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令和元年第３回竜王町議会定例会（第２号） 

                            令和元年８月２２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３７号 竜王町印鑑の登録および証明に関する条例の一部を改正す 

            る条例 

日程第 ２ 議第３８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 ３ 議第３９号 竜王町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第４０号 竜王町立幼稚園条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第４１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 ６ 議第４２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 ７ 議第４３号 竜王町家庭的保育事業等の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 ８ 議第４４号 竜王町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運 

            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 ９ 議第４５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１０ 議第４６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１１ 議第４７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１２ 議第４８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１３ 議第４９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１４ 議第５０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１５ 議第５１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 
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日程第１６ 議第５２号 竜王町都市公園条例の一部を改正する条例 

日程第１７ 議第５３号 竜王町道の駅竜王かがみの里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１８ 議第５４号 竜王町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１９ 議第５５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２０ 議第５６号 令和元年度竜王町一般会計補正予算（第３号） 

日程第２１ 議第５７号 令和元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１号） 

日程第２２ 議第５８号 令和元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１号） 

日程第２３ 議第５９号 令和元年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第２４ 議第６０号 令和元年度竜王町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２５ 議第６１号 令和元年度竜王町下水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第２６ 議第６２号 平成３０年度竜王町水道事業会計決算認定について 

日程第２７ 議第６３号 平成３０年度竜王町下水道事業会計決算認定について 

日程第２８ 議第６４号 工事請負契約の締結について 

日程第２９ 議第６５号 土地の取得について 

日程第３０ 議第６６号 滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更について 

日程第３１ 議第６７号 滋賀県市町村交通災害共済組合の解散に関する協議につき 

            議会の議決を求めることについて 

日程第３２ 議第６８号 滋賀県市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に関 

            する協議につき議会の議決を求めることについて 

日程第３３ 議第６９号 竜王町教育委員会委員の任命について 

日程第３４ 議第７０号 竜王町教育委員会委員の任命について 

日程第３５ 議第７１号 竜王町公平委員会委員の選任について 

日程第３６ 議第７２号 竜王町公平委員会委員の選任について 

日程第３７ 議第７３号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第３８ 議第７４号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
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２ 会議に出席した議員（１２名） 

 １番 菱 田 三 男   ２番 小 西 久 次 

 ３番 若 井 猛 志   ４番 森 島 芳 男 

 ５番 森 山 敏 夫   ６番 内 山 英 作 

 ７番 松 浦   博   ８番 古 株 克 彦 

 ９番 貴 多 正 幸  １０番 山 田 義 明 

１１番 岡 山 富 男  １２番 小 森 重 剛 

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 西田 秀治  教育委員会教育長 甲津 和寿 

監 査 委 員 貴多 正幸  副 町 長 杼木 栄司 

総 務 主 監 山添みゆき  住 民 福 祉 主 監 奥  浩市 

産 業 建 設 主 監 井口 和人  会 計 管 理 者 小森久美子 

総 務 課 長 川嶋 正明  未 来 創 造 課 長 図司 明徳 

税 務 課 長 西川 良浩  生 活 安 全 課 長 寺嶋  要 

住 民 課 長 森岡 道友  福 祉 課 長 間宮 泰樹 

健 康 推 進 課 長 中原 江理  発 達 支 援 課 長 西村 忠晃 

農 業 振 興 課 長 中山 孝彦  商 工 観 光 課 長 岩田 宏之 

建 設 計 画 課 長 森  徳男  上 下 水 道 課 長 込山 佳寛 

教 育 次 長 兼 
生 涯 学 習 課 長 

井口 清幸  教 育 総 務 課 長 町田 啓司 

学 校 教 育 課 長 武久 雅則    

５  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 知禿 雅仁  書 記 中野ゆかり 
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開議 午後１時００分 

○議長（小森重剛） 皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員数は１２人であり

ます。よって、定足数に達しておりますので、これより令和元年第３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。 

それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 １ 議第３７号 竜王町印鑑の登録および証明に関する条例の一部を改正す 

            る条例 

○議長（小森重剛） 日程第１ 議第３７号、竜王町印鑑の登録および証明に関す

る条例の一部を改正する条例を議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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］ 

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１ 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（小森重剛） 起立全員であります。 

よって、日程第１ 議第３７号は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ２ 議第３８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 

○議長（小森重剛） 日程第２ 議第３８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（小森重剛） 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（小森重剛） 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３８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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第２ 議第３８号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第３９号 竜王町税条例の一部を改正する条例 

○議長（小森重剛） 日程第３ 議第３９号、竜王町税条例の一部を改正する条例

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（小森重剛） 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（小森重剛） 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３９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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第３ 議第３９号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ４ 議第４０号 竜王町立幼稚園条例の一部を改正する条例 

○議長（小森重剛） 日程第４ 議第４０号、竜王町立幼稚園条例の一部を改正す

る条例を議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 
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［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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

に御異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、日程第４ 議第４０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 ５ 議第４１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（小森重剛） 日程第５ 議第４１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（小森重剛） 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（小森重剛） 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４１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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第５ 議第４１号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ６ 議第４２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（小森重剛） 日程第６ 議第４２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を議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 
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［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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（小森重剛） 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４２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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第６ 議第４２号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ７ 議第４３号 竜王町家庭的保育事業等の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（小森重剛） 日程第７ 議第４３号、竜王町家庭的保育事業等の設備およ

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（小森重剛） 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（小森重剛） 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４３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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第７ 議第４３号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ８ 議第４４号 竜王町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運 
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            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（小森重剛） 日程第８ 議第４４号、竜王町特定教育・保育施設および特

定地域型保育事業の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（小森重剛） 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（小森重剛） 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４４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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第８ 議第４４号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ９ 議第４５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（小森重剛） 日程第９ 議第４５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（小森重剛） 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（小森重剛） 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４５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。 



- 43 - 

［賛成者起立］ 

○議長（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第９ 議第４５号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～ 

日程第１０ 議第４６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（小森重剛） 日程第１０ 議第４６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（小森重剛） 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（小森重剛） 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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第１０ 議第４６号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１１ 議第４７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（小森重剛） 日程第１１ 議第４７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（小森重剛） 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］ 
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○議長（小森重剛） 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１１ 議第４７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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第１１ 議第４７号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１２ 議第４８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（小森重剛） 日程第１２ 議第４８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（小森重剛） 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（小森重剛） 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４８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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第１２ 議第４８号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１３ 議第４９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（小森重剛） 日程第１３ 議第４９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］ 
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○議長（小森重剛） 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（小森重剛） 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４９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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第１３ 議第４９号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１４ 議第５０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（小森重剛） 日程第１４ 議第５０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（小森重剛） 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（小森重剛） 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１４ 議第５０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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第１４ 議第５０号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１５ 議第５１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 
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○議長（小森重剛） 日程第１５ 議第５１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（小森重剛） 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（小森重剛） 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５１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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第１５ 議第５１号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１６ 議第５２号 竜王町都市公園条例の一部を改正する条例 

○議長（小森重剛） 日程第１６ 議第５２号、竜王町都市公園条例の一部を改正

する条例を議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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（小森重剛） 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５２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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第１６ 議第５２号は原

案のとおり可決されました。 



- 47 - 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１７ 議第５３号 竜王町道の駅竜王かがみの里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（小森重剛） 日程第１７ 議第５３号、竜王町道の駅竜王かがみの里の設

置および管理に関する条例の一部を改正する条例を議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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（小森重剛） 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５３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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第１７ 議第５３号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１８ 議第５４号 竜王町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（小森重剛） 日程第１８ 議第５４号、竜王町地区計画の区域内における

建築物の制限に関する条例を議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、日程第１８ 議第５４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。 



- 48 - 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１９ 議第５５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 

○議長（小森重剛） 日程第１９ 議第５５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（小森重剛） ないようでありますので、質疑はこれで終結しいたします。 

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（小森重剛） 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１９ 議第５５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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第１９ 議第５５号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２０ 議第５６号 令和元年度竜王町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（小森重剛） 日程第２０ 議第５６号、令和元年度竜王町一般会計補正予

算（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（小森重剛） 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、予算決算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（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、日程第２０ 議第５６号は

予算決算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。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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日程第２１ 議第５７号 令和元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１号） 

○議長（小森重剛） 日程第２１ 議第５７号、令和元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（小森重剛） 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（小森重剛） 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５７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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第２１ 議第５７号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２２ 議第５８号 令和元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１号） 

○議長（小森重剛） 日程第２２ 議第５８号、令和元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（小森重剛） 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、予算決算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（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、日程第２２ 議第５８号は、

予算決算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。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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日程第２３ 議第５９号 令和元年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

○議長（小森重剛） 日程第２３ 議第５９号、令和元年度竜王町介護保険特別会

計補正予算（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（小森重剛） 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（小森重剛） 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２３ 議第５９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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第２３ 議第５９号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２４ 議第６０号 令和元年度竜王町水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（小森重剛） 日程第２４ 議第６０号、令和元年度竜王町水道事業会計補

正予算（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（小森重剛） 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（小森重剛） 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６０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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第２４ 議第６０号は原
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案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２５ 議第６１号 令和元年度竜王町下水道事業会計補正予算（第２号） 

○議長（小森重剛） 日程第２５議第６１号、令和元年度竜王町下水道事業会計補

正予算（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（小森重剛） 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（小森重剛） 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６１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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第２５ 議第６１号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２６ 議第６２号 平成３０年度竜王町水道事業会計決算認定について 

○議長（小森重剛） 日程第２６ 議第６２号、平成３０年度竜王町水道事業会計

決算認定についてを議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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、予算決算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（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、日程第２６ 議第６２号は、

予算決算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。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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日程第２７ 議第６３号 平成３０年度竜王町下水道事業会計決算認定について 

○議長（小森重剛） 日程第２７ 議第６３号、平成３０年度竜王町下水道事業会

計決算認定についてを議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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、予算決算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（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、日程第２７ 議第６３号は、

予算決算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６４号 工事請負契約の締結について 

○議長（小森重剛） 日程第２８ 議第６４号、工事請負契約の締結についてを議

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（小森重剛） 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（小森重剛） 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２８ 議第６４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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第２８ 議第６４号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２９ 議第６５号 土地の取得について 

○議長（小森重剛） 日程第２９ 議第６５号、土地の取得についてを議題として、
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質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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（小森重剛） 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６５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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第２９ 議第６５号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３０ 議第６６号 滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更について 

○議長（小森重剛） 日程第３０ 議第６６号、滋賀県市町村交通災害共済組合の

規約の変更についてを議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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（小森重剛） 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６６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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第３０ 議第６６号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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日程第３１ 議第６７号 滋賀県市町村交通災害共済組合の解散に関する協議につき 

            議会の議決を求めることについて 

○議長（小森重剛） 日程第３１ 議第６７号、滋賀県市町村交通災害共済組合の

解散に関する協議につき議会の議決を求めることについてを議題として、質疑に

入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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（小森重剛） 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３１ 議第６７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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第３１ 議第６７号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３２ 議第６８号 滋賀県市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に関 

            する協議につき議会の議決を求めることについて 

○議長（小森重剛） 日程第３２議第６８号、滋賀県市町村交通災害共済組合の解

散に伴う財産処分に関する協議につき議会の議決を求めることについてを議題と

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（小森重剛） 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（小森重剛） 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。 
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日程第３２ 議第６８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（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第３２ 議第６８号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３３ 議第６９号 竜王町教育委員会委員の任命について 

○議長（小森重剛） 日程第３３ 議第６９号、竜王町教育委員会委員の任命につ

いてを議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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（小森重剛） 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６９号を原案のとおり同意することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第３３ 議第６９号は原

案のとおり同意することに決定されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３４ 議第７０号 竜王町教育委員会委員の任命について 

○議長（小森重剛） 日程第３４ 議第７０号、竜王町教育委員会委員の任命につ

いてを議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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］ 
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○議長（小森重剛） 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７０号を原案のとおり同意することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第３４ 議第７０号は原

案のとおり同意することに決定されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３５ 議第７１号 竜王町公平委員会委員の選任について 

○議長（小森重剛） 日程第３５ 議第７１号、竜王町公平委員会委員の選任につ

いてを議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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（小森重剛） 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３５ 議第７１号を原案のとおり同意することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第３５ 議第７１号は原

案のとおり同意することに決定されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３６ 議第７２号 竜王町公平委員会委員の選任について 

○議長（小森重剛） 日程第３６ 議第７２号、竜王町公平委員会委員の選任につ

いてを議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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。 
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討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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７２号を原案のとおり同意することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第３６ 議第７２号は原

案のとおり同意することに決定されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３７ 議第７３号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（小森重剛） 日程第３７議第７３号、竜王町固定資産評価審査委員会委員

の選任についてを議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 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（小森重剛） 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７３号を原案のとおり同意することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第３７ 議第７３号は原

案のとおり同意することに決定されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３８ 議第７４号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（小森重剛） 日程第３８ 議第７４号、竜王町固定資産評価審査委員会委

員の選任についてを議題として、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 
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○議長（小森重剛） 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（小森重剛） 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３８ 議第７４号を原案のとおり同意することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（小森重剛） 起立全員であります。よって、日程第３８ 議第７４号は原

案のとおり同意することに決定されました。 

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１時５９分 

 


