
平成２７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  

江北町防災広場の設置及び  

管理に関する条例の制定に  

ついて  

地域住民の緊急避難場所等として江

北町防災広場を設置するため、この条

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  ２号  

江北町教育長の勤務時間、  

休暇等及び職務に専念する  

義務の特例に関する条例の  

制定について  

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伴い、江北町教

育長の勤務時間、休暇等及び職務に

専念する義務の特例に関する条例を

定める必要があるためこの条例を制定

するもの 

（施行日）平成 2７年４月１日  

原案可決  

（賛成多数） 

議案第  ３号  

江北町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の利

用者負担額を定める条例の制

定について 

子ども・子育て支援法の制定に伴い、

特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の利用者負担額に関する徴

収根拠及び必要事項を条例で定める

必要があるため、この条例を制定するも

の 

（施行日）法の施行の日から施行する  

原案可決  

（全員賛成） 

議案第  ４号  
江北町行政手続条例の一部

を改正する条例について 

行政手続法の一部改正に伴い、この条

例の一部を改正するもの 

（施行日）平成 2７年４月１日   

原案可決  

（全員賛成） 

議案第  ５号  

特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償支給に

関する条例の一部を改正する

条例について 

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伴い、特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償支給に関する条例の一部を改正す

るもの 

（施行日）規則で定める日から施行する  

原案可決  

（賛成多数） 

議案第  ６号  

江北町特別職報酬審議会条

例の一部を改正する条例につ

いて 

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伴い、江北町特

別職報酬等審議会条例の一部を改正

するもの 

（施行日）規則で定める日から施行する  

原案可決  

（賛成多数） 

議案第  ７号  

江北町長及び副町長の給与

に関する条例の一部を改正す

る条例について  

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伴い、江北町長

及び副町長の給与に関する条例の一

部を改正するもの 

（施行日）規則で定める日から施行する  

原案可決  

（賛成多数） 

議案第  ８号  
江北町手数料徴収条例の一

部を改正する条例について  

農地法の一部改正に伴い、江北町手

数料徴収条例の一部を改正するもの 

（施行日）平成２７年４月１日  

原案可決  

（全員賛成） 

議案第  ９号  

上小田住宅建設工事（建築）

工事請負契約の一部変更に

ついて 

795 万 3,120 円を増額し変更契約する

もの 

原案可決  

（全員賛成） 



議案第１０号  

上小田住宅建設工事（機械設

備）工事請負契約の一部変更

について 

1,886 万 7,600 円を減額し変更契約す

るもの 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第１１号  

上小田住宅建設工事（電気設

備）工事請負契約の一部変更

について 

1,298 万 9,160 円を増額し変更契約す

るもの 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第１２号  
平成２６年度江北町一般会計

補正予算（第５号） 

 

補正額  △１億４，３８６万７千円  

（予算総額  4９億７，４６６万９千円） 

 

原案可決  

（賛成多数） 

議案第１３号  

平成２６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３号） 

補正額  △１，１６９万６千円  

（予算総額  １億７，３７６万５千円） 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第１４号  
平成２６年度江北町水道事業

特別会計補正予算（第３号） 

 

・収益的支出  

 補正額  支出  △  87 万円  

 

・資本的収入及び支出  

 補正額  収入  △  616 万 7 千円  

     支出  △  680 万円  

 

原案可決  

（賛成多数） 

議案第１５号  

平成２６年度江北町下水道  

事業特別会計補正予算（第  

４号）  

 

補正額△１億 66 万 9 千円  

（予算総額  ７億１,７３１万 9 千円） 

 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第１６号  
平成２７年度江北町一般会  

計予算  
予算額  ４９億７,700 万円  

(対前年度比 5,300 万円（1．1)増） 

原案可決  

（賛成多数） 

議案第１７号  

平成２７年度江北町無資力  

臨鉱ポンプ等維持管理事業  

特別会計予算  

予算額  1 億４,４８６万 7 千円  
(対前年度比１，０９７万３千円 (7.0%)減 ) 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第１８号  
平成２７年度江北町国民健  

康保険事業特別会計予算  
予算額  1３億９,４３１万６千円  

(対前年度比 1 億 5,343 万 6 千円（12.4%）増 )  

原案可決  

（賛成多数） 

議案第１９号  
平成２７年度江北町後期高齢

者医療特別会計予算  
予算額  1 億７７２万７千円  

(対前年度比 256 万 4 千円（2.3%)減 ) 

原案可決  

（賛成多数） 

議案第２０号  
平成２７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 6,420 万 5 千円  

支出 2 億 6,098 万 7 千円  

・資本的収入及び支出  

 予算額  収入   64 万 8 千円  

支出 １ ,786 万 5 千円  

不足額については損益勘定留保資

金等で補填  

原案可決  

（賛成多数） 



議案第２１号  
平成２７年度江北町下水道事

業特別会計予算  

 

予算額  6 億７,００５万２千円  
（対前年度比 1 億 4,505 万 3 千円 (17.8%)減）  

 

原案可決  

（全員賛成） 

議案第２２号  
平成２６年度江北町一般会  

計補正予算（第６号）  

 

補正額  ４，７４６万２千円  

（予算総額  ５０億２，２１３万１千円） 

 

原案可決  

（全員賛成） 

発議第１号  
江北町議会委員会条例の一  

部を改正する条例について  

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と併せ  

、地方自治法第 121 条（長及び委員  

長等の出席義務）が改正されたこと  

から、江北町議会委員会条例第 17 条  

を改正するものである。  

原案可決  

（賛成多数） 

 


