平成３０年第２回山ノ内町議会定例会会議録目次
ページ
○議事日程（第１号）（２月２７日）…………………………………………………………………１
開

会…………………………………………………………………………………………………４

町長挨拶…………………………………………………………………………………………………５
開

議…………………………………………………………………………………………………７

諸般の報告………………………………………………………………………………………………７
会議録署名議員の指名について………………………………………………………………………８
会期の決定について……………………………………………………………………………………８
承認第 １号 専決処分の承認について……………………………………………………………９
専決第１号 平成２９年度山ノ内町一般会計補正予算（第６号）……………９
議案第 ２号 平成２９年度山ノ内町一般会計補正予算（第７号）…………………………１０
議案第 ３号 平成２９年度山ノ内町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）…………１０
議案第 ４号 平成２９年度山ノ内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号）…１０
議案第 ５号 平成２９年度山ノ内町介護保険特別会計補正予算（第３号）………………１０
議案第 ６号 平成２９年度山ノ内町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）………１０
議案第 ７号 平成２９年度山ノ内町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）……１０
議案第 ８号 平成２９年度山ノ内町水道事業会計補正予算（第４号）……………………１０
議案第 ９号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について……１５
議案第１０号 山ノ内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について…………１５
議案第１１号 山ノ内町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について…………１５
議案第１２号 山ノ内町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について………………１５
議案第１３号 山ノ内町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関す
る条例の制定について……………………………………………………………１５
議案第１４号 よませどんぐりの森公園条例の一部を改正する条例の制定について………１７
議案第１５号 山ノ内町営住宅等に関する条例の一部を改正する条例の制定について……１７
議案第１６号 山ノ内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定に
ついて………………………………………………………………………………１７
議案第１７号 山ノ内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について………１７
議案第１８号 山ノ内町特定教育・保育施設及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の制定について……………………１８
議案第１９号 山ノ内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について…………１８
議案第２０号 山ノ内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて………………………………………………………………………………１８
議案第２１号 山ノ内町指定居宅介護支援等の事業の従事者及び運営の基準に関する

条例の制定について………………………………………………………………１９
議案第２２号 山ノ内町指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例の
制定について………………………………………………………………………１９
議案第２３号 山ノ内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等の一部を改正する条例の制定について………………１９
議案第２４号 山ノ内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について………………１９
議案第２５号 平成３０年度山ノ内町一般会計予算……………………………………………２０
議案第２６号 平成３０年度山ノ内町有線放送電話事業特別会計予算………………………２０
議案第２７号 平成３０年度山ノ内町国民健康保険特別会計予算……………………………２０
議案第２８号 平成３０年度山ノ内町後期高齢者医療保険特別会計予算……………………２０
議案第２９号 平成３０年度山ノ内町介護保険特別会計予算…………………………………２０
議案第３０号 平成３０年度山ノ内町公共下水道事業特別会計予算…………………………２０
議案第３１号 平成３０年度山ノ内町農業集落排水事業特別会計予算………………………２０
議案第３２号 平成３０年度山ノ内町水道事業会計予算………………………………………２０
発言の訂正……………………………………………………………………………………………２７
議案第３３号 町道路線の廃止について…………………………………………………………２７
同意第 １号 山ノ内町農業委員会委員の任命について………………………………………２８
散

会………………………………………………………………………………………………２９

○議事日程（第２号）（３月１日）…………………………………………………………………３１
開

議………………………………………………………………………………………………３２

一般質問………………………………………………………………………………………………３２
山 本 良 一 君………………………………………………………………………………３２
児 玉 信 治 君………………………………………………………………………………４７
髙 田 佳 久 君………………………………………………………………………………６４
山 本 光 俊 君………………………………………………………………………………８４
散

会………………………………………………………………………………………………９８

○議事日程（第３号）（３月２日）…………………………………………………………………９９
開

議……………………………………………………………………………………………１００

一般質問……………………………………………………………………………………………１００
布施谷 裕 泉 君……………………………………………………………………………１００
湯 本 晴 彦 君……………………………………………………………………………１１６
渡 辺 正 男 君……………………………………………………………………………１３２
小 渕 茂 昭 君……………………………………………………………………………１４８

発言の訂正…………………………………………………………………………………………１５３
散

会……………………………………………………………………………………………１６２

○議事日程（第４号）（３月５日）………………………………………………………………１６３
開

議……………………………………………………………………………………………１６５

一般質問……………………………………………………………………………………………１６５
髙 山 祐 一 君……………………………………………………………………………１６５
望 月 貞 明 君……………………………………………………………………………１７９
議案第 ２号 平成２９年度山ノ内町一般会計補正予算（第７号）………………………１９４
議案第 ３号 平成２９年度山ノ内町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）………２００
議案第 ４号 平成２９年度山ノ内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号）２００
議案第 ５号 平成２９年度山ノ内町介護保険特別会計補正予算（第３号）……………２００
議案第 ６号 平成２９年度山ノ内町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）……２００
議案第 ７号 平成２９年度山ノ内町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）…２００
議案第 ８号 平成２９年度山ノ内町水道事業会計補正予算（第４号）…………………２００
議案第 ９号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について…２０５
議案第１０号 山ノ内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について………２０５
議案第１１号 山ノ内町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について………２０５
議案第１２号 山ノ内町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について……………２０５
議案第１３号 山ノ内町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関す
る条例の制定について…………………………………………………………２０５
議案第１４号 よませどんぐりの森公園条例の一部を改正する条例の制定について……２０６
議案第１５号 山ノ内町営住宅等に関する条例の一部を改正する条例の制定について…２０６
議案第１６号 山ノ内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定に
ついて……………………………………………………………………………２０６
議案第１７号 山ノ内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について……２０６
議案第１８号 山ノ内町特定教育・保育施設及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の制定について…………………２０７
議案第１９号 山ノ内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について………２０７
議案第２０号 山ノ内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて……………………………………………………………………………２０７
議案第２１号 山ノ内町指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の基準に関する
条例の制定について……………………………………………………………２０８
議案第２２号 山ノ内町指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例の
制定について……………………………………………………………………２０８

議案第２３号 山ノ内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等の一部を改正する条例の制定について……………２０８
議案第２４号 山ノ内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について……………２０８
議案第２５号 平成３０年度山ノ内町一般会計予算…………………………………………２０９
議案第２６号 平成３０年度山ノ内町有線放送電話事業特別会計予算……………………２０９
議案第２７号 平成３０年度山ノ内町国民健康保険特別会計予算…………………………２０９
議案第２８号 平成３０年度山ノ内町後期高齢者医療保険特別会計予算…………………２０９
議案第２９号 平成３０年度山ノ内町介護保険特別会計予算………………………………２０９
議案第３０号 平成３０年度山ノ内町公共下水道事業特別会計予算………………………２０９
議案第３１号 平成３０年度山ノ内町農業集落排水事業特別会計予算……………………２０９
議案第３２号 平成３０年度山ノ内町水道事業会計予算……………………………………２０９
議案第３３号 町道路線の廃止について………………………………………………………２１５
発言の訂正…………………………………………………………………………………………２１６
散

会……………………………………………………………………………………………２１７

○議事日程（第５号）（３月２０日）……………………………………………………………２１９
開

議……………………………………………………………………………………………２２２

議案第 ９号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について…２２２
議案第１０号 山ノ内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について………２２２
議案第１１号 山ノ内町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について………２２２
議案第１２号 山ノ内町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について……………２２２
議案第１３号 山ノ内町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関す
る条例の制定について…………………………………………………………２２２
議案第１４号 よませどんぐりの森公園条例の一部を改正する条例の制定について……２２７
議案第１５号 山ノ内町営住宅等に関する条例の一部を改正する条例の制定について…２２７
議案第１６号 山ノ内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定に
ついて……………………………………………………………………………２２７
議案第１７号 山ノ内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について……２２７
議案第１８号 山ノ内町特定教育・保育施設及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の制定について…………………２３２
議案第１９号 山ノ内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について………２３２
議案第２０号 山ノ内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて……………………………………………………………………………２３２
議案第２１号 山ノ内町指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の基準に関する
条例の制定について……………………………………………………………２３５

議案第２２号 山ノ内町指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例の
制定について……………………………………………………………………２３５
議案第２３号 山ノ内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等の一部を改正する条例の制定について……………２３５
議案第２４号 山ノ内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について……………２３５
議案第２５号 平成３０年度山ノ内町一般会計予算…………………………………………２３９
議案第２６号 平成３０年度山ノ内町有線放送電話事業特別会計予算……………………２３９
議案第２７号 平成３０年度山ノ内町国民健康保険特別会計予算…………………………２３９
議案第２８号 平成３０年度山ノ内町後期高齢者医療保険特別会計予算…………………２３９
議案第２９号 平成３０年度山ノ内町介護保険特別会計予算………………………………２３９
議案第３０号 平成３０年度山ノ内町公共下水道事業特別会計予算………………………２３９
議案第３１号 平成３０年度山ノ内町農業集落排水事業特別会計予算……………………２３９
議案第３２号 平成３０年度山ノ内町水道事業会計予算……………………………………２３９
陳情第 １号 耐震診断・耐震改修に関する陳情書…………………………………………２５１
陳情第 ２号 最低制限価格の設定に関する陳情書…………………………………………２５１
陳情第 ３号 国土交通省告示第１５号の履行に関する陳情書……………………………２５１
同意第 ２号 固定資産評価員の選任について………………………………………………２５５
同意第 ３号 固定資産評価審査委員会委員の選任について………………………………２５６
同意第 ４号 固定資産評価審査委員会委員の選任について………………………………２５７
総務産業常任委員会の閉会中の継続調査について……………………………………………２５８
社会文教常任委員会の閉会中の継続調査について……………………………………………２５８
予算決算審査委員会の閉会中の継続調査について……………………………………………２５８
広報常任委員会の閉会中の継続調査について…………………………………………………２５８
議会運営委員会の閉会中の継続調査について…………………………………………………２５８
閉

議……………………………………………………………………………………………２５８

議長挨拶……………………………………………………………………………………………２５８
町長挨拶……………………………………………………………………………………………２５９
閉

会……………………………………………………………………………………………２６１

