
目 次 

 

  目     次   

 

○第１号（３月１０日） 

議事日程 第１号………………………………………………………………………………………………１ 

本日の会議に付した事件………………………………………………………………………………………３ 

出席議員…………………………………………………………………………………………………………４ 

欠席議員…………………………………………………………………………………………………………４ 

会議録署名議員…………………………………………………………………………………………………４ 

職務のため議場に出席した事務職員の職氏名………………………………………………………………４ 

説明のため出席した者…………………………………………………………………………………………４ 

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

町長挨拶…………………………………………………………………………………………………………５ 

開  議…………………………………………………………………………………………………………７ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名…………………………………………………………………………８ 

日程第 ２ 会期の決定………………………………………………………………………………………８ 

日程第 ３ 議長諸報告………………………………………………………………………………………８ 

日程第 ４ 請願・陳情文書表………………………………………………………………………………９ 

日程第 ５ 発議第 １号 議員派遣の件について………………………………………………………９ 

日程第 ６ 発議第 ２号 みなかみ町議会委員会条例の一部を改正する条例につ 

             いて…………………………………………………………………………１０ 

日程第 ７ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることに 

             ついて………………………………………………………………………１１ 

日程第 ８ 議案第 １号 利根沼田学校組合規約の変更に関する協議について…………………１２ 

日程第 ９ 議案第 ２号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議に 

             ついて………………………………………………………………………１３ 

日程第１０ 議案第 ３号 みなかみ町過疎地域自立促進計画の変更について……………………１４ 

日程第１１ 議案第 ４号 みなかみ町営前中原土地改良事業計画の概要を定める 

             ことについて………………………………………………………………１５ 

日程第１２ 議案第 ５号 町道路線の廃止について…………………………………………………１６ 

      議案第 ６号 町道路線の認定について…………………………………………………１６ 

日程第１３ 議案第 ７号 みなかみ町行政手続条例の一部を改正する条例につい 

             て……………………………………………………………………………１９ 

日程第１４ 議案第 ８号 みなかみ町自家用有償バス運行基金条例を廃止する条 

             例について…………………………………………………………………２０ 

日程第１５ 議案第 ９号 みなかみ町墓地条例について……………………………………………２１ 

日程第１６ 議案第１０号 みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例につい 

             て……………………………………………………………………………２２ 

      議案第１１号 みなかみ町地域包括支援センターの職員及び運営に関 



目 次 

             する基準を定める条例について…………………………………………２２ 

      議案第１２号 みなかみ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営 

             並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効 

             果的な支援の方法に関する基準を定める条例について………………２２ 

日程第１７ 議案第１３号 みなかみ町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……………………………………………………………２５ 

      議案第１４号 みなかみ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の 

             人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ 

             ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に 

             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……………………………………………………………………………２６ 

日程第１８ 議案第１５号 みなかみ町立保育園条例等の一部を改正する条例につ 

             いて…………………………………………………………………………２８ 

      議案第１６号 みなかみ町立認定こども園条例について………………………………２８ 

      議案第１７号 みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事 

             業の利用者負担等に関する条例について………………………………２８ 

日程第１９ 議案第１８号 みなかみ町子育て支援条例の一部を改正する条例につ 

             いて…………………………………………………………………………３１ 

日程第２０ 議案第１９号 奥利根アメニティパーク維持管理基金条例を廃止する 

             条例について………………………………………………………………３２ 

日程第２１ 議案第２０号 みなかみ町鳥獣被害対策実施隊条例の一部を改正する 

             条例について………………………………………………………………３２ 

日程第２２ 議案第２１号 みなかみ町相俣ダム周辺レクリエーション施設条例の 

             一部を改正する条例について……………………………………………３３ 

      議案第２２号 みなかみ町武尊青少年旅行村条例の一部を改正する条 

             例について…………………………………………………………………３３ 

      議案第２３号 みなかみ町農村交流公園条例の一部を改正する条例に 

             ついて………………………………………………………………………３３ 

      議案第２４号 みなかみ町真沢ファーム交流施設条例の一部を改正す 

             る条例について……………………………………………………………３３ 

      議案第２５号 みなかみ町ふれあい交流館条例の一部を改正する条例 

             について……………………………………………………………………３３ 

      議案第２６号 みなかみ町営温泉センター「三峰の湯」条例の一部を 

             改正する条例について……………………………………………………３４ 

      議案第２７号 みなかみ町ふれあい・やすらぎ温泉センター条例の一 

             部を改正する条例について………………………………………………３４ 

      議案第２８号 みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例の一部を改正する 



目 次 

 

             条例について………………………………………………………………３４ 

      議案第２９号 みなかみ町健康福祉施設「湯テルメ・谷川」条例の一 

             部を改正する条例について………………………………………………３４ 

日程第２３ 議案第３０号 みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条 

             例について…………………………………………………………………４１ 

日程第２４ 議案第３１号 みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例につ 

             いて…………………………………………………………………………４２ 

日程第２５ 議案第３２号 みなかみ町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義 

             務の特例に関する条例について…………………………………………４３ 

      議案第３３号 みなかみ町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及びみなかみ町長、副町長の給与 

             及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について………………４３ 

日程第２６ 議案第３４号 みなかみ町教育環境整備基金条例を廃止する条例につ 

             いて…………………………………………………………………………４６ 

日程第２７ 議案第３５号 指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業 

             所 デイサービスセンターほたるの苑）………………………………４７ 

      議案第３６号 指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業 

             所 水上デイサービスセンター）………………………………………４７ 

      議案第３７号 指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業 

             所 新治ふれあいセンター）……………………………………………４７ 

      議案第３８号 指定管理者の指定について（みなかみ町福祉センタ 

             ー）…………………………………………………………………………４７ 

日程第２８ 議案第３９号 平成２７年度みなかみ町一般会計予算について………………………５０ 

      議案第４０号 平成２７年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算に 

             ついて………………………………………………………………………５０ 

      議案第４１号 平成２７年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計予算 

             について……………………………………………………………………５０ 

      議案第４２号 平成２７年度みなかみ町介護保険特別会計予算につい 

             て……………………………………………………………………………５０ 

      議案第４３号 平成２７年度みなかみ町下水道事業特別会計予算につ 

             いて…………………………………………………………………………５０ 

      議案第４４号 平成２７年度みなかみ町水道事業会計予算について…………………５０ 

日程第２９ 議案第４５号 平成２６年度みなかみ町一般会計補正予算（第７号） 

             について……………………………………………………………………５５ 

日程第３０ 議案第４６号 平成２６年度みなかみ町国民健康保険特別会計補正予 

             算（第３号）について……………………………………………………６９ 

      議案第４７号 平成２６年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算 

             （第１号）について………………………………………………………６９ 



目 次 

      議案第４８号 平成２６年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算 

             （第４号）について………………………………………………………６９ 

      議案第４９号 平成２６年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第４ 

             号）について………………………………………………………………６９ 

日程第３１ 一般質問………………………………………………………………………………………７１ 

    ◇ 林 一彦 君……１．町道合瀬～入須川線林道の整備…………………………………７１ 

散  会………………………………………………………………………………………………………７７ 

 

○第２号（３月１１日） 

議事日程 第２号……………………………………………………………………………………………７９ 

本日の会議に付した事件……………………………………………………………………………………７９ 

出席議員………………………………………………………………………………………………………８０ 

欠席議員………………………………………………………………………………………………………８０ 

職務のため議場に出席した事務職員の職氏名……………………………………………………………８０ 

説明のため出席した者………………………………………………………………………………………８０ 

開  会………………………………………………………………………………………………………８１ 

開  議………………………………………………………………………………………………………８１ 

日程第 １ 一般質問………………………………………………………………………………………８１  

    ◇ 林 誠行 君……１．エネルギー政策について…………………………………………８１  

              ２．高齢者の見守り事業について……………………………………８７  

    ◇ 原澤良輝 君……１．高校生の医療費無償化……………………………………………９０  

              ２．アグロフォレストリー「農業と林業の有機的結  

                合」でみなかみ創生を……………………………………………９４  

              ３．天気予報・群馬県北部の予報に違和感…………………………９８  

    ◇ 髙橋久美子 君……１．まち・ひと・しごと創生で、温かな活気あるま  

                ちづくりについて………………………………………………１０２  

    ◇ 前田善成 君……１．大きく変わる幼稚園から義務教育の教育制度と  

                高等教育の機会平等について…………………………………１１２  

              ２．現代社会における貧困対策と社会保障について……………１２３  

休会の件……………………………………………………………………………………………………１２４  

散  会……………………………………………………………………………………………………１２５  

 

○第３号（３月２０日） 

議事日程 第３号…………………………………………………………………………………………１２７ 

本日の会議に付した事件…………………………………………………………………………………１２８ 

出席議員……………………………………………………………………………………………………１２９ 

欠席議員……………………………………………………………………………………………………１２９ 

職務のため議場に出席した事務職員の職氏名…………………………………………………………１２９ 



目 次 

 

説明のため出席した者……………………………………………………………………………………１２９ 

開  会……………………………………………………………………………………………………１３０ 

開  議……………………………………………………………………………………………………１３０ 

日程第 １ 閉会中の継続調査に関する委員長報告について………………………………………１３０ 

日程第 ２ 議案第５０号 みなかみ町教育長の任命について……………………………………１３３ 

日程第 ３ 議案第５１号 都市再生整備計画事業後閑町組周辺地区（仮称）みな 

             かみ町後閑公民館新築工事の建設工事請負契約締結に 

             ついて……………………………………………………………………１３４ 

日程第 ４ 議案第５２号 平成２６年度みなかみ町一般会計補正予算（第８号） 

             について…………………………………………………………………１３６ 

日程第 ５ 請願第 １号 国保税引下げと早期県への移管に関する請願書……………………１３８ 

      請願第 ２号 老人福祉施設の適正配置についての請願……………………………１３８ 

      請願第 ３号 年金引下げの流れを止めることを国に求める請願書………………１３８ 

日程第 ６ 陳情第 ３号 猿ヶ京温泉にサッカー場を建設する陳情書（１２月定 

             例会継続審議）…………………………………………………………１４１ 

      請願第 ４号 町道粟沢西線、上の原の除雪の推進及び消雪施設等の 

             早期実施に関する請願書………………………………………………１４１ 

      請願第 ５号 風和の湯源泉排湯の活用についての請願書…………………………１４１ 

日程第 ７ 議案第 ９号 みなかみ町墓地条例について…………………………………………１４６ 

      議案第１０号 みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例につい 

             て…………………………………………………………………………１４６ 

      議案第１１号 みなかみ町地域包括支援センターの職員及び運営に関 

             する基準を定める条例について………………………………………１４６ 

      議案第１２号 みなかみ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営 

             並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効 

             果的な支援の方法に関する基準を定める条例について……………１４６ 

      議案第１５号 みなかみ町立保育園条例等の一部を改正する等の条例 

             について…………………………………………………………………１４６ 

      議案第１６号 みなかみ町立認定こども園条例について……………………………１４６ 

      議案第１７号 みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事 

             業の利用者負担等に関する条例について……………………………１４６ 

日程第 ８ 議案第３１号 みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例につ 

             いて………………………………………………………………………１６６ 

日程第 ９ 議案第４６号 平成２６年度みなかみ町国民健康保険特別会計補正予 

             算（第３号）について…………………………………………………１６７ 

      議案第４７号 平成２６年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算 

             （第１号）について……………………………………………………１６７ 

      議案第４８号 平成２６年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算 



目 次 

             （第４号）について……………………………………………………１６７ 

      議案第４９号 平成２６年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第４ 

             号）について……………………………………………………………１６８ 

日程第１０ 議案第３９号 平成２７年度みなかみ町一般会計予算について……………………１７０ 

日程第１１ 議案第４０号 平成２７年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算に 

             ついて……………………………………………………………………１７４ 

      議案第４１号 平成２７年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計予算 

             について…………………………………………………………………１７４ 

      議案第４２号 平成２７年度みなかみ町介護保険特別会計予算につい 

             て…………………………………………………………………………１７４ 

      議案第４３号 平成２７年度みなかみ町下水道事業特別会計予算につ 

             いて………………………………………………………………………１７４ 

      議案第４４号 平成２７年度みなかみ町水道事業会計予算について………………１７４ 

日程第１２ 地域活性化対策特別委員会委員長報告（中間報告）…………………………………１８１ 

日程第１３ 閉会中の継続審査・調査申出について…………………………………………………１８３ 

日程第１４ 字句等の整理委任について………………………………………………………………１８４ 

町長閉会挨拶………………………………………………………………………………………………１８４ 

議長閉会挨拶………………………………………………………………………………………………１８６ 

閉  会……………………………………………………………………………………………………１８６ 

 


