
平成 26年海津市議会第１ 回定例会会議録目 次 

 

    第 １ 号 （２月26日） 

開会宣告 …………………………………………………………………………………………… ７ 

会議録署名議員の指名 …………………………………………………………………………… ７ 

会期の決定について ……………………………………………………………………………… ７ 

諸般の報告 ………………………………………………………………………………………… ７ 

議案の一括上程について ………………………………………………………………………… ７ 

議案第１号 平成26年度海津市一般会計予算 ………………………………………………… ７ 

議案第２号 平成26年度海津市クレール平田運営特別会計予算 …………………………… ７ 

議案第３号 平成26年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算 …………………………… ７ 

議案第４号 平成26年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計予算 … ７ 

議案第５号 平成26年度海津市国民健康保険特別会計予算 ………………………………… ７ 

議案第６号 平成26年度海津市介護保険特別会計予算 ……………………………………… ７ 

議案第７号 平成26年度海津市後期高齢者医療特別会計予算 ……………………………… ７ 

議案第８号 平成26年度海津市下水道事業特別会計予算 …………………………………… ７ 

議案第９号 平成26年度海津市水道事業会計予算 …………………………………………… ７ 

議案第10号 平成26年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計予算 

議案第11号 平成26年度海津市介護老人福祉施設事業デイサービスセンター特別会計 

予算 ………………………………………………………………………………… ７ 

議案第12号 平成26年度海津市介護老人保健施設事業特別会計予算 ……………………… ７ 

議案第13号 平成26年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算 ……………………………… ７ 

議案第14号 平成26年度海津市羽沢財産区会計予算 ………………………………………… ７ 

議案第15号 平成25年度海津市一般会計補正予算（第６号） ……………………………… ７ 

議案第16号 平成25年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） ……………… ７ 

議案第17号 平成25年度海津市介護保険特別会計補正予算（第３号） …………………… ７ 

議案第18号 平成25年度海津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） …………… ７ 

議案第19号 平成25年度海津市下水道事業特別会計補正予算（第２号） ………………… ７ 

議案第20号 平成25年度海津市水道事業会計補正予算（第２号） ………………………… ７ 

議案第21号 海津市職員の自己啓発等休業に関する条例について ………………………… ７ 

議案第22号 海津市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例について …… ７ 

議案第23号 海津市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について … ７ 

議案第24号 海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条 



      例の一部を改正する条例について ……………………………………………… ７ 

議案第25号 地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分等に関する条例の一 

      部を改正する条例について ……………………………………………………… ７ 

議案第26号 海津市税条例の一部を改正する条例について ………………………………… ７ 

議案第27号 海津市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について ………………… ７ 

議案第28号 海津市河川占用料等徴収条例の一部を改正する条例について ……………… ７ 

議案第29号 海津市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について ……………… ７ 

議案第30号 海津市下水道条例の一部を改正する条例について …………………………… ７ 

議案第31号 海津市下水道事業受益者負担金に関する条例の一部を改正する条例につ 

      いて ………………………………………………………………………………… ７ 

議案第32号 海津市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について ………… ７ 

議案第33号 海津市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について … ７ 

議案第34号 海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につい 

      て …………………………………………………………………………………… ７ 

議案第35号 海津市介護保険条例の一部を改正する条例について ………………………… ７ 

議案第36号 海津市手数料徴収条例の一部を改正する条例について ……………………… ７ 

議案第37号 海津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について ……… ７ 

議案第38号 海津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改 

      正する条例について ……………………………………………………………… ７ 

議案第39号 海津市スポーツ推進審議会条例について ……………………………………… ７ 

議案第40号 工事請負契約の締結について …………………………………………………… ７ 

議案第41号 市道路線の認定について ………………………………………………………… ７ 

議案第42号 平成26年度海津市下水道事業特別会計への繰入について …………………… ７ 

議案第43号 平成25年度海津市下水道事業特別会計への繰入変更について ……………… ７ 

議案の上程について …………………………………………………………………………… ２６ 

発議第１号 消費税の軽減税率適用を求める意見書について …………………………… ２６ 

散会の宣告 ……………………………………………………………………………………… ３０ 

 

    第 ２ 号 （３月５日） 

開議宣告 ………………………………………………………………………………………… ３７ 

会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………………… ３７ 

議案の一括上程について ……………………………………………………………………… ３７ 

議案第１号 平成26年度海津市一般会計予算 ……………………………………………… ３７ 



議案第２号 平成26年度海津市クレール平田運営特別会計予算 ………………………… ３７ 

議案第３号 平成26年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算 ………………………… ３７ 

議案第４号 平成26年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計予算 ３７ 

議案第５号 平成26年度海津市国民健康保険特別会計予算 ……………………………… ３７ 

議案第６号 平成26年度海津市介護保険特別会計予算 …………………………………… ３７ 

議案第７号 平成26年度海津市後期高齢者医療特別会計予算 …………………………… ３７ 

議案第８号 平成26年度海津市下水道事業特別会計予算 ………………………………… ３７ 

議案第９号 平成26年度海津市水道事業会計予算 ………………………………………… ３７ 

議案第10号 平成26年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計予算 …………………… ３７ 

議案第11号 平成26年度海津市介護老人福祉施設事業デイサービスセンター特別会計 

      予算 ……………………………………………………………………………… ３７ 

議案第12号 平成26年度海津市介護老人保健施設事業特別会計予算 …………………… ３７ 

議案第13号 平成26年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算 …………………………… ３７ 

議案第14号 平成26年度海津市羽沢財産区会計予算 ……………………………………… ３７ 

議案第15号 平成25年度海津市一般会計補正予算（第６号） …………………………… ３７ 

議案第16号 平成25年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） …………… ３７ 

議案第17号 平成25年度海津市介護保険特別会計補正予算（第３号） ………………… ３７ 

議案第18号 平成25年度海津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） ………… ３７ 

議案第19号 平成25年度海津市下水道事業特別会計補正予算（第２号） ……………… ３７ 

議案第20号 平成25年度海津市水道事業会計補正予算（第２号） ……………………… ３７ 

議案第21号 海津市職員の自己啓発等休業に関する条例について ……………………… ３７ 

議案第22号 海津市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例について … ３７ 

議案第23号 海津市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について ３７ 

議案第24号 海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条 

      例の一部を改正する条例について …………………………………………… ３７ 

議案第25号 地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分等に関する条例の一 

      部を改正する条例について …………………………………………………… ３７ 

議案第26号 海津市税条例の一部を改正する条例について ……………………………… ３７ 

議案第27号 海津市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について ……………… ３７ 

議案第28号 海津市河川占用料等徴収条例の一部を改正する条例について …………… ３７ 

議案第29号 海津市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について …………… ３７ 

議案第30号 海津市下水道条例の一部を改正する条例について ………………………… ３７ 

議案第31号 海津市下水道事業受益者負担金に関する条例の一部を改正する条例につ 



      いて ……………………………………………………………………………… ３７ 

議案第32号 海津市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について ……… ３７ 

議案第33号 海津市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について ３７ 

議案第34号 海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につい 

      て ………………………………………………………………………………… ３７ 

議案第35号 海津市介護保険条例の一部を改正する条例について ……………………… ３７ 

議案第36号 海津市手数料徴収条例の一部を改正する条例について …………………… ３７ 

議案第37号 海津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について …… ３７ 

議案第38号 海津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改 

      正する条例について …………………………………………………………… ３７ 

議案第39号 海津市スポーツ推進審議会条例について …………………………………… ３７ 

議案の上程について …………………………………………………………………………… ４５ 

議案第40号 工事請負契約の締結について ………………………………………………… ４５ 

議案の一括上程について ……………………………………………………………………… ４５ 

議案第41号 市道路線の認定について ……………………………………………………… ４５ 

議案第42号 平成26年度海津市下水道事業特別会計への繰入について ………………… ４５ 

議案第43号 平成25年度海津市下水道事業特別会計への繰入変更について …………… ４５ 

散会の宣告 ……………………………………………………………………………………… ４６ 

 

    第 ３ 号 （３月17日） 

開議宣告 ………………………………………………………………………………………… ５１ 

会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………………… ５１ 

一般質問 ………………………………………………………………………………………… ５１ 

 松 田 芳 明 君 ………………………………………………………………………… ５１ 

 六 鹿 正 規 君 ………………………………………………………………………… ５９ 

 藤 田 敏 彦 君 ………………………………………………………………………… ７０ 

 浅 井 まゆみ 君 ………………………………………………………………………… ７４ 

 橋 本 武 夫 君 ………………………………………………………………………… ８３ 

 伊 藤   誠 君 ………………………………………………………………………… ８９ 

 堀 田 みつ子 君 ………………………………………………………………………… ９９ 

 水 谷 武 博 君 ……………………………………………………………………… １０９ 

 飯 田   洋 君 ……………………………………………………………………… １２０ 

散会の宣告 …………………………………………………………………………………… １２８ 



    第 ４ 号 （３月20日） 

開議宣告 ……………………………………………………………………………………… １３５ 

会議録署名議員の指名 ……………………………………………………………………… １３５ 

議案の上程について ………………………………………………………………………… １３５ 

議案第１号 平成26年度海津市一般会計予算 …………………………………………… １３５ 

議案の一括上程について …………………………………………………………………… １３８ 

議案第２号 平成26年度海津市クレール平田運営特別会計予算 ……………………… １３８ 

議案第３号 平成26年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算 ……………………… １３８ 

議案第４号 平成26年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計予算１３８ 

議案第５号 平成26年度海津市国民健康保険特別会計予算 …………………………… １３８ 

議案第６号 平成26年度海津市介護保険特別会計予算 ………………………………… １３８ 

議案第７号 平成26年度海津市後期高齢者医療特別会計予算 ………………………… １３８ 

議案第８号 平成26年度海津市下水道事業特別会計予算 ……………………………… １３８ 

議案第９号 平成26年度海津市水道事業会計予算 ……………………………………… １３８ 

議案第10号 平成26年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計予算 ………………… １３８ 

議案第11号 平成26年度海津市介護老人福祉施設事業デイサービスセンター特別会計 

      予算 …………………………………………………………………………… １３８ 

議案第12号 平成26年度海津市介護老人保健施設事業特別会計予算 ………………… １３８ 

議案第13号 平成26年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算 ………………………… １３８ 

議案第14号 平成26年度海津市羽沢財産区会計予算 …………………………………… １３８ 

議案第15号 平成25年度海津市一般会計補正予算（第６号） ………………………… １３８ 

議案第16号 平成25年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） ………… １３８ 

議案第17号 平成25年度海津市介護保険特別会計補正予算（第３号） ……………… １３８ 

議案第18号 平成25年度海津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） ……… １３８ 

議案第19号 平成25年度海津市下水道事業特別会計補正予算（第２号） …………… １３８ 

議案第20号 平成25年度海津市水道事業会計補正予算（第２号） …………………… １３８ 

議案第21号 海津市職員の自己啓発等休業に関する条例について …………………… １３８ 

議案第22号 海津市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例について １３８ 

議案第23号 海津市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について１３８ 

議案第24号 海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条 

      例の一部を改正する条例について ………………………………………… １３８ 

議案第25号 地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分等に関する条例の一 

      部を改正する条例について ………………………………………………… １３８ 



議案第26号 海津市税条例の一部を改正する条例について …………………………… １３８ 

議案第27号 海津市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について …………… １３８ 

議案第28号 海津市河川占用料等徴収条例の一部を改正する条例について ………… １３８ 

議案第29号 海津市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について ………… １３８ 

議案第30号 海津市下水道条例の一部を改正する条例について ……………………… １３８ 

議案第31号 海津市下水道事業受益者負担金に関する条例の一部を改正する条例につ 

      いて …………………………………………………………………………… １３８ 

議案第32号 海津市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について …… １３８ 

議案第33号 海津市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について１３８ 

議案第34号 海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につい 

      て ……………………………………………………………………………… １３８ 

議案第35号 海津市介護保険条例の一部を改正する条例について …………………… １３８ 

議案第36号 海津市手数料徴収条例の一部を改正する条例について ………………… １３８ 

議案第37号 海津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について … １３８ 

議案第38号 海津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改 

      正する条例について ………………………………………………………… １３８ 

議案第39号 海津市スポーツ推進審議会条例について ………………………………… １３８ 

議案第41号 市道路線の認定について …………………………………………………… １３８ 

議案第42号 平成26年度海津市下水道事業特別会計への繰入について ……………… １３８ 

議案第43号 平成25年度海津市下水道事業特別会計への繰入変更について ………… １３８ 

議案の上程について ………………………………………………………………………… １４６ 

派遣第１号 議員派遣について …………………………………………………………… １４６ 

議案の上程について ………………………………………………………………………… １４６ 

議案第44号 財産の処分について ………………………………………………………… １４６ 

議案の上程について ………………………………………………………………………… １４８ 

議案第45号 平成25年度海津市一般会計補正予算（第７号） ………………………… １４８ 

閉会の宣告 …………………………………………………………………………………… １４９ 

 


