
 －1－ 

令和３年第７回永平寺町議会定例会会議録目次 

─────────────────── 

第１日（１１月２９日開会） 

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

会議に付した事件  ……………………………………………………………   ２ 

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  ……………………………………………   ２ 

会議のため議場に出席した事務局職員  ……………………………………   ３ 

開  会  ………………………………………………………………………   ４ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名  ………………………………………   ４ 

日程第 ２ 会期の決定  ……………………………………………………   ４ 

日程第 ３ 諸般の報告  ……………………………………………………   ５ 

      町長招集あいさつ  ……………………………………………   ５ 

日程第 ４ 承認第１８号 

損害賠償の額を定めることの専決処分の承認について 

  ………………………………………………………………   ９ 

日程第 ５ 議案第６６号 

令和２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  ………………………………………………………  １１ 

日程第 ６ 議案第６７号 

令和２年度永平寺町上水道事業会計の剰余金処分及び決 

算認定について  ……………………………………………  １９ 

日程第 ７ 議案第７７号 

令和３年度永平寺町一般会計補正予算について  ………  ２０ 

日程第 ８ 議案第７８号 

令和３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 ９ 議案第７９号 

令和３年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算につい 

て  ……………………………………………………………  ２０ 

日程第１０ 議案第８０号 

永平寺町行政手続における押印見直しに伴う関係条例の 



 －2－ 

整備に関する条例の制定について  ………………………  ２１ 

日程第１１ 議案第８１号 

永平寺町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定 

について  ……………………………………………………  ２１ 

日程第１２ 議案第８２号 

永平寺町暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて  ………………………………………………………  ２１ 

日程第１３ 議案第８３号 

永平寺町一般職の職員の給与に関する条例及び永平寺町 

特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部を改 

正する条例の制定について  ………………………………  ２２ 

日程第１４ 議案第８４号 

永平寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制 

定について  …………………………………………………  ３０ 

日程第１５ 議案第８５号 

永平寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 

について  ……………………………………………………  ３１ 

日程第１６ 議案第８６号 

指定管理者の指定について  ………………………………  ３１ 

日程第１７ 議員派遣の件  …………………………………………………  ３２ 

散  会  ………………………………………………………………………  ３３ 



 －3－ 

第２日（１２月６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  ……………………………………………  ３５ 

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 

 ３番 中村勘太郎君 

１．コンパクトシティー・永平寺町公共施設の在り 

  方は  ……………………………………………  ３７ 

１３番 朝井征一郎君 

１．インフルエンザウィルスも防ぐには  ………  ４８ 

２．行政相談について  ……………………………  ５０ 

３．子どもの虐待を防ぐために  …………………  ５３ 

 ６番 齋藤 則男君 

１．子供たちを守る、環境づくりを  ……………  ５６ 

 ９番 長岡千惠子君 

１．幼稚園・幼児園の入園申込書の変更を  ……  ６６ 

２．幼稚園・幼児園の入園申込状況と令和５年度の 

  対応は  …………………………………………  ７１ 

３．コロナ禍で奨学金制度の構築を  ……………  ７５ 

 ７番 江守  勲君 

１．防災力向上の取り組みの進捗は  ……………  ８２ 

延  会  ………………………………………………………………………  ９２ 



 －4－ 

第３日（１２月７日開会） 

議事日程（第３号） ……………………………………………………………  ９３ 

会議に付した事件  ……………………………………………………………  ９３ 

出欠席議員の番号氏名  ………………………………………………………  ９３ 

説明のため出席した者の職氏名  ……………………………………………  ９３ 

会議のため議場に出席した事務局職員  ……………………………………  ９４ 

開  議  ………………………………………………………………………  ９５ 

日程第１  一般質問 

 １番 松川 正樹君 

１．町独自のカリキュラムは誰が作成するのか 

  ………………………………………………………  ９５ 

２．「文化・芸術」が弱いと指摘されたが…… 

  ………………………………………………………  ９８ 

３．えい坊館はあのままですか  ………………… １０５ 

４．マルトリートメント（不適切な養育）という専 

  門語を知ってほしい  ………………………… １０８ 

５．「物書きて扇引きさく余波哉」（松尾芭蕉）を 

  まちおこしに  ………………………………… １１１ 

１０番 川崎 直文君 

１．学生や若者による地域での活動は  ………… １１４ 

２．地域おこし協力隊制度の活用は  …………… １１９ 

３．住民相互による自発的な地域づくり活動は 

  ……………………………………………………… １２３ 

４．住民主体で運営する助け合い活動は  ……… １２５ 

１２番 酒井 秀和君 

１．永平寺地区事業計画の実行を  ……………… １２９ 

２．交流人口拡大は世界視野の対策を  ………… １３６ 

 ２番 上田  誠君 

１．小・中の統廃合は地域から若者、子供が消え地 

  域衰退への道……………………………………… １４８ 

２．公民館は学校と同じミニマムインフラ 

  （なくてはならない基礎の公共施設）  …… １５９ 



 －5－ 

３．ワクチン接種の現状と勧奨の充実を  ……… １６４ 

 ４番 金元 直栄君 

１．再度、米価下落への支援を  ………………… １６７ 

２．繰り返し問う、人口増対策（減防止）は、行政 

  がとりくまないと人口はどんどん減っていく 

  ……………………………………………………… １７４ 

３．学校のあり方検討に向けて、町長の責務は 

  ……………………………………………………… １８１ 

延  会  ……………………………………………………………………… １８７ 



 －6－ 

第４日（１２月８日開会） 

議事日程（第４号） …………………………………………………………… １８９ 

会議に付した事件  …………………………………………………………… １８９ 

出欠席議員の番号氏名  ……………………………………………………… １８９ 

説明のため出席した者の職氏名  …………………………………………… １８９ 

会議のため議場に出席した事務局職員  …………………………………… １９０ 

開  議  ……………………………………………………………………… １９１ 

日程第１  一般質問 

１１番 酒井 和美君 

１．永平寺町の文化財について  ………………… １９１ 

 ５番 滝波登喜男君 

１．孤独な子ども・若者を守るため  …………… ２１３ 

２．高齢者ドライバーの事故防止を  …………… ２２６ 

散  会  ……………………………………………………………………… ２２９ 



 －7－ 

第５日（１２月９日開会） 

議事日程（第５号） …………………………………………………………… ２３１ 

会議に付した事件  …………………………………………………………… ２３１ 

出欠席議員の番号氏名  ……………………………………………………… ２３１ 

説明のため出席した者の職氏名  …………………………………………… ２３２ 

会議のため議場に出席した事務局職員  …………………………………… ２３３ 

開  議  ……………………………………………………………………… ２３４ 

日程第 １ 議案第７７号 

令和３年度永平寺町一般会計補正予算について  ……… ２３４ 

日程第 ２ 議案第７８号 

令和３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  …………………………………………………… ２６５ 

日程第 ３ 議案第７９号 

令和３年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算につい 

て  …………………………………………………………… ２６８ 

日程第 ４ 議案第８０号 

永平寺町行政手続における押印見直しに伴う関係条例の 

整備に関する条例の制定について  ……………………… ２７０ 

日程第 ５ 議案第８１号 

永平寺町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定 

について  …………………………………………………… ２７７ 

日程第 ６ 議案第８２号 

永平寺町暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて  ……………………………………………………… ２７９ 

日程第 ７ 議案第８４号 

永平寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制 

定について  ………………………………………………… ２８０ 

日程第 ８ 議案第８５号 

永平寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 

について  …………………………………………………… ２８３ 

日程第 ９ 議案第８６号 

指定管理者の指定について  ……………………………… ２８４ 



 －8－ 

日程第１０ 議案第８７号 

令和３年度永平寺町一般会計補正予算について  ……… ２９４ 

散  会  ……………………………………………………………………… ２９９ 



 －9－ 

第６日（１２月１５日開会） 

議事日程（第６号） …………………………………………………………… ３０１ 

会議に付した事件  …………………………………………………………… ３０１ 

出欠席議員の番号氏名  ……………………………………………………… ３０１ 

説明のため出席した者の職氏名  …………………………………………… ３０２ 

会議のため議場に出席した事務局職員  …………………………………… ３０３ 

開  議  ……………………………………………………………………… ３０４ 

日程第 １ 議案第７７号 

令和３年度永平寺町一般会計補正予算について  ……… ３０４ 

日程第 ２ 議案第７８号 

令和３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  …………………………………………………… ３０４ 

日程第 ３ 議案第７９号 

令和３年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算につい 

て  …………………………………………………………… ３０４ 

日程第 ４ 議案第８０号 

永平寺町行政手続における押印見直しに伴う関係条例の 

整備に関する条例の制定について  ……………………… ３０６ 

日程第 ５ 議案第８１号 

永平寺町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定 

について  …………………………………………………… ３０９ 

日程第 ６ 議案第８２号 

永平寺町暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて  ……………………………………………………… ３１０ 

日程第 ７ 議案第８４号 

永平寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制 

定について  ………………………………………………… ３１１ 

日程第 ８ 議案第８５号 

永平寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 

について  …………………………………………………… ３１２ 

日程第 ９ 議案第８６号 

指定管理者の指定について  ……………………………… ３１２ 



 －10－

日程第１０ 発委第 ３号 

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充 

実を求める意見書の提出について  ……………………… ３１３ 

日程第１１ 発委第 ４号 

永平寺町議会基本条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて  ………………………………………………………… ３１６ 

日程第１２ 委員会の閉会中の継続調査の申出  ………………………… ３１７ 

閉  会  ……………………………………………………………………… ３１９ 

 


