
平成２７年第１回大多喜町議会定例会９月会議を開きました。 

◎提出された議案の会議結果は次のとおりです。 

議案番号 件名及び内容 議決月日 審議結果 

同  意 

第 ５号 

固定資産評価審査委員会委員の選任について 

任期満了となる、固定資産評価審査委員会委員について、江沢

正明氏（西部田）を再任しました。 

９月９日 

原案 

同意 

議  案 

第４８号 

大多喜町公告式条例の一部を改正する条例の制定について 

旧上瀑保育園跡地を宅地分譲することから、掲示場を旧上瀑保

育園前から上瀑ふれあいセンター前へ移設するための改正をし

ました。 

９月９日 

原案 

可決 

議  案 

第４９号 

大多喜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 

平成２７年１０月５日から施行される番号法において、地方公

共団体も特定個人情報（個人番号を含む情報）に関して必要な措

置を講ずることとされている。 

このため、町個人情報保護条例において、特定個人情報につい

て規定の対象に加えるための改正をしました。 

９月９日 

原案 

可決 

議  案 

第５０号 

大多喜町行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

の制定について 

番号法においては、個人番号の利用範囲を限定的に規定してい

るが、地方公共団体が条例で利用する事務について定めれば、独

自利用が可能となっている。このため、下記の３事務について個

人番号を使用できるよう条例を制定しました。 

・子ども医療費の助成に関する条例による助成金の支給事務 

・ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による助成金の支

給事務 

・重度心身障害者の医療費助成に関する条例による助成金の支

給に関する事務 

９月９日 

原案 

可決 

議  案 

第５１号 

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

例の一部を改正する条例の制定について 

地域包括支援センター運営協議会委員の報酬を規定しました。 

報酬 半日額 ３，５００円 

９月９日 

原案 

可決 

議  案 

第５２号 

大多喜町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 番号法の施行により交付される通知カード及び個人番号カー

ドを、紛失や損傷した場合の再交付に係る手数料について規定し

ました。なお、初回交付時の手数料はかかりません。 

・通知カード再交付手数料   ５００円/枚 

・個人番号カード再交付手数料 ８００円/枚 

９月９日 

原案 

可決 

議  案 大多喜町介護予防・生活支援事業等利用者負担金徴収条例

の一部を改正する条例の制定について 
９月９日 

原案 



第５３号  介護予防・生活支援事業の利用者から負担金を徴収することを

定めている本条例において、緊急通報装置のレンタル料を１月当

たり３６０円と規定しているが、本年９月１日から委託業者が変

更となり委託金額が下がることから利用者負担額を改正しまし

た。（３６０円⇒２７０円） 

 なお、本人の負担額は、委託金額の１割相当額であるが、今後

の委託料金の変更も考慮し、金額表示を改め、月額委託料の１０

分の１と表示することにしました。 

可決 

議  案 

第５４号 

大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 番号法の中で、個人番号を利用することができる事務に、介護

保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施または保険料

の徴収に関する事務が規定されている。 

また、ネットワークを利用して他の公共機関と情報連携可能な

特定個人情報については、地方税、住民票、生活保護関係の情報

について可能とされている。このようなことから、介護保険料の

徴収猶予や、減免申請の確認事務について、個人番号を活用し、

業務効率の向上を図れるようにするための改正をしました。 

９月 10日 

原案 

可決 

議  案 

第５５号 

平成２７年度大多喜町一般会計補正予算（第５号） 

既定の歳入歳出予算の総額に、６１，０７９千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を ４，７７９，９６４千円としました。 

また、地方債の限度額についても下記のとおり変更しました。 

 ①上水道出資債  ２５，８００千円 ⇒ ２８，０００千円 

 ②道路整備事業債 ７７，０００千円 ⇒ ７１，１００千円 

９月 10日 

原案 

可決 

議  案 

第５６号 

平成２７年度大多喜町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号） 

既定の歳入歳出予算の総額から、７２９千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を１，５６５，７９３千円としました。 

９月 10日 

原案 

可決 

議  案 

第５７号 

平成２７年度大多喜町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

既定の歳入歳出予算の総額に、１３，５３３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を１，０８３，１９１千円としました。 

９月 10日 

原案 

可決 

議  案 

第５８号 

平成２７年度大多喜町水道事業会計補正予算（第１号） 

収益的収入を、１，０８８千円増額し、予定額を５０１，１６

７千円に、収益的支出を、３，１８１千円増額し、予定額を４９

５，２６９千円としました。 

また、資本的収入に６００千円増額し、予定額を８８，７７０

千円とし、資本的支出に２，８０２千円増額し、２２２，２９０

千円としました。 

９月 10日 

原案 

可決 

議  案 

第５９号 

平成２７年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計補正予算 

（第１号） 

収益的支出の総額から、８，５２２千円減額し、予定額を２９

１，０６３千円としました。 

９月 10日 

原案 

可決 



議  案 

第６０号 

平成２６年度大多喜町一般会計歳入歳出決算認定につい

て 

歳入総額          ４，９０５，５８０，０７０円 

歳出総額          ４，５１９，７４１，９０３円 

歳入歳出差引額         ３８５，８３８，１６７円 

翌年度に繰り越すべき財源    １０７，２４８，０００円 

実質収支額           ２７８，５９０，１６７円 

９月 18日 認定 

議  案 

第６１号 

平成２６年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳

入歳出決算認定について 

歳入総額                ３４５，０００円 

歳出総額                ３４５，０００円 

歳入歳出差引額                   ０円 

９月 18日 認定 

議  案 

第６２号 

平成２６年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について 

歳入総額          １，５０２，３９３，５３１円 

歳出総額          １，４２３，７１２，０６５円 

歳入歳出差引額          ７８，６８１，４６６円 

９月 18日 認定 

議  案 

第６３号 

平成２６年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定について 

歳入総額            １０８，５５２，０２８円 

歳出総額            １０７，８０８，８３８円 

歳入歳出差引額             ７４３，１９０円 

９月 18日 認定 

議  案 

第６４号 

平成２６年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

歳入総額          １，０８４，１１３，９６０円 

歳出総額          １，０１９，８２７，００１円 

歳入歳出差引額          ６４，２８６，９５９円 

９月 18日 認定 

議  案 

第６５号 

平成２６年度大多喜町水道事業会計利益の処分及び決算

認定について 

収益的収入           ５１３，３４１，３９８円 

収益的支出           ５０６，３７５，５３８円  

資本的収入            １０，８６８，８６８円 

資本的支出           １３５，４３９，５８４円  

９月 18日 

原案可決 

・ 

認定 

議  案 

第６６号 

平成２６年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算

認定について 

収益的収入          ２８２，２６６，３７５円 

収益的支出          ２９２，７０４，９４０円  

資本的収入                     ０円 

資本的支出             １，４５０，４０７円  

９月 18日 認定 

報  告 

第 ６号 

平成２６年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

 実質赤字比率      ―（赤字額なし） 

 連結実質赤字比率    ―（赤字額なし） 

９月 10日 ― 



実質公債費比率   ６．５％ 

 将来負担比率   ６４．２％ 

報  告 

第 ７号 

平成２６年度大多喜町水道事業会計決算に基づく資金不足比

率の報告について 

資金不足比率      ―（資金不足額なし） 

９月 10日 ― 

報  告 

第 ８号 

平成２６年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算に基

づく資金不足比率の報告について 

 資金不足比率      ―（資金不足額なし） 

９月 10日 ― 

選  挙 

第 １号 

選挙管理委員及び補充員の選挙について 

選挙結果 委員  末吉正治（粟又）   岩瀬貞夫（久我原） 

        渡邉 勝（小内）   宇野 徹（森宮） 

    補充員 吉野康夫（堀切）   矢代健雄（大多喜） 

        齋藤ふく代（堀之内） 伊嶋正尚（横山） 

９月 18日 ― 

発  議 

第 ６号 

安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書の提出について 

政府に対して、安全保障関連法案に関して、国民の不安や疑問

を真摯に受け止め、国民への丁寧な説明と、今国会での法改正の

成立にこだわらず、十分な時間をかけ慎重に審議されるよう要請

するものです。 

９月 18日 否決 

 


