
	 －1－	 

平成２３年第４回永平寺町議会定例会会議録目次	 

───────────────────	 

第１日（１１月２４日開会）	 

議事日程（第１号）	 ……………………………………………………………	 	 	 １	 

会議に付した事件	 	 ……………………………………………………………	 	 	 １	 

出欠席議員の番号氏名	 	 ………………………………………………………	 	 	 ２	 

説明のため出席した者の職氏名	 	 ……………………………………………	 	 	 ３	 

会議のため議場に出席した事務局職員	 	 ……………………………………	 	 	 ４	 

開	 	 会	 	 ………………………………………………………………………	 	 	 ５	 

日程第	 １	 会議録署名議員の指名	 	 ………………………………………	 	 	 ５	 

日程第	 ２	 会期の決定	 	 ……………………………………………………	 	 	 ５	 

	 	 	 	 	 	 町長招集あいさつ	 	 ……………………………………………	 	 	 ６	 

日程第	 ３	 議案第４３号	 

永平寺町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改	 

正する条例の制定について	 	 ………………………………	 	 １０	 

日程第	 ４	 承認第	 ６号	 

平成２３年度永平寺町一般会計補正予算の専決処分の	 

承認について	 	 ………………………………………………	 	 １５	 

日程第	 ５	 議案第３６号	 

平成２３年度永平寺町一般会計補正予算について	 	 ……	 	 ２０	 

日程第	 ６	 議案第３７号	 

平成２３年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正	 

予算について	 	 ………………………………………………	 	 ２０	 

日程第	 ７	 議案第３８号	 

平成２３年度永平寺町介護保険特別会計補正予算につ	 

いて	 	 …………………………………………………………	 	 ２０	 

日程第	 ８	 議案第３９号	 

平成２３年度永平寺町簡易水道事業特別会計補正予算	 

について	 	 ……………………………………………………	 	 ２０	 

日程第	 ９	 議案第４０号	 

平成２３年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算に	 

ついて	 	 ………………………………………………………	 	 ２０	 



	 －2－	 

日程第１０	 議案第４１号	 

平成２３年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正	 

予算について	 	 ………………………………………………	 	 ２０	 

日程第１１	 議案第４２号	 

平成２３年度永平寺町上水道事業会計補正予算につい	 

て	 	 ……………………………………………………………	 	 ２０	 

日程第１２	 議案第４４号	 

永平寺町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する	 

条例の制定について	 	 ………………………………………	 	 ２７	 

日程第１３	 議案第４５号	 

永平寺町下水道条例の一部を改正する条例の制定につ	 

いて	 	 …………………………………………………………	 	 ３０	 

日程第１４	 議案第４６号	 

字の区域の変更について	 	 …………………………………	 	 ３２	 

散	 	 会	 	 ………………………………………………………………………	 	 ３４	 



	 －3－	 

第１２日（１２月５日開会）	 

議事日程（第２号）	 ……………………………………………………………	 	 ３５	 

会議に付した事件	 	 ……………………………………………………………	 	 ３５	 

出欠席議員の番号氏名	 	 ………………………………………………………	 	 ３５	 

説明のため出席した者の職氏名	 	 ……………………………………………	 	 ３６	 

会議のため議場に出席した事務局職員	 	 ……………………………………	 	 ３６	 

開	 	 議	 	 ………………………………………………………………………	 	 ３７	 

日程第１	 	 一般質問	 

	 ４番	 齋藤	 則男君	 

１．平成２４年度の予算編成基本方針について	 

	 	 ………………………………………………………	 	 ３７	 

２．子育て支援の施策について	 	 …………………	 	 ４０	 

３．福祉行政について（心身障害者の施策につい	 

	 	 て）	 	 ……………………………………………	 	 ４３	 

４．冬期間における、雪害の対策は万全か	 	 ……	 	 ４６	 

１１番	 長谷川治人君	 

１．「産業フェア２０１１」から：地場産業支援	 

	 	 を！	 	 ……………………………………………	 	 ４７	 

２．「九頭竜川鳴鹿資料館（旧）」の管理体制を	 

	 	 充実して！	 	 ……………………………………	 	 ５１	 

３．議会と語ろう会から：「主要事業の周知は、	 

	 	 学校の授業で？」	 	 ……………………………	 	 ５５	 

１０番	 上坂	 久則君	 

１．２４年度の予算編成について	 	 ………………	 	 ５８	 

２．子ども達の健全育成への施策について	 	 ……	 	 ６２	 

３．子育て機関の臨時職員の労働環境の現状と待	 

	 	 遇について	 	 ……………………………………	 	 ６６	 

４．バリアフリーについて	 	 ………………………	 	 ７２	 

	 ９番	 多田	 憲治君	 

１．特定用途制限地域の一律指定は、地域の開発	 

	 	 を阻害しないか	 	 ………………………………	 	 ７５	 

２．永平寺線跡地遊歩道整備で活性化策を真剣に！	 



	 －4－	 

	 	 ………………………………………………………	 	 ７７	 

	 １番	 小畑	 	 傳君	 

１．環境面から見た外来種の扱いは！	 	 …………	 	 ８２	 

２．乳幼児にロタウィルスワクチンの助成を！	 

	 	 ………………………………………………………	 	 ８５	 

３．永平寺観光の再構築はどこに！	 	 ……………	 	 ８７	 

	 ６番	 原田	 武紀君	 

１．平成２４年４月から改正の「介護保険法」の	 

	 	 骨子と、本町では介護サービスがどの様に変	 

	 	 わるのか	 	 ………………………………………	 	 ９１	 

２．「防災士」資格取得の助成で「自主防災組織」	 

	 	 の強化を図ってはどうか	 	 ……………………	 	 ９９	 

３．来年度も含めた「中期財政計画」では、どの	 

	 	 様な大型事業が予定されているのか	 	 ………	 １０２	 

	 ７番	 川治	 孝行君	 

１．体育館フロアーの滑り対策を	 	 ………………	 １０５	 

２．有害鳥獣対策の事業内容と指導の整合性につ	 

	 	 いて	 	 ……………………………………………	 １０７	 

３．永平寺町の観光ＰＲはＤＶＤで	 	 ……………	 １１０	 

	 ５番	 長岡千惠子君	 

１．えちぜん鉄道の利用促進を図るための沿線自	 

	 	 治体の施策は？	 	 ………………………………	 １１３	 

２．減少しつつある観光客に歯止めをかけ、なお	 

	 	 かつ増加を図るには？	 	 ………………………	 １１７	 

１７番	 酒井	 	 要君	 

１．合併後人口の減少が続いているが何か対策が	 

	 	 必要と思うか	 	 …………………………………	 １２０	 

２．温浴施設完成後役場内の各課のたずさわり方	 

	 	 をどう考えているのか	 	 ………………………	 １２５	 

延	 	 会	 	 ………………………………………………………………………	 １２８	 



	 －5－	 

第１３日（１２月６日開会）	 

議事日程（第３号）	 ……………………………………………………………	 １２９	 

会議に付した事件	 	 ……………………………………………………………	 １２９	 

出欠席議員の番号氏名	 	 ………………………………………………………	 １２９	 

説明のため出席した者の職氏名	 	 ……………………………………………	 １３０	 

会議のため議場に出席した事務局職員	 	 ……………………………………	 １３０	 

開	 	 議	 	 ………………………………………………………………………	 １３１	 

日程第１	 	 一般質問	 

	 ３番	 金元	 直栄君	 

１．第５期介護保険計画で、町の介護はどうなる！	 

	 	 ………………………………………………………	 １３１	 

２．保健師を社協採用にするという話があるが、	 

	 	 これはどういうことか	 	 ………………………	 １４２	 

３．消防体制の強化は、いつまでに、どういう形	 

	 	 で整備するのか	 	 ………………………………	 １４３	 

４．庁舎の耐震補強工事と同時に、エレベーター	 

	 	 の設置を	 	 ………………………………………	 １５０	 

	 ８番	 川崎	 直文君	 

１．コミュニティバスのサービス向上を！	 	 ……	 １５２	 

２．「まちづくり組織」の早い設立を！	 	 ………	 １６１	 

１３番	 松川	 正樹君	 

１．福井県民は日本一幸福な県民という調査結果	 

	 	 が出たが	 	 ………………………………………	 １６９	 

２．小中学校の連携について	 教科内容まで踏み	 

	 	 込んでいるのか	 	 ………………………………	 １７５	 

３．現場の職員体制のあり方を問う（特に幼児園	 

	 	 の実態について）	 	 ……………………………	 １７９	 

１４番	 渡邊	 善春君	 

１．永平寺町人口減について	 	 ……………………	 １８５	 

２．永平寺図書館利用者減について	 	 ……………	 １８８	 

３．松岡公民館のリニューアルについて	 	 ………	 １９１	 

	 



	 －6－	 

４．芝原用水工事現水路と神明２丁目旧町営住宅	 

	 	 地	 	 ………………………………………………	 １９３	 

１６番	 上田	 	 誠君	 

１．消防・救急体制の統合により、町民の安全・	 

	 	 安心の確保の充実を早急に図るべきでないか！	 

	 	 ………………………………………………………	 １９９	 

２．特定用途制限地域の指定の内容の周知を！	 

	 	 ………………………………………………………	 ２０７	 

３．下水道料金の統一案の周知と理解を得るため	 

	 	 の処置を！	 	 ……………………………………	 ２１３	 

延	 	 会	 	 ………………………………………………………………………	 ２１９	 



	 －7－	 

第１４日（１２月７日開会）	 

議事日程（第４号）	 ……………………………………………………………	 ２２１	 

会議に付した事件	 	 ……………………………………………………………	 ２２１	 

出欠席議員の番号氏名	 	 ………………………………………………………	 ２２１	 

説明のため出席した者の職氏名	 	 ……………………………………………	 ２２２	 

会議のため議場に出席した事務局職員	 	 ……………………………………	 ２２２	 

開	 	 議	 	 ………………………………………………………………………	 ２２３	 

日程第１	 	 一般質問	 

	 ２番	 滝波登喜男君	 

１．温泉施設、まだまだ町民の理解を得られてい	 

	 	 ない	 	 ……………………………………………	 ２２４	 

２．松岡公園整備事業、今の計画で人が来たくな	 

	 	 る施設になるの	 	 ………………………………	 ２３９	 

３．永平寺口駅周辺整備事業、経済効果はどれほ	 

	 	 ど	 	 ………………………………………………	 ２４３	 

１５番	 伊藤	 博夫君	 

１．脱原発・自然エネルギーに対する、町長の今	 

	 	 後の思いをお聞かせ下さい	 	 …………………	 ２４７	 

２．ＴＰＰに参加した場合の農産物の本町への影	 

	 	 響は	 	 ……………………………………………	 ２５２	 

３．暴力団排除条例について	 	 ……………………	 ２５４	 

散	 	 会	 	 ………………………………………………………………………	 ２５８	 



	 －8－	 

第２０日（１２月１３日開会）	 

議事日程（第５号）	 ……………………………………………………………	 ２５９	 

会議に付した事件	 	 ……………………………………………………………	 ２６０	 

出欠席議員の番号氏名	 	 ………………………………………………………	 ２６１	 

説明のため出席した者の職氏名	 	 ……………………………………………	 ２６１	 

会議のため議場に出席した事務局職員	 	 ……………………………………	 ２６２	 

開	 	 議	 	 ………………………………………………………………………	 ２６３	 

日程第	 １	 議案第２７号	 

平成２２年度永平寺町一般会計及び特別会計の決算認定	 

について	 	 ……………………………………………………	 ２６３	 

日程第	 ２	 議案第２８号	 

平成２２年度永平寺町上水道事業会計の決算認定につい	 

て	 	 ……………………………………………………………	 ２７５	 

日程第	 ３	 議案第３６号	 

平成２３年度永平寺町一般会計補正予算について	 	 ……	 ２７８	 

日程第	 ４	 議案第３７号	 

平成２３年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予	 

算について	 	 …………………………………………………	 ２７８	 

日程第	 ５	 議案第３８号	 

平成２３年度永平寺町介護保険特別会計補正予算につい	 

て	 	 ……………………………………………………………	 ２７８	 

日程第	 ６	 議案第３９号	 

平成２３年度永平寺町簡易水道事業特別会計補正予算に	 

ついて	 	 ………………………………………………………	 ２７８	 

日程第	 ７	 議案第４０号	 

平成２３年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算につ	 

いて	 	 …………………………………………………………	 ２７８	 

日程第	 ８	 議案第４１号	 

平成２３年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予	 

算について	 	 …………………………………………………	 ２７８	 

日程第	 ９	 議案第４２号	 

平成２３年度永平寺町上水道事業会計補正予算について	 



	 －9－	 

	 	 ………………………………………………………………	 ２７８	 

日程第１０	 議案第４４号	 

永平寺町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条	 

例の制定について	 	 …………………………………………	 ２８８	 

日程第１１	 議案第４５号	 

永平寺町下水道条例の一部を改正する条例の制定につい	 

て	 	 ……………………………………………………………	 ３０１	 

日程第１２	 議案第４６号	 

字の区域の変更について	 	 …………………………………	 ３０５	 

日程第１３	 陳情第	 ４号	 

地方財政の充実・強化を求める意見書採択について	 	 …	 ３０６	 

追加日程第	 １	 発議第８号	 

地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について	 

	 	 ………………………………………………………………	 ３０７	 

日程第１４	 陳情第	 ５号	 

「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書採択を求	 

める陳情について	 	 …………………………………………	 ３１０	 

追加日程第	 ２	 発議第９号	 

緊急事態基本法の早期制定を求める意見書の提出につい	 

て	 	 ……………………………………………………………	 ３１３	 

日程第１５	 閉会中の継続審査の申出	 	 ……………………………………	 ３２１	 

閉	 	 会	 	 ………………………………………………………………………	 ３２３	 

	 


