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平成２９年第１回片品村議会定例会会議録第１号 
 
議事日程 第１号 

    平成２９年３月２日（木曜日）午前１０時００分開議 

 
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 諸般の報告 
日程第 ４ 議案第 １号 片品村教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に 
             関する条例の制定について 
日程第 ５ 議案第 ２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 
             例の一部を改正する条例について 
日程第 ６ 議案第 ３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一 
             部を改正する条例について 
日程第 ７ 議案第 ４号 片品村税条例の一部を改正する条例について 
日程第 ８ 議案第 ５号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条例について 
日程第 ９ 議案第 ６号 片品村社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改 
             正する条例について 
日程第１０ 議案第 ７号 片品村介護保険条例の一部を改正する条例について 
日程第１１ 議案第 ８号 片品村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の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第 ９号 片品村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備 
             及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 
             について 
日程第１３ 議案第１０号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 
日程第１４ 議案第１１号 片品村消防団条例の一部を改正する条例について 
日程第１５ 議案第１２号 片品村立学校のあり方検討委員会設置条例を廃止する条例に 
             ついて 
日程第１６ 議案第１３号 片品村学校統合有識者会議条例を廃止する条例について 
日程第１７ 議案第１４号 指定管理者の指定について 
日程第１８ 議案第１５号 財産の無償貸与について 
日程第１９ 議案第１６号 工事請負契約の締結について 
日程第２０ 議案第１７号 工事請負契約の締結について 
日程第２１ 同意第 １号 片品村農業委員会委員の認定農業者過半要件の例外について 
日程第２２ 同意第 ２号 片品村農業委員会委員の選任について 
日程第２３ 同意第 ３号 片品村教育委員会教育長の任命について 
日程第２４ 同意第 ４号 片品村教育委員会委員の任命について 
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日程第２５ 議案第１８号 平成２８年度片品村一般会計補正予算（第４号）について 
日程第２６ 議案第１９号 平成２８年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 
             について 
日程第２７ 議案第２０号 平成２８年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 
             について 
日程第２８ 議案第２１号 平成２８年度片品村営観光施設事業特別会計補正予算（第１ 
             号）について 
日程第２９ 議案第２２号 平成２８年度片品村介護保険特別会計補正予算（第４号）に 
             ついて 
日程第３０ 議案第２３号 平成２８年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第３号） 
             について 
日程第３１ 議案第２４号 平成２８年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 
             号）について 
日程第３２ 議案第２５号 平成２９年度片品村一般会計予算について 
日程第３３ 議案第２６号 平成２９年度片品村国民健康保険特別会計予算について 
日程第３４ 議案第２７号 平成２９年度片品村簡易水道事業特別会計予算について 
日程第３５ 議案第２８号 平成２９年度片品村営観光施設事業特別会計予算について 
日程第３６ 議案第２９号 平成２９年度片品村介護保険特別会計予算について 
日程第３７ 議案第３０号 平成２９年度片品村下水道事業等特別会計予算について 
日程第３８ 議案第３１号 平成２９年度片品村後期高齢者医療特別会計予算について 
 

─────────────────────────────────── 
本日の会議に付した事件 

 
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 諸般の報告 
日程第 ４ 議案第 １号 片品村教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に 
             関する条例の制定について 
日程第 ５ 議案第 ２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 
             例の一部を改正する条例について 
日程第 ６ 議案第 ３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一 
             部を改正する条例について 
日程第 ７ 議案第 ４号 片品村税条例の一部を改正する条例について 
日程第 ８ 議案第 ５号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条例について 
日程第 ９ 議案第 ６号 片品村社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改 
             正する条例について 



－3－ 

日程第１０ 議案第 ７号 片品村介護保険条例の一部を改正する条例について 
日程第１１ 議案第 ８号 片品村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の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第 ９号 片品村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備 
             及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 
             について 
日程第１３ 議案第１０号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 
日程第１４ 議案第１１号 片品村消防団条例の一部を改正する条例について 
日程第１５ 議案第１２号 片品村立学校のあり方検討委員会設置条例を廃止する条例に 
             ついて 
日程第１６ 議案第１３号 片品村学校統合有識者会議条例を廃止する条例について 
日程第１７ 議案第１４号 指定管理者の指定について 
日程第１８ 議案第１５号 財産の無償貸与について 
日程第１９ 議案第１６号 工事請負契約の締結について 
日程第２０ 議案第１７号 工事請負契約の締結について 
日程第２１ 同意第 １号 片品村農業委員会委員の認定農業者過半要件の例外について 
日程第２２ 同意第 ２号 片品村農業委員会委員の選任について 
日程第２３ 同意第 ３号 片品村教育委員会教育長の任命について 
日程第２４ 同意第 ４号 片品村教育委員会委員の任命について 
日程第２５ 議案第１８号 平成２８年度片品村一般会計補正予算（第４号）について 
日程第２６ 議案第１９号 平成２８年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 
             について 
日程第２７ 議案第２０号 平成２８年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 
             について 
日程第２８ 議案第２１号 平成２８年度片品村営観光施設事業特別会計補正予算（第１ 
             号）について 
日程第２９ 議案第２２号 平成２８年度片品村介護保険特別会計補正予算（第４号）に 
             ついて 
日程第３０ 議案第２３号 平成２８年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第３号） 
             について 
日程第３１ 議案第２４号 平成２８年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 
             号）について 
             （日程第２５から日程第３１まで一括上程） 
日程第３２ 議案第２５号 平成２９年度片品村一般会計予算について 
日程第３３ 議案第２６号 平成２９年度片品村国民健康保険特別会計予算について 
日程第３４ 議案第２７号 平成２９年度片品村簡易水道事業特別会計予算について 
日程第３５ 議案第２８号 平成２９年度片品村営観光施設事業特別会計予算について 



－4－ 

日程第３６ 議案第２９号 平成２９年度片品村介護保険特別会計予算について 
日程第３７ 議案第３０号 平成２９年度片品村下水道事業等特別会計予算について 
日程第３８ 議案第３１号 平成２９年度片品村後期高齢者医療特別会計予算について 
             （日程第３２から日程第３８まで一括上程） 
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  会議録１号用紙 
 

片 品 村 議 会 会 議 録              第 １ 日 

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ 日 

出 席 議 員 １ ２ 名   欠 席 議 員  名    欠 員  名 

第 １ 番    千 明  勉      （ 出 席 ） 

第 ２ 番    後 藤 眞 平      （ 出 席 ） 

第 ３ 番    萩 原 正 信      （ 出 席 ） 

第 ４ 番    星 野 千 里      （ 出 席 ） 

第 ５ 番    髙 山 悦 夫      （ 出 席 ） 

第 ６ 番    星 野 栄 二      （ 出 席 ） 

第 ７ 番    梅 澤 志 洋      （ 出 席 ） 

第 ８ 番    星 野 精 一      （ 出 席 ） 

第 ９ 番    千 明 道 太      （ 出 席 ） 

第 １ ０ 番    星 野 逸 雄      （ 出 席 ） 

第 １ １ 番    今 井  功      （ 出 席 ） 

第 １ ２ 番    入 澤 登 喜 夫      （ 出 席 ） 
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説 明 の た め に 出 席 し た 者 の 職 氏 名  
 

 
村 長     千 明 金 造 

 
副 村 長     木 下 浩 美 

 
教 育 長     星 野 準 一 

 
総 務 課 長     大 竹 光 一 

 
住 民 課 長     金 子 賢 司 

 
保 健 福 祉 課 長     萩 原 明 富 

 
農 林 建 設 課 長     山 崎 康 広 

 
むらづくり観光課長     戸 丸 権 次 

 
教育委員会事務局長     千 明 建 太 郎 

 
給食センター所長     星 野 孝 俊 

 
会 計 管 理 者     萩 原 睦 久 

 
 
 

事 務 局 職 員 出 席 者 
 

 
事 務 局 長     星 野 勝 彦 

 
係 長     金 子 小 百 合 
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議長（星野千里君） ただいまから、平成２９年第１回片品村議会定例会を開会します。 

 本日の会議を開きます。 

 

午前１０時０８分  開会 

─────────────────────────────────── 
日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議長（星野千里君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、５番 髙山悦夫君及び６番 

星野栄二君を指名します。 

─────────────────────────────────── 

日程第２ 会期の決定 

 

議長（星野千里君） 日程第２、会期の決定の件を議題にします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１０日までの９日間にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から３月１０日までの９日間に決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第３ 諸般の報告 

 

議長（星野千里君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 本日までに受理した請願及び陳情は、会議規則第９１条及び第９２条並びに第９５条の

規定により、お手元に配付の請願及び陳情文書表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に

付託しました。 

 次に、去る３月１日に片品村教育委員会から、教育委員会の点検・評価報告書が提出さ

れましたので、お手元に配付の報告書のとおり報告します。 

 これで諸般の報告を終わります。 

─────────────────────────────────── 
日程第４ 議案第１号 片品村教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関す 

           る条例の制定について 

 

議長（星野千里君） 日程第４、議案第１号 片品村教育長の勤務時間、休暇等及び職務

専念義務の特例に関する条例の制定についてを議題とします。 
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 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第１号 片品村教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の

制定について、提案の説明を申し上げます。 

 今回の制定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、教育長の

勤務時間、休暇等及び職務専念義務を定めることが必要となりましたので、条例の制定を

お願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、教育委員会事務局長に説明させますので、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 教育委員会事務局長 千明建太郎君。 

 

教育委員会事務局長（千明建太郎君） はい、事務局長。 

     （詳細説明） 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１号 片品村教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関

する条例の制定についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１号 片品村教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に

関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第５ 議案第２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

           一部を改正する条例について 

 

議長（星野千里君） 日程第５、議案第２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の提案説明を申し上げます。 

 今回の改正は、別表中、片品村立学校のあり方検討委員会委員の報酬日額８，０００円、

片品村誌編集委員会委員の報酬日額８，０００円及び、片品村学校統合有識者会議委員の

報酬日額８，０００円を削除するものでございます。 

 また、付記１の「教育長である教育委員に対しては、報酬は支給しない。」を削除し、

以下を繰り上げるものでございます。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものであり、平成２９年４月１日から施行する

ものであります。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第６ 議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を 

           改正する条例について 

 

議長（星野千里君） 日程第６、議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例について、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成

２７年４月１日から施行になり、教育長が一般職から特別職に変更になったため、特別職

としての教育長の給料を定める必要があるため一部改正をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 総務課長 大竹光一君。 

 

総務課長（大竹光一君） はい、総務課長。 

     （詳細説明） 
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議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第７ 議案第４号 片品村税条例の一部を改正する条例について 

 

議長（星野千里君） 日程第７、議案第４号 片品村税条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第４号 片品村税条例の一部を改正する条例について、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、地方税法の改正により一部改正をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願
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い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 住民課長 金子賢司君。 

 

住民課長（金子賢司君） はい、住民課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第４号 片品村税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４号 片品村税条例の一部を改正する条例については、原案のとお

り可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第８ 議案第５号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条例について 

 

議長（星野千里君） 日程第８、議案第５号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 
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（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第５号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条例について、提案の説明を申し

上げます。 

 今回の改正は、現在の片品村中央公民館を解体撤去いたしますので、片品村中央公民館

の位置を片品村文化センター内に変更するものでございます。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものであり、平成２９年４月１日から施行する

ものです。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第５号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条例についてを採決し

ます。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条例については、原

案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第９ 議案第６号 片品村社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す 

           る条例について 
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議長（星野千里君） 日程第９、議案第６号 片品村社会体育施設の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第６号 片品村社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、片品村武尊根グラウンドを社会体育施設から削除することで、教育財産

から普通財産として管理をするものでございます。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものであり、平成２９年４月１日から施行する

ものであります。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第６号 片品村社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第６号 片品村社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１０ 議案第７号 片品村介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

議長（星野千里君） 日程第１０、議案第７号 片品村介護保険条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第７号 片品村介護保険条例の一部を改正する条例について、提案の説明を申し上

げます。 

 今回の改正は、厚生労働省から第１号保険料軽減を継続することとした旨の通知があっ

たことを受けて、条例の一部改正をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 保健福祉課長 萩原明富君。 

 

保健福祉課長（萩原明富君） はい、保健福祉課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第７号 片品村介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号 片品村介護保険条例の一部を改正する条例については、原案

のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１１ 議案第８号 片品村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の一部を改正する条例について 

 

議長（星野千里君） 日程第１１、議案第８号 片品村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の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第８号 片品村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

を定める条例の一部を改正する条例について、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、介護保険法等の改正に伴い、厚生労働省令で定めている指定地域密着型

通所介護事業の設備基準や運営基準等を、市町村が定めることとなったため、条例の一部

改正をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 保健福祉課長 萩原明富君。 

 

保健福祉課長（萩原明富君） はい、保健福祉課長。 

     （詳細説明） 
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議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第８号 片品村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の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号 片品村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の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されまし

た。 

─────────────────────────────────── 
日程第１２ 議案第９号 片品村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及 

            び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

 

議長（星野千里君） 日程第１２、議案第９号 片品村指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 
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 議案第９号 片品村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、介護保険法等の改正に伴い、指定介護予防認知症対応型通所介護等の基

準について、条例の一部改正をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 保健福祉課長 萩原明富君。 

 

保健福祉課長（萩原明富君） はい、保健福祉課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第９号 片品村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号 片品村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可

決されました。 



－19－ 

─────────────────────────────────── 
日程第１３ 議案第１０号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

 

議長（星野千里君） 日程第１３、議案第１０号 片品村小口資金融資促進条例の一部を

改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第１０号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について、提案の説

明を申し上げます。 

 今回の改正は、利用者の返済負担の対策として、融資の借換継続と融資期間の延長を可

能とするもの、並びに出捐金による保証の特別枠に関する条例の一部改正をお願いするも

のでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 むらづくり観光課長 戸丸権次君。 

 

むらづくり観光課長（戸丸権次君） はい、むらづくり観光課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１０号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について

を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１０号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につい

ては、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１４ 議案第１１号 片品村消防団条例の一部を改正する条例について 

 

議長（星野千里君） 日程第１４、議案第１１号 片品村消防団条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第１１号 片品村消防団条例の一部を改正する条例について、提案の説明を申し上

げます。 

 今回の改正は、片品村消防団の実態に合わせて、条例の一部改正をお願いするものでご

ざいます。 

 主な改正の内容は、各分団の実情に合わせた定員の削減及び団員の処遇改善を図るため、

支給する手当の改正をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 総務課長 大竹光一君。 

 

総務課長（大竹光一君） はい、総務課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 
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（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１号 片品村消防団条例の一部を改正する条例についてを採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１１号 片品村消防団条例の一部を改正する条例については、原案

のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１５ 議案第１２号 片品村立学校のあり方検討委員会設置条例を廃止する条例に 

             ついて 

 

議長（星野千里君） 日程第１５、議案第１２号 片品村立学校のあり方検討委員会設置

条例を廃止する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第１２号 片品村立学校のあり方検討委員会設置条例を廃止する条例について、提

案の説明を申し上げます。 

 本条例につきましては、片品小学校改築事業の完了と片品中学校改築事業への着手によ

り、その目的が達成されたので、条例の廃止をお願いするものでございます。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものであり、平成２９年４月１日から施行する
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ものであります。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１２号 片品村立学校のあり方検討委員会設置条例を廃止する条例に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２号 片品村立学校のあり方検討委員会設置条例を廃止する条例

については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１６ 議案第１３号 片品村学校統合有識者会議条例を廃止する条例について 

 

議長（星野千里君） 日程第１６、議案第１３号 片品村学校統合有識者会議条例を廃止

する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第１３号 片品村学校統合有識者会議条例を廃止する条例について、提案の説明を
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申し上げます。 

 本条例につきましては、村内小学校の統合が完了したことにより、その目的が達成され

ましたので、条例の廃止をお願いするものです。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものであり、平成２９年４月１日から施行する

ものであります。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３号 片品村学校統合有識者会議条例を廃止する条例についてを採

決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１３号 片品村学校統合有識者会議条例を廃止する条例については、

原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（星野千里君） 暫時休憩します。 

午前１０時５７分 

 

午前１０時５９分 

議長（星野千里君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

─────────────────────────────────── 
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日程第１７ 議案第１４号 指定管理者の指定について 

 

議長（星野千里君） 日程第１７、議案第１４号 指定管理者の指定についてを議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第１４号 指定管理者の指定について、提案の説明を申し上げます。 

 片品村老人憩いの家につきましては、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日ま

で、第４区に指定管理者として管理をお願いしてあります。 

 引き続き平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日までの２年間について、第４区

に指定管理者の指定をお願いするものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１４号 指定管理者の指定についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１４号 指定管理者の指定については、原案のとおり可決されまし
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た。 

─────────────────────────────────── 
日程第１８ 議案第１５号 財産の無償貸与について 

 

議長（星野千里君） 日程第１８、議案第１５号 財産の無償貸与についてを議題としま

す。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第１５号 財産の無償貸与について、提案の説明を申し上げます。 

 村有財産を公用もしくは公共用または公益事業の用に供すること以外で、無償で貸し付

けるためには、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を経る必要があります。 

 今回の無償貸与の対象は、旧武尊根小学校になります。 

 廃校となった旧武尊根小学校を、民間のアイデアを活用して有効活用するため、公募に

より事業者を選定し、無償で貸し付けたいので、議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 むらづくり観光課長 戸丸権次君。 

 

むらづくり観光課長（戸丸権次君） はい、むらづくり観光課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１５号 財産の無償貸与についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１５号 財産の無償貸与については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１９ 議案第１６号 工事請負契約の締結について 

 

議長（星野千里君） 日程第１９、議案第１６号 工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第１６号 工事請負契約の締結について、提案の説明を申し上げます。 

 片品村立片品中学校解体工事につきまして、去る２月９日に入札を行い、落札業者が決

定しましたので契約の締結をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、教育委員会事務局長に説明させますので、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 教育委員会事務局長 千明建太郎君。 

 

教育委員会事務局長（千明建太郎君） はい、事務局長。 

     （詳細説明） 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１６号 工事請負契約の締結についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１６号 工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されま

した。 

─────────────────────────────────── 
日程第２０ 議案第１７号 工事請負契約の締結について 

 

議長（星野千里君） 日程第２０、議案第１７号 工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第１７号 工事請負契約の締結について、提案の説明を申し上げます。 

 片品村立片品中学校改築工事につきまして、去る２月１５日に入札を行い、落札業者が

決定しましたので契約の締結をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、教育委員会事務局長に説明させますので、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 教育委員会事務局長 千明建太郎君。 

 

教育委員会事務局長（千明建太郎君） はい、事務局長。 
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     （詳細説明） 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１７号 工事請負契約の締結についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１７号 工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されま

した。 

─────────────────────────────────── 
日程第２１ 同意第１号 片品村農業委員会委員の認定農業者過半要件の例外について 

 

議長（星野千里君） 日程第２１、同意第１号 片品村農業委員会委員の認定農業者過半

要件の例外についてを議題とします。 

 

１２番（入澤登喜夫君） 暫時休憩。 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

─────────────────────────────────── 
議長（星野千里君） 暫時休憩します。 

午前１１時１３分 

 

午前１１時１４分 
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議長（星野千里君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

─────────────────────────────────── 
議長（星野千里君） 本案について、提出者の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 同意第１号 片品村農業委員会委員の認定農業者過半要件の例外について、提案の説明

を申し上げます。 

 農業委員の選任に当たっては、農業委員会等に関する法律により農業委員の過半は認定

農業者であることが求められています。 

 ただし、区域内の認定農業者が少ない場合は、同法施行規則により議会の同意を得て

「農業委員の少なくとも４分の１を認定農業者及び準ずる者とする」ことになっておりま

すので、このことについて、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、ご同意くださ

いますようお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） なお、詳細な説明を求めます。 

 農林建設課長 山崎康広君。 

 

農林建設課長（山崎康広君） はい、農林建設課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 
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 これから、同意第１号 片品村農業委員会委員の認定農業者過半要件の例外についてを

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第１号 片品村農業委員会委員の認定農業者過半要件の例外について

は、原案のとおり同意することに決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第２２ 同意第２号 片品村農業委員会委員の選任について 

 

議長（星野千里君） 日程第２２、同意第２号 片品村農業委員会委員の選任についてを

議題とします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 同意第２号 片品村農業委員会委員の選任について、提案の説明を申し上げます。 

 現片品村農業委員の任期が平成２９年５月１６日に満了になるため、別紙の者を片品村

農業委員に選任したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の

同意を求めるものでございます。 

 委員の名前は、角田裕氏、星野照明氏、星野吉三氏、吉澤辰雄氏、星野誠氏、星野吉衛

氏、金子大吉氏、狩野雄志氏、入澤与志男氏、萩原俊一氏、萩原正已氏、須藤長明氏、星

野ふじ子氏、萩原たつえ氏、以上の方々であります。 

 いずれの方も農業に識見があり、それぞれ地域のリーダーとして活躍され、団体からの

推薦をいただいており、農業委員として適任と考えておりますので、ご審議の上、ご同意

くださいますようお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

 

１２番（入澤登喜夫君） はい、議長。 

 

議長（星野千里君） はい、１２番 入澤君。 
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１２番（入澤登喜夫君） １２番。 

 団体推薦者の名簿がここに提出されているわけですが、先ほど来出ております認定農業

者はこの中に、差し支えなければどの方が、ナンバーで構いませんので教えていただけれ

ばと思います。 

 

議長（星野千里君） はい、農林建設課長。 

 

農林建設課長（山崎康広君） お答えします。 

 ２番、４番、６番、９番、１２番でございます。 

 

議長（星野千里君） ほかに質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、同意第２号 片品村農業委員会委員の選任についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第２号 片品村農業委員会委員の選任については、原案のとおり同意

することに決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第２３ 同意第３号 片品村教育委員会教育長の任命について 

 

議長（星野千里君） 日程第２３、同意第３号 片品村教育委員会教育長の任命について

を議題とします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。 
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 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 同意第３号 片品村教育委員会教育長の任命について、提案の説明を申し上げます。 

 片品村教育委員会教育長、星野準一氏の任期が平成２９年３月３１日に満了になるため、

吉野隆哉氏に教育長をお願いするものであります。 

 吉野隆哉氏は、長年にわたり教育行政の現場で活躍され豊富な経験を有しており、人格

並びに識見とも適任者であると考えますので、ご審議の上、ご同意くださいますようお願

い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、同意第３号 片品村教育委員会教育長の任命についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第３号 片品村教育委員会教育長の任命については、原案のとおり同

意することに決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第２４ 同意第４号 片品村教育委員会委員の任命について 

 

議長（星野千里君） 日程第２４、同意第４号 片品村教育委員会委員の任命についてを
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議題とします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 同意第４号 片品村教育委員会委員の任命について、提案の説明を申し上げます。 

 片品村教育委員会委員、井上隆至氏の任期が平成２９年３月３１日に満了になるため、

その後任に桑原邦明氏に教育委員をお願いするものであります。 

 桑原邦明氏は、人格が高潔で教育に関し識見を有するものであり、適任者であると考え

ていますので、ご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） これで討論を終わります。 

 これから、同意第４号 片品村教育委員会委員の任命についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（星野千里君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第４号 片品村教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意

することに決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第２５ 議案第１８号 平成２８年度片品村一般会計補正予算（第４号）について 

日程第２６ 議案第１９号 平成２８年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 
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             について 

日程第２７ 議案第２０号 平成２８年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

             について 

日程第２８ 議案第２１号 平成２８年度片品村営観光施設事業特別会計補正予算（第１ 

             号）について 

日程第２９ 議案第２２号 平成２８年度片品村介護保険特別会計補正予算（第４号）に 

             ついて 

日程第３０ 議案第２３号 平成２８年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第３号） 

             について 

日程第３１ 議案第２４号 平成２８年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

             号）について 

 

議長（星野千里君） 日程第２５、議案第１８号 平成２８年度片品村一般会計補正予算

（第４号）についてから日程第３１、議案第２４号 平成２８年度片品村後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）についてまでの以上７件を一括議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 

 

村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第１８号 平成２８年度片品村一般会計補正予算（第４号）について、提案の説明

を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億８，４３４万３，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４９億８，４０５万６，０００円にお願いするも

のです。 

 歳入の主なものにつきましては、県支出金、繰入金、諸収入の減額、村税、分担金及び

負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、財産収入、寄附金、村債の増額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、議会費、民生費、衛生費、農林水産業費、土木費、消

防費、教育費の減額、総務費、商工費、諸支出の増額であります。 

 補正内容につきましては、地方創生拠点整備交付金事業費の計上、ふるさと納税増額へ

の対応、財政調整基金の積み立て、観光施設特別会計補助金の増額及び各種事業の完了と

補助金等の額の確定による減額調整であります。 

 繰越明許費としては、片品村移動通信鉄塔施設解体撤去事業、（仮称）片品村交流連携

拠点施設整備事業、個人番号カード関連事務の委任に係る負担金でございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第１９号 平成２８年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、
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提案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，３６４万５，０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億７，２２６万９，０００円にお願いするもので

ございます。 

 歳入の主なものにつきましては、財政調整交付金、療養給付費等負担金及び前期高齢者

交付金等の減額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、保険給付費、後期高齢者支援金等の減額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２０号 平成２８年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について、

提案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ９，５４２万６，０００円にお願いするものであります。 

 歳入の主なものにつきましては、使用料の増額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、施設費の減額、総務費の増額であります。 

 繰越明許費につきましては、水道本管布設替え工事、設計監理業務委託、水道本管布設

替え工事でございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２１号 平成２８年度片品村営観光施設事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、提案の説明を申し上げます。 

 収益的収入につきましては、４８万８，０００円を減額し、総額１億５４４万２，００

０円とするものでございます。 

 収益的支出につきましては、４９万３，０００円を減額し、総額９，５２５万円とする

ものであります。 

 資本的収入及び資本的支出につきましては、計上はありません。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２２号 平成２８年度片品村介護保険特別会計補正予算（第４号）について、提

案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，８８４万８，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億７５４万４，０００円にお願いするものでご

ざいます。 

 歳入の主なものにつきましては、国庫支出金及び支払基金交付金の減額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、保険給付費の減額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 
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 議案第２３号 平成２８年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第３号）について、

提案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２００万円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８，２３６万９，０００円にお願いするものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、使用料の減額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、施設費で各処理場の施設管理費の減額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２４号 平成２８年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て、提案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ１７１万５，０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，６７２万２，０００円にお願いするものでございま

す。 

 歳入の主なものにつきましては、一般会計繰入金の減額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、総務管理費及び後期高齢者医療広域連合納付金の減額

であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 議案第１８号から議案第２４号までの質疑以降については、後日の

本会議において審議します。 

─────────────────────────────────── 
日程第３２ 議案第２５号 平成２９年度片品村一般会計予算について 

日程第３３ 議案第２６号 平成２９年度片品村国民健康保険特別会計予算について 

日程第３４ 議案第２７号 平成２９年度片品村簡易水道事業特別会計予算について 

日程第３５ 議案第２８号 平成２９年度片品村営観光施設事業特別会計予算について 

日程第３６ 議案第２９号 平成２９年度片品村介護保険特別会計予算について 

日程第３７ 議案第３０号 平成２９年度片品村下水道事業等特別会計予算について 

日程第３８ 議案第３１号 平成２９年度片品村後期高齢者医療特別会計予算について 

 

議長（星野千里君） 日程第３２、議案第２５号 平成２９年度片品村一般会計予算につ

いてから日程第３８、議案第３１号 平成２９年度片品村後期高齢者医療特別会計予算に

ついてまでの以上７件を一括議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 千明金造君。 

（村長 千明金造君登壇） 
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村長（千明金造君） はい、村長。 

 議案第２５号 平成２９年度片品村一般会計予算について、提案の説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億１,３００万円にお願いするものでござ

います。 

 前年度の当初予算と比較すると、３，３００万円、０．８％の増額であります。 

 主な事業につきましては、自主・自立の村づくりのために、むら・ひと・しごと創生総

合戦略を推進するための事業に取り組むとともに、村の自主財源となる固定資産税の公平

な課税を行うために、課税資料である家屋図等を活用するための環境整備などを完成させ

ます。 

 保健福祉関係においては、誰もが安心して暮らせるために、低負担・高福祉政策を継続

させるとともに、新たな片品村児童館内に放課後児童クラブを設置し、放課後児童の生活

の場を確保するなど、子育て支援の充実を図ります。 

 教育文化におきましては、片品中学校の建設事業を初め、スクールバスの安全な運行や、

土出、花咲地区の旧小学校跡地整備などの事業に取り組みます。 

 環境・安全面においては、引き続き快適で安全な生活のための生活道路網の保全整備や、

老朽化した橋梁の長寿命化対策を図ります。 

 産業と雇用につきましては、第４次総合計画前期基本計画及びむら・ひと・しごと創生

総合戦略を推進し、若者の雇用創出を図るとともに、村中心地活性化に資する交流連携拠

点整備を推進します。 

 また、有害鳥獣対策として、引き続き防護柵の設置と電柵の貸与等を実施し、地域収益

力強化のためのトマト集配センター整備事業に伴い、パイプハウス導入補助などの支援を

行います。 

 重点施策として、むら・ひと・しごと創生総合戦略の推進、低負担・高福祉政策の継続、

片品中学校改築事業の実施、生活道路網の保全整備と老朽化した橋梁の長寿命化対策の実

施、第４次総合計画前期基本計画の推進と若者の雇用創造、村中心地活性化に資する交流

連携拠点の整備を図ります。 

 限られた予算の中ではありますが、要望をいただきながら、なかなか着手できなかった

各地区からの要望事項にも配慮をさせていただき、これからも常に行財政改革を推進し、

健全な財政運営に取り組んでまいりたいと考えております。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２６号 平成２９年度片品村国民健康保険特別会計予算について、提案の説明を

申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億８，４２３万６，０００円にお願いするも

のでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、国民健康保険税、国庫支出金、前期高齢者交付金、共

同事業交付金、繰入金であります。 
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 歳出の主なものにつきましては、保険給付費、後期高齢者支援金等、介護納付金、共同

事業拠出金であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２７号 平成２９年度片品村簡易水道事業特別会計予算について、提案の説明を

申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，８２０万円にお願いするものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、使用料及び手数料、繰入金であります。 

 歳出の主なものにつきましては、総務費、施設費、公債費であります。 

 主な事業は、水道本管の布設替え、施設等の改修、維持管理等でございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２８号 平成２９年度片品村営観光施設事業特別会計予算について、提案の説明

を申し上げます。 

 収益的収入は１億５７４万２，０００円、収益的支出は９，５５６万４，０００円、資

本的収入は計上なしで、資本的支出は５，４２０万８，０００円でございます。 

 なお、一般会計補助金は８，５９０万円を予定しており、３条予算に全額の８，５９０

万円を計上し、４条予算には計上しておりません。 

 収益的収入の事業収益につきましては、施設運営が全て指定管理者によるものであるた

め、昨年度に引き続き計上がございません。 

 営業外収益につきましては、１億５７４万円で、そのうち一般会計補助金が８，５９０

万円、そのほかスノーパルオグナほたか、武尊牧場観光施設の使用料等でございます。 

 収益的支出の事業費につきましては、営業費用が９，２２４万３，０００円で、主なも

のは施設管理費と減価償却費でございます。 

 営業外費用につきましては、３３１万９，０００円で、主なものは長期借入金等の利子

及び消費税でございます。 

 資本的収入につきましては、今年度は計上しておりません。 

 資本的支出につきましては、５，４２０万８，０００円で、スキー場施設企業債償還金

及び長期借入金の償還金でございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２９号 平成２９年度片品村介護保険特別会計予算について、提案の説明を申し

上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億１，７００万８，０００円にお願いするも

のでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、支払基金交付金、国庫支出金であります。 

 歳出の主なものにつきましては、保険給付費であります。 
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 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第３０号 平成２９年度片品村下水道事業等特別会計予算について、提案の説明を

申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，２４３万９，０００円にお願いするもので

あります。 

 歳入の主なものにつきましては、繰入金、使用料及び手数料、国庫支出金であります。 

 歳出の主なものにつきましては、総務費、施設費、建設費、公債費であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第３１号 平成２９年度片品村後期高齢者医療特別会計予算について、提案の説明

を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，８５０万円にお願いするものであります。 

 歳入の主なものにつきましては、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金、受託事業収

入であります。 

 歳出の主なものにつきましては、総務費、後期高齢者医療広域連合納付金であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（星野千里君） 議案第２５号から議案第３１号までの質疑以降については、後日の

本会議において審議します。 

─────────────────────────────────── 
議長（星野千里君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 

午前１１時４３分  散会 

 


