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平成２７年第１回竜王町議会定例会（第２号） 

                             平成２７年３月５日 

                             午後１時００分開議 

                             於   議   場 

１ 議 事 日 程（第２日） 

日程第 １ 議第 １号 竜王町課設置条例の一部を改正する条例 

日程第 ２ 議第 ２号 竜王町行政手続条例の一部を改正する条例 

日程第 ３ 議第 ３号 竜王町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例 

            の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第 ４号 竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償 

            に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第 ５号 竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関す 

            る条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第 ６号 竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条 

            件に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議第 ７号 竜王町長期継続契約を締結することができる契約に関する 

            条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議第 ８号 竜王町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議第 ９号 竜王町立幼稚園条例の一部を改正する条例 

日程第１０ 議第１０号 竜王町公民館の設置および管理に関する条例の一部を改正 

            する条例 

日程第１１ 議第１１号 竜王町雪野山史跡広場「妹背の里」設置条例の一部を改正 

            する条例 

日程第１２ 議第１２号 竜王町立武道交流会館の設置および管理に関する条例の一 

            部を改正する条例 

日程第１３ 議第１３号 竜王町保育の実施に関する条例を廃止する条例 

日程第１４ 議第１４号 竜王町介護保険条例の一部を改正する条例 

日程第１５ 議第１５号 竜王町介護予防拠点施設の設置および管理に関する条例の 

            一部を改正する条例 

日程第１６ 議第１６号 竜王町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および 

            運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

日程第１７ 議第１７号 竜王町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設 
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            備および運営なら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 

日程第１８ 議第１８号 竜王町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項な 

            らびに指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならび 

            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条例 

日程第１９ 議第１９号 竜王町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例 

日程第２０ 議第２０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２１ 議第２１号 竜王町農村環境改善センターの設置および管理に関する条 

            例の一部を改正する条例 

日程第２２ 議第２２号 竜王町農村女性の家の設置および管理に関する条例の一部 

            を改正する条例 

日程第２３ 議第２３号 竜王町農村運動広場の設置および管理に関する条例の一部 

            を改正する条例 

日程第２４ 議第２４号 竜王町農林公園施設の設置および管理に関する条例の一部 

            を改正する条例 

日程第２５ 議第２５号 竜王町田園空間博物館施設の設置および管理に関する条例 

            の一部を改正する条例 

日程第２６ 議第２６号 竜王町勤労福祉会館の設置および管理に関する条例の一部 

            を改正する条例 

日程第２７ 議第２７号 竜王町地域産業研修センターの設置および管理に関する条 

            例の一部を改正する条例 

日程第２８ 議第２８号 竜王町都市公園条例の一部を改正する条例 

日程第２９ 議第２９号 竜王町道の駅の設置および管理に関する条例の一部を改正 

            する条例 

日程第３０ 議第３０号 竜王町美松台地区地区計画の区域内における建築物の制限 

            に関する条例 

日程第３１ 議第３１号 平成２６年度竜王町一般会計補正予算（第７号） 

日程第３２ 議第３２号 平成２６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３号） 

日程第３３ 議第３３号 平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 
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            定）補正予算（第３号） 

日程第３４ 議第３４号 平成２６年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第２ 

            号） 

日程第３５ 議第３５号 平成２６年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第３６ 議第３６号 平成２６年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

            １号） 

日程第３７ 議第３７号 平成２６年度竜王町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第３８ 議第３８号 平成２７年度竜王町一般会計予算 

日程第３９ 議第３９号 平成２７年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）予算 

日程第４０ 議第４０号 平成２７年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）予算 

日程第４１ 議第４１号 平成２７年度竜王町学校給食事業特別会計予算 

日程第４２ 議第４２号 平成２７年度竜王町下水道事業特別会計予算 

日程第４３ 議第４３号 平成２７年度竜王町介護保険特別会計予算 

日程第４４ 議第４４号 平成２７年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第４５ 議第４５号 平成２７年度竜王町水道事業会計予算 

日程第４６ 議第４６号 工事請負契約の締結について 
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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 

 ３番  （欠 員）   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  １０番  （欠 員） 

１１番 菱 田 三 男  １２番 蔵 口 嘉寿男 

３  会議に欠席した議員（なし） 

４  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  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  会 計 管 理 者 犬井 教子 

政 策 推 進 課 長 杼木 栄司  総 務 課 長 奥  浩市 

生 活 安 全 課 長 井口 清幸  住 民 税 務 課 長 知禿 雅仁 

福 祉 課 長 田邊 正俊  健 康 推 進 課 長 嶋林さちこ 

発 達 支 援 課 長 木戸 妙子  産 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 

西川 良浩 

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 深井  実  生 涯 学 習 課 長 竹内  修 

５  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 寺本 育美 
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開議 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、定足数に達しておりま

すので、これより平成２７年第１回竜王町議会定例会を再開いたします。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 議第１号 竜王町課設置条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１ 議第１号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

［「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、日程第１ 議第１号は、

総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていた

だき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 議第２号 竜王町行政手続条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２ 議第２号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第２ 議第２号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第２ 議第２号は原案
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のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３ 議第３号 竜王町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一 

          部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３ 議第３号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第３ 議第３号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第３ 議第３号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第４ 議第４号 竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関 

          する条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第４ 議第４号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第４ 議第４号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第４ 議第４号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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日程第５ 議第５号 竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条 

          例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第５ 議第５号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第５ 議第５号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第５ 議第５号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第６ 議第６号 竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に 

          関する条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第６ 議第６号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第６ 議第６号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第６ 議第６号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第７ 議第７号 竜王町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例 

          の一部を改正する条例 
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○議長（蔵口嘉寿男） 日程第７ 議第７号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第７ 議第７号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第７ 議第７号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第８ 議第８号 竜王町税条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第８ 議第８号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第８ 議第８号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第８ 議第８号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第９ 議第９号 竜王町立幼稚園条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第９ 議第９号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 
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これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第９ 議第９号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第９ 議第９号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１０ 議第１０号 竜王町公民館の設置および管理に関する条例の一部を改正 

            する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１０ 議第１０号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第１０ 議第１０号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第１０ 議第１０号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１１ 議第１１号 竜王町雪野山史跡広場「妹背の里」設置条例の一部を改正 

            する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１１ 議第１１号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、
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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、日程第１１ 議第１１号

は、総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をして

いただき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１２ 議第１２号 竜王町立武道交流会館の設置および管理に関する条例の一 

            部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１２ 議第１２号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第１２ 議第１２号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。日程第１２ 議第１２号は原案のと

おり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１３ 議第１３号 竜王町保育の実施に関する条例を廃止する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１３ 議第１３号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第１３ 議第１３号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め
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ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第１３ 議第１３号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１４ 議第１４号 竜王町介護保険条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１４ 議第１４号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は教育民生常任委員会に審査を付託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、日程第１４ 議第１４号

は、教育民生常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていた

だき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１５ 議第１５号 竜王町介護予防拠点施設の設置および管理に関する条例の 

            一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１５ 議第１５号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第１５ 議第１５号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第１５ 議第１５号は

原案のとおり可決されました。 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１６ 議第１６号 竜王町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および 

            運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１６ 議第１６号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第１６ 議第１６号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第１６ 議第１６号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１７ 議第１７号 竜王町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設 

            備および運営なら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 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１７ 議第１７号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第１７ 議第１７号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 
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○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第１７ 議第１７号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１８ 議第１８号 竜王町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項な 

            らびに指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならび 

            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条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１８ 議第１８号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は教育民生常任委員会に審査を付託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、日程第１８ 議第１８号

は、教育民生常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていた

だき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１９ 議第１９号 竜王町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１９ 議第１９号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は教育民生常任委員会に審査を付託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、日程第１９ 議第１９号

は、教育民生常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていた

だき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２０ 議第２０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 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２０ 議第２０号を議題として質疑に入ります。 
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質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第２０ 議第２０号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第２０ 議第２０号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２１ 議第２１号 竜王町農村環境改善センターの設置および管理に関する条 

            例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２１ 議第２１号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第２１ 議第２１号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第２１ 議第２１号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２２ 議第２２号 竜王町農村女性の家の設置および管理に関する条例の一部 

            を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２２ 議第２２号を議題として質疑に入ります。 
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質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第２２ 議第２２号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第２２ 議第２２号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２３ 議第２３号 竜王町農村運動広場の設置および管理に関する条例の一部 

            を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２３ 議第２３号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託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、日程第２３ 議第２３号

は、総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をして

いただき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２４ 議第２４号 竜王町農林公園施設の設置および管理に関する条例の一部 

            を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２４ 議第２４号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 
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これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第２４ 議第２４号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第２４ 議第２４号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２５ 議第２５号 竜王町田園空間博物館施設の設置および管理に関する条例 

            の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２５ 議第２５号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第２５ 議第２５号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第２５ 議第２５号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２６ 議第２６号 竜王町勤労福祉会館の設置および管理に関する条例の一部 

            を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２６ 議第２６号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 
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これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第２６ 議第２６号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第２６ 議第２６号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２７ 議第２７号 竜王町地域産業研修センターの設置および管理に関する条 

            例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２７ 議第２７号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託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、日程第２７ 議第２７号

は、総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をして

いただき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２８ 議第２８号 竜王町都市公園条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２８ 議第２８号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託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、日程第２８ 議第２８号
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は、総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をして

いただき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２９ 議第２９号 竜王町道の駅の設置および管理に関する条例の一部を改正 

            する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２９ 議第２９号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第２９ 議第２９号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第２９ 議第２９号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３０ 議第３０号 竜王町美松台地区地区計画の区域内における建築物の制限 

            に関する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３０ 議第３０号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第３０ 議第３０号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 
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○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第３０ 議第３０号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３１ 議第３１号 平成２６年度竜王町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３１ 議第３１号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託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、日程第３１ 議第３１号

は、総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をして

いただき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３２ 議第３２号 平成２６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３号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３２ 議第３２号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第３２ 議第３２号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第３２ 議第３２号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３３ 議第３３号 平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 
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            定）補正予算（第３号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３３ 議第３３号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第３３ 議第３３号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第３３ 議第３３号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３４ 議第３４号 平成２６年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第２ 

            号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３４ 議第３４号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第３４ 議第３４号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第３４ 議第３４号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３５ 議第３５号 平成２６年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第３号） 
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○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３５ 議第３５号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

６番、内山英作議員。 

○６番（内山英作） 議第３５号、平成２６年度竜王町介護保険特別会計補正予算

（第３号）について質問します。 

居宅介護サービス給付費の補正額が５，４００万８，０００円で、補正前の額

に対しまして１５．５％も大幅な減額になっております。しかも補正後の予算額

が平成２５年度の決算額をも下回り、最終２６年度決算額が前年度決算額を下回

るという例のない事態が発生する可能性があります。この５，４００万８，００

０円の大幅な補正減額の原因について伺います。 

○議長（蔵口嘉寿男） 田邊福祉課長。 

○福祉課長（田邊正俊） 内山英作議員の御質問にお答えいたします。 

居宅介護サービスの５，０００万を超える減額補正につきましては、平成２３

年、４年、５年と、同サービス給付費の伸びが１１０％、１３％と、１０％を超

える伸びを示しておりました。そういったことから、給付費について、年度初め

には同様の伸びを想定する中で予算の枠組みを作成させていただいたところでご

ざいます。 

ところが、実際の給付につきましては、利用者数の伸びも横ばいになってまい

りまして、当初見込んでおりましたサービス給付の実態が下方修正されるという

ような状況に出てまいりまして、最終的に、議員御指摘のとおり、当初の約３億

４，０００万ほどから給付費が落ちてきたということで、今回減額をお願いする

補正予算を提出させていただいたものでございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○議長（蔵口嘉寿男） ６番、内山英作議員。 

○６番（内山英作） 先ほども申し上げましたけれども、例年にない１５．５％も

の減額ということで、その原因、それについて先ほどお尋ねさせていただいたん

ですけれども、もう一度お願いします。 

○議長（蔵口嘉寿男） 松瀬住民福祉主監。 

○住民福祉主監（松瀬徳之助） 内山議員の再質問にお答えをいたします。 

ただいま課長が御説明申し上げましたように、平成２６年度の当初予算の編成

に当たりましては、過去の給付費の実績等を踏まえての推計をいたしております。

申し上げましたように、２３年から２５年につきましては、決算での伸び率が１
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１３％、１１１％、１１７％と非常に高くなっております。そういったことから、

新年度予算では１１４％の見込みを推計させていただきました。 

これは、決算の状況からしますと、こういった予算措置をせざるを得ないのか

なというふうなことを考えております。２５年度当初予算が２億７，０００万ほ

どでございます。これが、決算が３億を超えているというふうなことで、これも

当初の予算に比べたら非常に大きく決算額としては伸びておるというふうなこと

で、こういったところを見込みますと、どうしても当初予算ではそういった予算

計上をしなくてはならなかったというふうなことで、ふたをあけてみますと、２

６年度の推移、当初は２５年度決算並みの推移でいっておったわけですけれども、

後半になりましてそういったものが下降になってきておるというようなことで、

最終決算見込み額を精査いたしますと、このように当初予算からは減額、そして

結果的には２５年度の決算並みぐらいになるのかなというふうなところでござい

ますので、よろしく御理解をお願い申し上げます。 

○議長（蔵口嘉寿男） ６番、内山英作議員。 

○６番（内山英作） 最近、在宅福祉サービスを推進していくということでござい

ますけれども、この居宅介護サービスが減っているということで、特にこの補正

の減額に当たって、主にどういったサービスが減になっているか、その辺、伺い

たいと思います。 

○議長（蔵口嘉寿男） 田邊福祉課長。 

○福祉課長（田邊正俊） 内山議員の再々質問にお答えいたします。 

対前年に比べまして減額があらわれておりますサービスにつきまして、お答え

させていただきたいというふうに思います。 

まず、状況ということで報告させていただきたいと思います。 

居宅介護の中で、訪問介護につきましては、昨年から今年度につきまして若干

ふえております。訪問入浴介護につきましても、前年に比べまして、少しですが、

増となっております。逆に訪問看護につきましては、前年より低くなっておりま

す。訪問リハビリテーションにつきましては、前年より増というような、支援に

おいては増でございますが、介護においては減ということで、トータルいたしま

すと減というような状況になってございます。 

次、居宅療養管理指導につきましては増加というような状況でございますし、

通所介護につきましても若干の伸びが見られております。通所リハビリテーショ

ンにつきましても伸びが出ておりますが、短期入所生活介護につきましては減と
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いうことでございます。また、短期入所の療養介護につきましても、減というこ

とでございます。短期入所療養介護につきましては、利用がございませんでした。

福祉用具の貸与については、前年並み、横ばいでございます。特定施設入居者生

活介護につきましては、前年を下回っております。介護予防支援、居宅介護支援

につきましても前年を下回っているということから、トータルいたしますと前年

より下回ってまいっているという状況でございます。 

以上、内山議員の質問にお答えとさせていただきます。 

［何ごとか言う者あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 質問を終わってください。 

ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は教育民生常任委員会に審査を付託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、日程第３５ 議第３５号

は、教育民生常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていた

だき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３６ 議第３６号 平成２６年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

            １号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３６ 議第３６号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第３６ 議第３６号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 
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○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第３６ 議第３６号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３７ 議第３７号 平成２６年度竜王町水道事業会計補正予算（第３号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３７ 議第３７号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第３７ 議第３７号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第３７ 議第３７号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３８ 議第３８号 平成２７年度竜王町一般会計予算 

日程第３９ 議第３９号 平成２７年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）予算 

日程第４０ 議第４０号 平成２７年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）予算 

日程第４１ 議第４１号 平成２７年度竜王町学校給食事業特別会計予算 

日程第４２ 議第４２号 平成２７年度竜王町下水道事業特別会計予算 

日程第４３ 議第４３号 平成２７年度竜王町介護保険特別会計予算 

日程第４４ 議第４４号 平成２７年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第４５ 議第４５号 平成２７年度竜王町水道事業会計予算 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３８ 議第３８号から日程第４５ 議第４５号まで

の８議案を一括議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 
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○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、日程第３８ 議第３８号については５人の委員をもって構成する予算第

１特別委員会を設置し、これに審査を付託し、また日程第３９ 議第３９号から

日程第４５ 議第４５号までの７議案については５人の委員をもって構成する予

算第２特別委員会を設置して、これに審査を付託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、日程第３８ 議第３８号

については５人の委員をもって構成する予算第１特別委員会を設置し、これに審

査を付託し、また日程第３９ 議第３９号から日程第４５ 議第４５号までの７

議案については５人の委員をもって構成する予算第２特別委員会を設置して、こ

れに審査を付託することに決定いたしました。 

お諮りいたします。ただいま設置されました予算第１特別委員会及び予算第２

特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により議長

より指名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。それでは、指名いたします。 

予算第１特別委員会委員に、１番、小森重剛議員、２番、竹山兵司議員、４番、

岡山富男議員、６番、内山英作議員、８番、古株克彦議員を指名いたします。 

次に、予算第２特別委員会委員に、５番、山田義明議員、７番、貴多正幸議員、

９番、松浦 博議員、１１番、菱田三男議員、１２番、蔵口嘉寿男を指名いたし

ます。 

以上のとおり指名すること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、予算第１特別委員会及び

予算第２特別委員会の委員は、ただいま指名いたしましたとおり選任することに

決定しました。 

この際申し上げます。午後２時２０分まで暫時休憩をいたしますので、予算第

１特別委員会委員の方は第１委員会室へ、予算第２特別委員会委員の方は第２委

員会室へ集合願います。この間に正副委員長の互選をお願いいたします。 

休憩いたします。 

休憩 午後 １時４６分 
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再開 午後 ２時２０分 

○議長（蔵口嘉寿男） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

予算第１特別委員会及び予算第２特別委員会の正副委員長の互選をしていただ

きましたので、この際御報告申し上げます。 

予算第１特別委員会委員長に岡山富男議員、同副委員長に小森重剛議員、予算

第２特別委員会委員長に松浦 博議員、同副委員長に菱田三男議員がそれぞれ選

任されました。よろしくお願いいたします。 

なお、両特別委員会とも会期中に審査をしていただき、その経過と結果を議長

まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第４６ 議第４６号 工事請負契約の締結について 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第４６ 議第４６号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第４６ 議第４６号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第４６ 議第４６号は

原案のとおり可決されました。 

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２２分 


