
平成２８年３月江北町議会定例会会議結果  

議案番号  件        名  内       容  審議結果  

議案第  １号  

行政不服審査法の施行に伴  

う関係条例の整備に関する  

条例の制定ついて  

行政不服審査法が全部改正され、新し

い行政不服審査法が施行されることに

伴い、関係条例を制定するもの 

（施行日）平成２８年４月１日  

原案可決  

（全員賛成） 

議案第  ２号  

地方公務員法の一部改正に  

伴う関係条例の整備に関す  

る条例の制定について  

地方公務員法の一部改正に伴い、関

係条例を制定するもの 

（施行日）平成 2８年４月１日  

原案可決  

（全員賛成） 

議案第  ３号  
江北町町営住宅基金条例の

制定について 

町営住宅の建設及び改修に充てるた

め、江北町町営住宅基金条例を制定

するもの 

（施行日）公布の日から施行する 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第  ４号  

江北町議会議員の議員報酬

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  

江北町一般職の給与改定に伴い、特

別職の期末手当の支給割合を改正す

るため、江北町議会議員の議員報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を

改正するもの 

（施行日）公布の日から施行する 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第  ５号  

江北町長及び副町長の給与

に関する条例等の一部を改正

する条例について  

江北町一般職の給与改定に伴い、特

別職の期末手当の支給割合を改正す

るため、江北町長及び副町長の給与

に関する条例及び江北町教育委員

会教育長の給与、旅費、勤務時間そ

の他の勤務条件に関する条例の一部

を改正するもの 

（施行日）公布の日から施行する 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第  ６号  

江北町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例につ

いて 

江北町職員の給与改定を行いたいの

で、江北町職員の給与に関する条例

の一部を改正するもの 

（施行日）公布の日から施行する 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第  ７号  
江北町育英資金貸付条例の

一部を改正する条例について  

経済的理由により、就学が困難なもの

に対し、経済負担を軽減するため、条

例の一部を改正するもの 

（施行日）平成 2８年４月１日  

原案可決  

（全員賛成） 

議案第  ８号  

江北町家庭的保育事業等の

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 

江北町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準の一部が改正

されることに伴い、条例の一部を改

正するもの 

（施行日）平成２８年４月１日  

原案可決  

（賛成多数） 



議案第  ９号  

江北町集会所、江北町町民研

修施設、江北町生活館、江北

町上区活性化センター及び江

北町農家高齢者創作活動施

設の指定管理者の指定につい

て 

地方自治法第２４４条の２第６項の規定

により、指定管理者の指定をしようと

するもの  

（管理を行わせる機関） 
平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日  

原案可決  

（全員賛成） 

議案第１０号  

行政不服審査法第８１条第１

項の機関に関する事務の委託

に係る協議について 

地方自治法第２５２条の１４第３項の規

定において準用する同法第２５２条の２

の２第３項の規定により提案するもの  

（施行日）平成２８年４月１日  

原案可決  

（全員賛成） 

議案第１１号  
平成２７年度江北町一般会計

補正予算（第４号） 

 

補正額  △１億３，２３４万円  

（予算総額  4９億５，３１１万９千円） 

 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第１２号  

平成２７年度江北町無資力  

臨鉱ポンプ等維持管理事業  

特別会計補正予算（第１号） 

補正額  △１，０７０万７千円  

（予算総額  １億３，４１６万円） 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第１３号  

平成２７年度江北町国民健  

康保険事業特別会計補正予  

算（第４号）  

補正額   ３４万３千円  

（予算総額  １４億８，５６３万８千円） 

原案可決  

（賛成多数） 

議案第１４号  

平成２７年度江北町後期高  

齢者医療特別会計補正予算  

（第２号）  

補正額    ５万６千円  

（予算総額  １億７２０万円） 

原案可決  

（賛成多数） 

議案第１５号  
平成２７年度江北町水道事業

特別会計補正予算（第２号） 

 

・収益的支出  

 補正額  支出    4 万 1 千円  

（支出総額 2 億 6,102 万 8 千円）  

  

原案可決  

（賛成多数） 

議案第１６号  

平成２７年度江北町下水道  

事業特別会計補正予算（第  

３号）  

 

補正額    ５８６万４千円  

（予算総額  ６億８,０８７万３千円） 

 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第１７号  
平成２８年度江北町一般会  

計予算  
予算額  ４０億８００万円  

(対前年度比 9 億 6,900 万円（19.5%)減） 

原案可決  

（賛成多数） 

議案第１８号  

平成２８年度江北町無資力  

臨鉱ポンプ等維持管理事業  

特別会計予算  

予算額  1 億３,８５３万４千円  
(対前年度比  ６３３万３千円（4.4%)減 ) 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第１９号  
平成２８年度江北町国民健  

康保険事業特別会計予算  
予算額  1４億１,１５９万７千円  

(対前年度比  1,728 万 1 千円（1.3%)増 )  

原案可決  

（賛成多数） 

議案第２０号  
平成２８年度江北町後期高齢

者医療特別会計予算  
予算額  1 億７１９万３千円  

(対前年度比  ５３万４千円（0.5%)減 ) 
原案可決  

（賛成多数） 

議案第２１号  
平成２８年度江北町水道事業

特別会計予算  

・収益的収入及び支出  

予算額  収入 2 億 7,434 万 1 千円  

支出 2 億 6,813 万 1 千円  

・資本的収入及び支出  

原案可決  

（賛成多数） 



 予算額  収入   101 万 1 千円  

支出  4,460 万円  

不足額については損益勘定留保資

金等で補填  

議案第２２号  
平成２８年度江北町下水道事

業特別会計予算  

 

予算額  ７億６,３９１万７千円  
（対前年度比 9,386 万 5 千円（14.0%)増） 

 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第２３号  
江北町固定資産評価審査委

員会委員の選任について  

固定資産評価審査委員会の委員に

選任したいので、地方税法第 423 条

第 3 項の規定により、議会の同意を

求めるもの  

（選任する委員）岸川 源司（再任） 

同意  

（全員賛成） 

議案第２４号  
平成２７年度江北町一般会  

計補正予算（第５号）  

 

補正額  ２，０４２万５千円  

（予算総額  ４９億７，３５４万４千円） 

 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第２５号  副町長の選任について  

現副町長の任期満了に伴い、副町長  

を選任いたしたく、地方自治法の規  

定により、議会の同意を求めるもの  

(選任する副町長）山中秀夫（再任）  

同意  

（全員賛成） 

報告第  １号  

江北町税条例の一部を改正  

する条例の一部を改正する  

条例の専決処分について  

江北町税条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例を地方自

治法第１７９条第１項の規定によ

り、専決処分するもの  

原案可決  

（全員賛成） 

請願第１号  
ＴＰＰ協定を国会で批准し  

ないことを求める請願  

国会決議に違反するＴＰＰ協定の批  

准は行わないこと  

原案否決  

（賛成少数） 

 


