し

たことから、竜王町職員の給与に関する条例中で引用しております箇所について

一部改正を行うものでございます。 

次に、議第８０号、竜王町災害対策基金条例につきましては、災害時における

応急対策や復旧に加え、被災者または被災地への支援等についての財源を確保し、

災害に対する迅速な対応や災害からの早期復興に係る事業に充てるため、今回、

竜王町災害対策基金条例を制定し基金を設置するものでございます。 

次に、議第８１号、竜王町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例につ

きましては、国民健康保険診療所の管理運営に指定管理者制度を導入できるよう

にするため、竜王町国民健康保険診療所条例の一部を改正するものでございます。 

内容といたしましては、指定管理者は、診療業務に加えて施設や設備の維持管

理、窓口負担金等の収受などを行うものとします。また、同診療所の診療報酬等

については、当該指定管理者の収入として収受させるものとします。 

なお、この条例の施行については、平成２６年１月１日としております。 

次に、議第８２号、竜王町介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、

国税における見直しに合わせ当分の間の措置として、現在の低金利の状況に合わ
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せて延滞金の割合を引き下げることなどを内容とした地方税法等の一部を改正す

る法律が平成２６年１月１日から施行されることとなりました。 

この法改正等に伴い介護保険料に係る延滞金についても同様の措置を講じるた

め、竜王町介護保険条例の一部を改正するものでございます。 

次に、議第８３号、竜王町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

につきましては、国税における見直しに合わせ当分の間の措置として、現在の低

金利の状況に合わせて延滞金の割合を引き下げることなどを内容とした地方税法

等の一部を改正する法律が平成２６年１月１日から施行されることとなりました。 

この法改正等に伴い後期高齢者医療保険料に係る延滞金についても同様の措置

を講じるため、竜王町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものでござ

います。 

次に、議第８４号、竜王町農村下水道使用料条例の一部を改正する条例につき

ましては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制

の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が

平成２４年８月２２日に公布され、消費税及び地方消費税の税率改正が平成２６

年４月１日から施行されることに伴い農村下水道使用料の算定に係る規定につい

て改正を行うものでございます。 

なお、農村下水道使用料における新税率の適用につきましては、平成２６年４

月使用分からとなります。 

次に、議第８５号、竜王町下水道使用料条例の一部を改正する条例につきまし

ては、先ほど御提案申し上げました議第８４号、竜王町農村下水道使用料条例の

一部を改正する条例の提案理由及び改正趣旨と同様でございまして、消費税及び

地方消費税の税率改正に伴い下水道使用料の算定に係る規定について改正を行う

ものでございます。 

なお、下水道使用料につきましては、法律中に経過措置が規定されておりまし

て、本町の下水道使用料におきましては、平成２６年４月使用分まで旧税率が適

用され、平成２６年５月使用分から新税率が適用されます。 

次に、議第８６号、竜王町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例の

一部を改正する条例につきましては、国税における見直しに合わせ当分の間の措

置として、現在の低金利の状況に合わせて延滞金の割合を引き下げることなどを

内容とした地方税法等の一部を改正する法律が平成２６年１月１日から施行され
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ることとなりました。 

この法改正等に伴い公共下水道事業に係る受益者の負担の延滞金についても同

様の措置を講じるため、竜王町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例

の一部を改正するものでございます。 

次に、議第８７号、竜王町給水条例の一部を改正する条例につきましては、先

ほど御提案申し上げました議第８４号、竜王町農村下水道使用料条例の一部を改

正する条例及び議第８５号、竜王町下水道使用料条例の一部を改正する条例の提

案理由及び改正趣旨と同様でございまして、消費税及び地方消費税の税率改正に

伴い水道料金及び加入金の算定に係る規定について改正を行うものでございます。 

なお、水道料金につきましては、法律中に経過措置が規定されておりまして、

本町の水道料金におきましては、平成２６年４月使用分まで旧税率が適用され、

平成２６年５月使用分から新税率が適用されます。 

次に、議第８８号、竜王町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例につきましては、消防団員の任命に関する規定について、

上位法である消防組織法の規定と整合を図るため、今回条例の一部を改正するも

のでございます。 

次に、議第８９号、平成２５年度竜王町一般会計補正予算（第４号）につきま

しては、現在お認めをいただいております補正予算（第３号）までの歳入歳出予

算額が６４億４，０１６万８，０００円でございます。今回、この総額から歳入

歳出それぞれ７億１１６万４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ５７億３，９００万４，０００円とさせていただくものでございます。 

今回の補正予算の主な内容といたしましては、総務費の一般管理費における臨

時職員賃金、住民税税法改正システム対応業務委託料、町税過年度過納還付金の

それぞれ増額、災害時要援護者支援システム整備業務委託料及び災害時要援護者

支援用備品の追加、福祉医療扶助費、介護保険特別会計繰出金のそれぞれ増額、

子ども・子育て支援新制度システム整備業務委託料の追加、土木総務費において

薬師地先における下水道敷設に伴う道路取得に向けた役務費の追加、河川愛護作

業補助金の増加、竜王インター周辺地区整備費における委託料、工事請負費のそ

れぞれ減額、公有財産購入費の増額、災害対策費における被服費の追加、諸支出

金として財政調整基金積立金の増額、災害対策基金積立金の追加などでございま

す。 

また、人件費補正につきましては、６月の給与条例改正の反映に加えて、それ
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ぞれ科目ごとに執行と今後の見込みも含めて増減し、結果として減額をさせてい

ただくものでございます。 

続きまして、債務負担行為補正につきましては、今補正予算において、追加と

いたしまして、広報りゅうおう印刷業務から学校給食センター調理員等赤痢菌ほ

か検査業務までの１４件を計上しましたほか、竜王町雪野山史跡広場「妹背の

里」指定管理業務から竜王町都市公園施設（竜王町総合運動公園）指定管理業務

までの１０件につきましては、町内の各公共施設における指定管理者の更新に係

るものについて計上いたしております。 

また、変更といたしましては、竜王インター周辺地区整備事業において債務負

担行為として設定していた期間の変更及び設定した金額の変更に係るものでござ

います。 

次に、議第９０号、平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘

定）補正予算（第２号）につきましては、現在お認めをいただいております補正

予算（第１号）までの歳入歳出予算額が１０億５，９０１万９，０００円でござ

います。今回、この総額に歳入歳出それぞれ１億１９１万２，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億６，０９３万１，０００円といた

したいものでございます。 

歳出予算の内容といたしましては、国保調整交付金帳票の変更に伴うシステム

変更委託料、国保運営協議会の委員改選による委員報酬がそれぞれ増額でござい

ます。また、一般被保険者の医療費の増加に伴い、保険給付費のうち一般被保険

者療養給付費、審査支払手数料、一般被保険者高額療養費がそれぞれ増額でござ

います。加えて、額の確定により後期高齢者支援金が減額、人間ドック検診補助

金の申請者数の増加に伴い、保健衛生普及費が平成２４年度療養給付費等負担金

の額の確定により諸支出金の療養給付費等負担金精算返還金がそれぞれ増額でご

ざいます。 

歳入予算の内容といたしましては、歳出の保険給付費及び後期高齢者支援金の

財源として国庫支出金、県支出金、繰越金がそれぞれ増額でございます。また、

平成２６年度に実施いたします特定健康診査業務及び若年健康診査業務並びに特

定健診啓発資料一式作成業務を円滑に進めるため、債務負担行為の設定をお願い

するものでございます。 

次に、議第９１号、平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘

定）補正予算（第３号）につきましては、現在お認めをいただいております補正
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予算（第２号）までの歳入歳出予算額が医科８，３７５万７，０００円でござい

ます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ７８１万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９，１５６万７，０００円といたしたいものでございま

す。 

歳出予算の内容といたしましては、医科診療所の診療、施設等管理業務につい

て指定管理者制度を導入時には、投薬等については、院外処方による医薬分業と

したいことから、これにかかる経費を増額するものでございます。 

内訳は、医療施設と薬局の同一敷地内設置は法律上できないことから、診療所

用地の分筆等の委託料といたしまして１０６万円、工事請負費としまして車庫の

撤去費、橋の拡幅、駐車場舗装等について６７５万円でございます。 

歳入予算の内容といたしましては、財政調整基金繰入金７８１万円をもって充

てるものでございます。 

次に、議第９２号、平成２５年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第１

号）につきましては、現在お認めをいただいております当初予算の歳入歳出予算

額が５，８００万円でございます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ１６２万

６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，９６２万６，

０００円といたしたいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、歳入では、各校園等の給食費負担金の実績

見込みに基づき１１５万７，０００円の増額、繰越金４４万９，０００円の増額、

諸収入２万円の増額でございます。 

歳出におきましては、資材費における主食費、副食費について１６２万６，０

００円の増額でございます。 

次に、議第９３号、平成２５年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第３

号）につきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第２号）まで

の歳入歳出予算額が６億４，３４５万円でございます。今回、この総額に歳入歳

出それぞれ８４万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ６億４，４２９万９，０００円といたしたいものでございます。 

補正予算の主な内容といたしましては、農業集落排水事業費の施設管理費にお

ける電気料及び施設管理基金積立金のそれぞれ増額、前課税期間の消費税納税額

の確定により増額、琵琶湖流域下水道事業負担金の増額、あわせて地方債補正に

おいて流域下水道事業債の増額でございます。 

次に、議第９４号、平成２５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第３号）
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につきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第２号）までの歳

入歳出予算額が６億９，９６０万４，０００円でございます。今回、この総額に

歳入歳出それぞれ６，７８４万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ７億６，７４５万円といたしたいものでございます。 

補正予算の主な内容といたしましては、共同電算処理事務等にかかる手数料及

び運営協議会委員報酬のそれぞれ増額でございます。また、要介護状態区分の重

度化により要支援認定者数が減少し要介護認定者が増加していることなどから、

保険給付費といたしまして、居宅介護、施設介護、地域密着型介護の各サービス

給付費、居宅介護サービス計画給付費、高額介護サービス給付費及び審査支払手

数料がそれぞれ増額です。また、地域支援事業費といたしまして、配食サービス

見守り事業委託料の増額です。 

歳入におきましては、保険給付費の増額に見合う国、県、支払基金など公費負

担分並びに一般会計繰入金、繰越金の増額、地域支援事業費の増額に伴う一般会

計繰入金の増額でございます。 

次に、議第９５号、平成２５年度竜王町水道事業会計補正予算（第４号）につ

きましては、平成２５年度竜王町水道事業会計の第３条で定めました収益的収入

の既決予定額３億２，４２７万４，０００円に今回１７万１，０００円を増額し

３億２，４４４万５，０００円に、また収益的支出の既決予定額３億３，１５６

万４，０００円に今回６４１万４，０００円を増額し、３億３，７９７万８，０

００円といたしたいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、収益的収入につきましては、雑収益といた

しまして貯蔵品の処分に伴います差額収益１７万１，０００円を増額するもので

ございます。また、収益的支出につきましては、総係費といたしまして西横関水

源地公図訂正に係る業務委託料４１万４，０００円、資産減耗費といたしまして

貯蔵品処分に伴います費用６００万円をそれぞれ増額するものでございます。 

次に、議第９６号、動産の取得についてにつきましては、学校給食センター調

理機器整備事業による調理機器備品（真空冷却機）の購入でございまして、去る

１１月１５日執行の指名競争入札の結果、滋賀県近江八幡市加茂町３７９番地、

株式会社滋賀厨房代表取締役、塩田公代より金額７９８万円で取得することにつ

いて、地方自治法第９６条第１項第８号及び竜王町議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議決をお願いするも

のでございます。 
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物品の内容は、真空冷却機１台、それに附帯します蒸気ボイラー１台でござい

まして、納期につきましては、平成２６年２月２８日でございます。 

以上、議第７９号から議第９６号までの１８議案につきまして提案理由を申し

上げたところでございますが、議第８９号及び議第９３号につきましては、詳細

について担当課長より説明させますので、よろしく御審議を賜り、御承認いただ

きますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（蔵口嘉寿男） 奥総務課長。 

○総務課長（奥 浩市） ただいま町長から平成２５年度竜王町一般会計補正予算

（第４号）の内容について提案理由の説明があったわけでございますが、さらに

その内容について、お手元配付の補正予算の概要により説明させていただきます。 

歳出補正予算のほうから御説明をさせていただきます。 

一般管理費における臨時職員賃金について４４０万円を増額させていただくも

のでございます。当初予定をしておりませんでした育児休業対応や水道事業にお

いて制度改正等事務事業執行に係る補強分等について増額するものでございます。 

続きまして、住民税税法改正システム対応業務委託料５１８万４，０００円の

追加につきましては、平成２６年４月の個人住民税の制度改正に対応するための

システム改修に要する分でございます。 

続きまして、町税過年度過納還付金でございますが、現時点での還付が確定し

ている分等について１００万円を増額するものでございます。 

続きまして、災害時要援護者支援システム整備業務委託料１１６万７，０００

円及び災害時要援護者支援用備品３８３万３，０００円でございます。こちらに

つきましては、災害時における避難等について支援を必要とする方々に関する情

報について、住民基本台帳や介護保険、また障害者等がそれぞれ保有しておりま

す情報を一元化しまして、災害時要援護者台帳として整備し、管理運用するため

のシステム導入に係る分でございます。 

なお、この台帳システム整備に係る経費につきましては、県からのしが地域支

え合いづくり促進事業補助金（１０分の１０）の充当を予定しております。 

続きまして、福祉医療扶助費でございます。こちらにつきましては、今年度こ

れまでの執行状況を踏まえつつ、今後の執行を想定する中で、予算が不足すると

予測されます分１，８２３万１，０００円を増額するものでございます。 

続きまして、介護保険特別会計繰出金でございますが、介護保険特別会計にお

ける各介護サービス等給付費の増加等に係る一般会計負担分８７９万２，０００
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円の増額でございます。 

続きまして、子ども・子育て支援新制度システム整備業務委託料でございます

が、平成２７年４月から子ども・子育て関連３法に基づいて施行される子ども・

子育て支援新制度について、その運用に必要となる支給認定や請求、審査、支払

い等に係るシステム整備に要する分１，３５０万円の追加でございます。 

なお、このシステム整備に係る経費につきましても、県からの子育て支援環境

緊急整備事業費補助金（１０分の１０）の充当を予定しております。 

続きまして、土木総務費における役務費１１６万円でございますが、町内大字

薬師地先の希望が丘団地における下水道敷設にかかって、これまでから課題とな

っておりました土地の権利関係等に関する件について、弁護士等と協議を重ねた

結果、必要となる道路を町が取得する方向で裁判所に対して申し立てを行うこと

といたしまして、今回これに向けた関係土地の鑑定及び裁判所への申し立てに先

立って納める必要がある予納金とする分でございます。 

続きまして、河川愛護作業補助金２２７万８，０００円でございますが、町内

関係集落においてお取り組みいただいております除草等の河川環境整備につきま

して、今年度から大型重機を使用した草刈りが補助対象となりましたことから、

これに係る増加分でございます。 

続きまして、竜王インター周辺地区整備費における各業務でございますが、今

回の補正の主たる要因といたしましては、一つが詳細設計の遅延による施工工程

の変更でございます。委託料として２億６，５９２万円の減額でございます。ま

た、工事請負費として６億９，４３４万円の減額でございます。また、公有財産

購入費につきましては、取得する土地の面積が詳細設計を受けて増加したことに

加えて、予算における算定単価と鑑定評価を受けた実際に使用する単価との差額

１億９，３１９万２，０００円を追加するものでございます。 

続きまして、災害対策費における被服費４００万円でございますが、さきの６

月定例会において条例改正を行いました町職員給与の削減によって生じた分の使

途といたしまして、今回の補正予算案において計上いたしますうちの一つでござ

います。今後、竜王町内や近隣等の他の市町において災害が発生した際にこれま

でも同様ですが、町職員が直接現場にて作業や支援に当たることとなりますが、

この際において一般住民を含めた周囲の方々に作業や支援に当たっている者であ

ること、また竜王町の職員であることを知らせるために、今般、防災服の整備を

行うために要する分でございます。 
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なお、６月定例会における給与条例改正により生じた分といたしましては、一

般会計及び特別会計を合わせた総額は２，２００万円でございますが、このうち

の４００万円について、今申し上げた防災服の整備を、またこちらも今後本町や

他の市町において甚大な災害が発生した際に、緊急的な措置に係る財源として、

また他の市町に対する支援に係る財源として活用することを目的として災害対策

基金を造成することとし、これへの積立金として１，５００万円、さらには町立

図書館における図書の整備に３００万円を充当することとしております。 

なお、図書の充実に係る３００万円につきましては、実際の執行といたしまし

ては、平成２６年度から３年間、通常分に上積みしての執行を想定しておりまし

て、今回の補正予算においては、財政調整基金にこれを一たん積み立てる内容と

しております。 

続きまして、公債費となります償還元金及び償還利子でございますが、こちら

につきましては、平成１４年度に発行した臨時財政対策債及び減税補てん債の借

り入れに際しての約定において１０年後の利率見直しを行う旨の条項を設けてお

りまして、これの償還開始から１０年目となる本年度において利率の見直しを行

ったことによるものでございます。 

なお、次の財政調整基金積立金３４０万円のうち３００万円及び災害対策基金

積立金１，５００万円につきましては、先ほど申し上げました職員給与削減に伴

い生じた分の使途となるもの、財政調整基金積立金のうち４０万円につきまして

は、平成２４年度末に財政調整基金に積み立てた分に係る利息収入の増額分でご

ざいます。 

また、人件費補正につきましては、職員給与削減に係る分に加えまして、本年

４月、またこれ以降の職員の異動や退職等に伴う分及び時間外手当等について、

それぞれ科目ごとに今後の見込みも含めて増減し、結果２，１２６万５，０００

円の減額をさせていただくものでございます。 

続きまして、歳入補正予算の主なものについて御説明させていただきます。 

まず、国庫支出金につきましては、社会資本整備総合交付金が竜王インター周

辺整備事業において平成２５年度事業に充当するための分として国から交付内示

を受けた額に合わせるため１億４９６万円の減額でございます。 

県支出金のうち、しが地域支え合いづくり促進事業補助金５００万円につきま

しては、災害時要援護者支援システムの整備に係る分の追加でございます。福祉

医療費補助金につきましては４９５万２，０００円の増額、子育て支援環境緊急
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整備事業費補助金につきましては、子ども・子育て支援新制度の運用に係るシス

テム整備に充当する分１，３００万円の追加、加えて河川愛護活動事業委託金が

２２７万８，０００円の増額等でございます。また、加えて前年度繰越金が２，

８３３万９，０００円の増額、諸収入では、竜王インター周辺地区整備協力金に

ついて施工工程の変更により６億５，１１２万円の減額でございます。 

続きまして、債務負担行為補正について説明をさせていただきます。 

今回の補正予算におきましては、まず平成２６年度の年度当初からの実施が求

められる各業務について、平成２５年度中に契約等の事務処理を行う必要がある

ものとして、広報りゅうおう印刷業務から結核検診業務までの５件及び消防団員

用制服等整備業務から学校給食センター調理員等赤痢菌他検査業務までの８件の

合計１３件について、また国営日野川流域土地改良事業につきましては、国営の

各土地改良施設の改修事業について、平成５１年度までの長期間に係る債務負担

行為の設定を各流域の市町において行うものでございます。 

続きまして、竜王町雪野山史跡広場「妹背の里」指定管理業務から竜王町都市

公園施設（竜王町総合運動公園）指定管理業務までの１０件につきましては、町

内の各公共施設における指定管理者の更新に係るもの、また最後の竜王インター

周辺地区整備事業につきましては、施工工程の変更に伴い、債務負担行為として

設定していた期間の変更及び各年度分として設定した金額の変更に係るものでご

ざいます。 

以上、まことに簡単ではございますが、平成２５年度竜王町一般会計補正予算

（第４号）の内容説明といたします。よろしく御審議を賜り、御承認いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（蔵口嘉寿男） 徳谷上下水道課長。 

○上下水道課長（徳谷則一） ただいま町長から平成２５年度竜王町下水道事業特

別会計補正予算（第３号）の内容について提案理由の説明があったわけでござい

ますが、さらにその内容について、お手元配付の竜王町一般会計及び特別会計の

歳入歳出補正予算に関する説明書により説明させていただきます。 

それでは、４５ページからの下水道事業特別会計補正予算（第３号）の事項別

明細書によりまして説明申し上げます。 

補正予算の内容につきましては、さきに町長より説明がありましたが、平成２

５年度の執行調整等をさせていただくものでございます。 

まず、歳入の関係でございますが、４７ページの財産収入について、農業集落
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排水処理施設管理基金利子を１，０００円、繰越金を４４万８，０００円、町債

を４０万円のそれぞれ増額をさせていただくものでございます。 

次に、歳出の関係でございますが、４８ページ、農業集落排水事業費の施設管

理費について、２地区２処理場の施設管理による電気料が１０万円、農業集落排

水処理施設管理基金積立金が１，０００円のそれぞれ増額でございます。下水道

事業費の一般管理費の公課費について、前課税期間の消費税納税額の確定により、

今年度の中間申告、納税額が３４万８，０００円の増額でございます。また、管

渠築造費として県施工の流域下水道建設事業の国庫補助対象事業費の増額に伴い、

流域下水道事業負担金を４０万円増額させていただくものでございます。 

次に、議案書の３７ページ、第２表の地方債の関係でございますが、地方債の

限度額を流域下水道事業で４０万円を増額し、３，６１０万円とさせていただく

ものでございます。 

以上、まことに簡単ではございますが、平成２５年度竜王町下水道事業特別会

計補正予算（第３号）の内容説明といたします。よろしく御審議を賜り、御承認

をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（蔵口嘉寿男） この際、申し上げます。 

ここで午後２時１５分まで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０４分 

再開 午後 ２時１５分 

○議長（蔵口嘉寿男） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） 続きまして、上程いただきました議第９７号から議第１１１

号につきまして提案理由を申し上げます。 

議第９７号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつきまして

は、竜王町雪野山史跡広場「妹背の里」の指定管理者を指定するに当たり、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

指定管理者には、今日まで同施設の指定管理者として四季を通じて豊かな自然

環境を生かした事業展開をするなど良好な管理運営業務の実績を持ち、この竜王

町雪野山史跡広場「妹背の里」の設置目的を十分に達成するための必要な能力を

有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として公益財団法人竜王町

地域振興事業団を指定するものでございます。 
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なお、指定する期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までと

するものでございます。 

次に、議第９８号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつき

ましては、竜王かがみの里の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

指定管理者には、竜王町道の駅である竜王かがみの里の設置目的を十分に達成

するための必要な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者と

して、地域の農業者との連携や地域特産物の商品開発、販売経路開発のノウハウ

に精通し、農業者等の活力を積極的に活用し、農業と観光を融合させた産業の創

造と積極的な集客活動に取り組み、まさに土産土法を積極的に推進しており、今

日まで同施設の指定管理者として良好な管理運営業務の実績を有する株式会社み

らいパーク竜王を指定するものでございます。 

なお、指定する期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までと

するものでございます。 

次に、議第９９号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつき

ましては、竜王町介護予防拠点施設のうち、鵜川ふれあいプラザ、弓削ふれあい

プラザ、鏡ふれあいプラザの指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

指定管理者には、竜王町介護予防拠点施設の設置目的を十分に達成するための

必要な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、今日

まで岡屋ふれあいプラザの指定管理者として同施設の良好な管理運営業務実績と

運動による健康支援、予防支援はもとより、文化事業、イベント事業においても

ノウハウを有し、地域住民の交流や高齢者の仲間づくり、健康づくり、生きがい

づくり、居場所づくりに寄与している公益財団法人竜王町地域振興事業団を指定

するものでございます。 

なお、指定する期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までと

するものでございます。 

次に、議第１００号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつ

きましては、竜王町介護予防拠点施設のうち、岡屋ふれあいプラザの指定管理者

を指定するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議会の議

決を求めるものでございます。 

指定管理者には、今日まで同施設の指定管理者として良好な管理運営の実績を
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持ち、この竜王町介護予防拠点施設の設置目的を十分に達成するための必要な能

力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、公益財団法人

竜王町地域振興事業団を指定するものでございます。 

なお、指定する期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までと

するものでございます。 

次に、議第１０１号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつ

きましては、竜王町シルバーワークプラザの指定管理者を指定するに当たり、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議会の議決を求めるものでござい

ます。 

指定管理者には、竜王町シルバーワークプラザの設置目的を十分に達成するた

めの必要な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、

平成７年４月２１日に設立、また平成１３年３月３０日に公益法人として設立さ

れ、平成１６年４月からの同施設の指定管理者として良好な管理運営業務の実績

を有し、地域の高齢者の就労活動を通じての社会参加の促進のため、高齢者の就

業に関する相談及び就業機会の開拓に精通し、積極的な地域貢献を果たしている

事業者として公益社団法人竜王町シルバー人材センターを指定するものでござい

ます。 

なお、指定する期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までと

するものでございます。 

次に、議第１０２号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつ

きましては、竜王町農村運動広場の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

指定管理者には、竜王町農村運動広場の設置目的を十分に達成するための必要

な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、今日まで

同施設の指定管理者として良好な管理運営の実績を有し、近隣に設置されている

妹背の里と一体的に管理を行い、地域の住民の活力等を積極的に活用した運営の

方向性が示されていることから、公益財団法人竜王町地域振興事業団を指定する

ものでございます。 

なお、指定する期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までと

するものでございます。 

次に、議第１０３号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつ

きましては、竜王町農林公園施設である交流促進施設「ふれあい広場」、産地形



- 22 - 

成促進施設「産地直売所」、農村水辺修景施設「エビス池公園」、公衆便所、農

産物処理加工施設の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

指定管理者には、竜王町農林公園施設の設置目的を十分に達成するための必要

な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、農業組織

活動の活性化、農産物の流通販売と誘客活動、地域の農業生産者と都市の消費者

をつなぎ、土産土法や竜王ブランド事業の展開のノウハウを有し、地域の農業生

産者の活力を伸ばす事業を積極的に推進され、今日まで同施設の指定管理者とし

て良好な管理運営業務の実績を有する株式会社みらいパーク竜王を指定するもの

でございます。 

なお、指定する期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までと

するものでございます。 

次に、議第１０４号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつ

きましては、竜王町農村環境改善センターの指定管理者を指定するに当たり、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議会の議決を求めるものでござい

ます。 

指定管理者には、竜王町農村環境改善センターの設置目的を十分に達成するた

めの必要な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、

山之上生産組合等の地域の農業組織活動の活性化と連携に精通し、今日まで同施

設の指定管理者として良好な管理運営業務の実績を有する株式会社みらいパーク

竜王を指定するものでございます。 

なお、指定する期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までと

するものでございます。 

次に、議第１０５号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつ

きましては、竜王町田園空間博物館施設のうち農村田園資料館の指定管理者を指

定するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議会の議決を

求めるものでございます。 

指定管理者には、農村田園資料館の設置目的を十分に達成するための必要な能

力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、山之上農林公

園の各施設との相乗効果により農村田園資料館や動物ふれあい広場において集客

の増加に努められ、都市と農村の交流促進を進められた実績と今日まで同施設の

指定管理者として良好な管理運営業務の実績を有する株式会社みらいパーク竜王
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を指定するものでございます。 

なお、指定する期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までと

するものでございます。 

次に、議第１０６号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつ

きましては、竜王町地域産業研修センターの指定管理者を指定するに当たり、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議会の議決を求めるものでござい

ます。 

指定管理者には、今日まで同施設の指定管理者として良好な管理運営業務の実

績を持ち、この竜王町地域産業研修センターの設置目的を十分に達成するための

必要な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として公益財

団法人竜王町地域振興事業団を指定するものでございます。 

なお、指定する期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までと

するものでございます。 

次に、議第１０７号、指定管理者の指定につき議決を求めることについてにつ

きましては、竜王町都市公園施設である竜王町総合運動公園の指定管理者を指定

するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議会の議決を求

めるものでございます。 

具体的な対象は、屋根付多目的グラウンド、屋外多目的グラウンド、テニスコ

ート並びに体育館、弓道場、プール、採暖室を総称するドラゴンスポーツセンタ

ー、ドラゴンスポーツジム、その他といたしましては、しあわせの庭園、芝生広

場、冒険の丘、多目的広場、園路、駐車場、食堂・売店等でございます。 

指定管理者には、竜王町総合運動公園の設置目的を十分に達成するための必要

な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、今日まで

同施設の指定管理者として良好な管理運営業務の実績を有し、安全面に配慮した

効率的な施設管理を実施され、各種スポーツの有資格者を配置し、地域のスポー

ツ振興に携わる体制を有している公益財団法人竜王町地域振興事業団を指定する

ものでございます。 

なお、指定する期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までと

するものでございます。 

次に、議第１０８号、滋賀県市町土地開発公社の解散についてにつきましては、

滋賀県市町土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公共用

地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住
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民福祉の増進に寄与することを目的に昭和４９年９月１日に設立し今日に至って

おりますが、所期の目的を達成したことから、さきに開催されました理事会にお

いて平成２６年３月３１日をもって解散することへの理事の同意を得たところで

す。 

つきましては、滋賀県市町土地開発公社定款第２７条第１項の規定により設立

団体の議会の議決を経て滋賀県知事の認可を受けたときに公社は解散すると定め

ておりますことから、同定款同条同項の規定に基づき議会の議決を求めるもので

ございます。 

次に、議第１０９号、八日市布引ライフ組合規約の変更につき議決を求めるこ

とについてにつきましては、共同処理する事務のうち、新たな火葬場施設整備に

関し、八日市布引ライフ組合規約の一部を変更することについて協議したく議会

の議決を求めるものでございます。 

次に、議第１１０号、東近江行政組合規約の変更につき議決を求めることにつ

いてにつきましては、休日急患診療所の設置及び管理に関する事務につきまして

は、東近江市のうち平成１７年２月１１日、合併前の愛東町及び湖東町の地域を

除いて共同処理をしておりましたが、今回、東近江市と愛荘町の協議により、新

たに旧愛東町及び旧湖東町の区域を加え共同処理をしていくこととなりました。 

また、火薬類取締法等に関する市町が処理することとされた事務についても、

本来の消防予防業務と密接な関係性があることから、新たに共同処理することと

なりました。このことに伴い、東近江行政組合の規約の変更が必要となることか

ら議会の議決を求めるものでございます。 

次に、議第１１１号、平成２４年度滋賀県自治会館管理組合一般会計決算認定

についてにつきましては、滋賀県自治会館管理組合については、平成２５年３月

３１日に設立目的が終了したとして解散され、解散後の事務処理については、旧

組合の管理者である野洲市長が承継されました。このたび平成２４年度滋賀県自

治会館管理組合一般会計について、消滅に際しての決算がされましたので、地方

自治法施行令第５条第３項の規定に基づき、去る１１月１２日に町監査委員によ

る決算審査を終えていただきましたので、その意見を付して議会の認定に付する

ものでございます。 

以上をもちまして議第７９号から議第１１１号までの３３議案全てにつきまし

て、順を追って提案理由を申し上げましたので、よろしく御審議を賜り、御承認

をいただきますようお願い申し上げます。 
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○議長（蔵口嘉寿男） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３６ 議員派遣について 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３６ 議員派遣についてを議題といたします。 

お諮りいたします。竜王町議会会議規則第１１９条の規定により、お手元に配

付のとおり議員を派遣することにいたしたいと思います。 

なお、緊急を要する場合は、議長においてこれを決定いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。 

よって、本件はそのように決定いたしました。 

なお、派遣された議員は、派遣の結果を議長まで報告していただくようお願い

いたします。 

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後２時４２分 

 

 

 


