
(令和2年3月定例会議審査分)

受付年月日 番号 件　　　名 陳　情　者 付託委員会 付託年月日 審査年月日 審査結果等

R2.2.12 143 回覧板による情報提供方法に関する陳情
浜田市日脚町184-1
　森谷　公昭

総務文教委員会 R2.2.25 R2.3.5
賛成多数
採択

R2.2.12 145
浜田市ホームページに掲載する会議開催案内を適切に機能させるこ
とを求める陳情

浜田市日脚町184-1
　森谷　公昭

総務文教委員会 R2.2.25 R2.3.5
賛成少数
不採択

R2.2.12 146 開示請求における適切な情報開示を求める陳情
浜田市日脚町184-1
　森谷　公昭

総務文教委員会 R2.2.25 R2.3.5
賛成なし
不採択

R2.2.12 149
はまだ特産品センター（お魚センター）の土地建物の購入及び解
散、清算に係る一連の流れを疑問なく整理することを求める陳情

浜田市日脚町184-1
　森谷　公昭

産業建設委員会 R2.2.25 R2.3.9
賛成少数
不採択

陳　情　審　査　結　果　等　報　告　書



〔日時〕　平成31年3月29日（金）午後4時24分～午後4時51分

〔場所〕　江津市役所 4階 第1委員会室 　

〔議事〕

議事 概　　要 結果

承認第1号
9月豪雨及びレジオネラ菌対
応に係る補正予算

全会一致
承認

議案第1号
開館時間及び休館日を規則に
委任するもの。

全会一致
可決

議案第2号
管理運営に関する規定を規則
に委任するもの。

全会一致
可決

議案第3号
平成31年度予算額
歳入歳出総額　20,984,000円

全会一致
可決

〔日時〕　令和元年9月26日（木）午後4時21分～午後4時33分

〔場所〕　浜田市役所 5階 議会全員協議会室

〔議事〕

議事 概　　要 結果

認定第1号

平成30年度決算額
　歳入合計 27,824,195円
　歳出合計 26,614,490円
　差引残高　1,209,705円

全会一致
認定

〔日時〕　令和元年12月20日（金）午後6時30分～午後8時30分

〔場所〕　有福温泉地域コミュニティ交流センター

専決処分の承認を求めることについ
て

浜田市江津市旧有福村有財産共同管
理組合温泉浴場設置及び管理に関す
る条例の一部を改正する条例の制定
について

 (2) 令和元年第1回 定例会

議　　題

平成30年度浜田市江津市旧有福村有
財産共同管理組合歳入歳出決算の認
定について

浜田市江津市旧有福村有財産共同管
理組合温泉浴場入湯料条例の一部を
改正する条例の制定について

平成31年度浜田市江津市旧有福村有
財産共同管理組合予算を定めること
について

2　第1回 有福温泉開発協議会

〔議題〕・公衆浴場の現状について

　　　　・有福温泉の現状と課題について

　　　　・共同管理組合の経緯及び旧有福村の合併協議について

浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合議会の開催状況等について

1　組合議会の開催状況

 (1) 平成31年第1回 定例会

議　　題

議会全員協議会資料
令和2年3月18日



区　分 議　題 概　要 結　果

議案第1号

浜田地区広域行政組合特別職
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について

介護認定審査においての報酬は、15,000
円を支給するものとし、それ以外の総
会、研修会等の会議については、他の委
員の報酬と同額の日額6,000円を支給する
ように改正を行うもの

原案可決

議案第2号
平成30年度浜田地区広域行政
組合一般会計補正予算（第4
号）

需用費、環境監視調査委託料、エコク
リーンセンター運転保守管理業務委託
料、溶融スラグ有害物質等試験、退職手
当特別負担金及び関係市負担金、可燃ご
み処理手数料及び発電収入などの増減に
よる調整、3,696千円の減額

原案可決

議案第3号
平成30年度浜田地区広域行政
組合介護保険特別会計補正予
算（第4号）

介護保険事務費、介護認定審査会費、介
護給付費、地域支援事業費及び基金積立
金の決算見込みの調整161,783千円減額
平成30年度に新設された「保険者機能強
化推進交付金」と、平成30年7月豪雨に伴
う「介護保険災害臨時特例補助金」の新
設により、17,993千円の増額

原案可決

議案第4号
平成31年度浜田地区広域行政
組合一般会計予算

予算額
　　　13億2,324万7千円

原案可決

議案第5号
平成31年度浜田地区広域行政
組合介護保険特別会計予算

予算額
　　 121億5,045万5千円

原案可決

区　分 議　題 概　要 結　果

承認第1号 専決処分の承認について

浜田地区広域行政組合介護保険条例の一
部を改正する条例について専決処分をし
たのでこれを報告し、議会の承認を求め
るもの「低所得者保険料軽減」

承認

議案第6号 訴えの提起について

広島高等裁判所松江支部平成30年（行
コ）第2号老人福祉法に基づく改善措置命
令処分等取消請求控訴事件について、次
のとおり上告を提起し、及び上告受理を
申し立てるため、議会の議決を求めるも
の

原案可決

区　分 議　題 概　要 結　果

承認第2号

専決処分の承認について（平
成31年度浜田地区広域行政組
合介護保険特別会計補正予算
（第1号））

浜田地区広域行政組合介護保険特別会計
補正予算（第1号）について専決処分した
ので、議会の承認を求めるもの
供託金　4,945千円増額

承認

認定第1号
平成30年度浜田地区広域行政
組合一般会計歳入歳出決算認
定について

監査委員の意見を付して議会の認定を受
けるもの

認定

⑵　第88回臨時会　平成31年4月23日（火）11:00～11:40　浜田市役所5階議会全員協議会室

⑶　第89回定例会　令和元年8月20日（火）13:30～16:59　浜田市役所5階議会全員協議会室

浜田地区広域行政組合議会の審議状況の報告について

浜田地区広域行政組合
令和2年3月6日

1　本　会　議

⑴　第87回定例会　平成31年3月22日（金）10:00～15:29  浜田市役所5階議会全員協議会室
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区　分 議　題 概　要 結　果

認定第2号
平成30年度浜田地区広域行政
組合介護保険特別会計歳入歳
出決算認定について

監査委員の意見を付して議会の認定を受
けるもの

認定

議案第7号
浜田地区広域行政組合負担金
条例の一部を改正する条例に
ついて

民生費「介護保険料低所得者保険料軽減
負担金」の負担割合を定めるもの

原案可決

議案第8号
浜田地区広域行政組合可燃ご
み処理施設条例の一部を改正
する条例について

消費税改正に伴い可燃ごみ処理手数料の
改定を行うもの
100円を101円に改める

原案可決

議案第9号
浜田地区広域行政組合介護給
付費準備基金条例の一部を改
正する条例について

介護給付費準備基金を地域支援事業の実
施に係る経費にも利用できるように改正
するもの

原案可決

議案第10号
元号を改める政令の施行に伴
う関係条例の整理に関する条
例について

元号の改正が必要な条例を改正するもの
「介護保険条例」、「介護保険の一部を
改正する条例」、「指定居宅介護支援等
の事業の人員及び運営に関する基準を定
める条例」

原案可決

議案第11号
令和元年度浜田地区広域行政
組合一般会計補正予算（第1
号）について

平成30年度決算に伴う繰越金、負担金及
び人件費の調整、1,044千円の減額

原案可決

議案第12号
令和元年度浜田地区広域行政
組合介護保険特別会計補正予
算（第2号）について

平成30年度決算に伴う繰越金、負担金及
び人件費の調整、396,689千円の増額

原案可決

区　分 議　題 概　要 結　果

選挙第1号
浜田地区広域行政組合議会議
長の選挙について

浜田市選出議員改選により、議長が欠け
たため、選挙を行う。

当選
（牛尾　昭）

同意第1号
浜田地区広域行政組合監査委
員の選任について

浜田市選出議員改選により、議会選出の
監査委員が欠けたため、新たな選任につ
いて議会の同意を求める。

同意
（岡本　正友）

承認第3号

専決処分の承認について（令
和元年度浜田地区広域行政組
合介護保険特別会計補正予算
（第3号））

委託料の増額、補償補填及び賠償金の支
払いにより、6,080千円増額

承認

議案第13号

浜田地区広域行政組合におい
て浜田市の条例を準用する条
例の一部を改正する条例につ
いて

地方公務員法及び地方自治法の一部を改
正する法律の施行に伴い、浜田市におい
て会計年度任用職員の給与及び費用弁償
に関する条例を制定されたことから、浜
田地区広域行政組合において浜田市の条
例を準用する条例の一部を改正するもの

原案可決

議案第14号
令和元年度浜田地区広域行政
組合一般会計補正予算（第2
号）について

給与改定及び中途退職に伴う人件費、事
業費確定に伴う不用額の調整、76千円減
額

原案可決

議案第15号
令和元年度浜田地区広域行政
組合介護保険特別会計補正予
算（第4号）について

給与改定、国庫補助金及び基金積立金の
調整、14,831千円増額

原案可決

⑷　第90回臨時会　令和元年12月23日（月）13:30～14:18　浜田市役所5階議会全員協議会室

2　全員協議会
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区　分 内　容

報告事項 1 平成29年度財務書類について

報告事項 2
エコクリーンセンターの年次
点検時期変更について

報告事項 3
浜田地区広域行政組合介護保
険条例の一部を改正する条例
の専決処分について

報告事項 4
人材育成事業「介護の入門的
研修実施事業」の実施結果に
ついて

報告事項 5
老人福祉法に基づく改善措置
命令処分等取消請求事件の控
訴審について

報告事項 6
平成30年7月豪雨に伴う介護保
険関係の取扱い変更について

区　分 内　容

報告事項 1
老人福祉法に基づく改善措置
命令処分等取消請求控訴事件
の判決について

区　分 内　容

報告事項 1
第88回組合議会承認第1号（介
護保険条例一部改正）につい
て

報告事項 2
浜田地区広域行政組合負担金
条例について

報告事項 3
令和元年度広域連携推進事業
計画について

浜田地区広域行政事務組合負担金条例に民生費の負担割合
の改正のもれが発覚したため、経緯と今後の対応について
報告

令和元年度の事業計画について報告
・浜田広域圏子ども交流事業について
・広域観光推進事業について
・人材育成事業について
・圏域振興事業について

⑵　平成31年4月23日（火）10:00～10:37　浜田市役所5階議会全員協議会室

概　要

広島高等裁判所松江支部において、控訴審判決が言い渡さ
れたので、判決の主文、各争点に対する一審判決と控訴審
判決の判断等を報告

⑶　令和元年6月18日（火）10:00～11:39　エコクリーンセンター2階研修室

概　要

浜田地区広域行政事務組合第88回議会提出の議案の一部に
誤りがあったことについて報告

貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金
収支計算書について説明

例年6月に実施している年次点検を試験的に4月に行うこと
により、災害発生の多い時期を迎える前にごみピット残量
を下限になるようにするもの

平成31年度の保険料軽減措置について、上位法令の施行が
議会の開催までに成立しないことから、条例改正を専決処
分で行うことの説明
・第1段階の保険料率 0.45⇒0.375
・第2段階の保険料率 0.7 ⇒0.6
・第3段階の保険料率 0.75⇒0.725

平成31年3月に実施した人材育成事業(介護の入門的研修実
施事業）の結果について報告

広島高等裁判所松江支部平成30年（行コ）第2号老人福祉
法に基づく改善措置命令処分等取消請求控訴事件について
の経緯を説明し、敗訴の場合は最高裁判所に上告するため
に、臨時会を開催する旨を報告

介護保険料及びサービス利用料の減額・免除対象期間の延
長及び減免申請状況について報告

⑴　平成31年3月22日（金）15:29～15:40　浜田市役所5階議会全員協議会室

概　要
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区　分 内　容

報告事項 4
エコクリーンセンターの状況
について

報告事項 5 介護保険事業の状況について

報告事項 6
浜田地区広域行政組合介護保
険特別会計補正予算（第1号）
の専決処分について

区　分 内　容

報告事項 1
要支援・要介護認定の状況
（H23～H30）について

区　分 内　容

報告事項 1

老人福祉法に基づく改善措置
命令処分等取消請求控訴事件
の判決及び最高裁判所におけ
る上告棄却について

区　分 内　容

報告事項 1
令和元年度浜田広域圏子ども
交流事業について

報告事項 2
令和2年度浜田広域連携推進事
業計画について

報告事項 3
浜田地域循環型社会形成推進
地域計画の策定について

報告事項 4
浜田地区広域行政組合ホーム
ページアクセス数について

⑹　令和元年12月23日（月）14:18～14:50　浜田市役所5階議会全員協議会室

概　要

令和元年度の子ども交流事業について詳細報告

令和2年度の事業計画について報告
・浜田広域圏子ども交流事業について
・広域観光推進事業について
・人材育成事業について
・圏域振興事業について

エコクリーンセンターの基幹的改修工事を行うに当たり循
環型社会形成交付金の申請に必要な計画を策定したことを
報告

ホームページアクセス数の状況について報告

⑷　令和元年8月20日（火）17:00～17:07　浜田市役所5階議会全員協議会室

概　要

議員から資料提供の要請があった要支援・要介護認定の状
況を報告

⑸　令和元年11月26日（火）11:00～11:50　エコクリーンセンター2階研修室

概　要

最高裁判所が上告棄却したため、賠償金支払い及び弁護士
に対する上告手続費用の実費支払のため、令和元年度介護
保険特別会計補正予算（第3号）を専決処分を行い、（補
正額　608万円）賠償金474万8,640円、利子126万5,870
円、合計601万4,510円を支払ったことを報告

概　要

可燃ごみ処理の状況及び分別変更後の圏域内ごみ搬入量に
ついて報告

介護保険給付費、保険料調定・収納状況、事業所の指定・
廃止等について報告

上告に係る弁護士着手金の支払及び仮執行差止に係る供託
金納付のため、平成31年度介護保険特別会計補正予算（第
1号）の専決処分を行ったことの報告
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令和元年度浜田市都市計画審議会の報告について 

 

第１９回 日時：令和２年１月１５日（水）１３：３０～ 

     場所：市役所 本庁５階 議会全員協議会室 

      

      冒頭、出席委員が半数を超えており、審議会が成立している旨の説明を事

務局から受け、会長が会長代理に佐々木副議長を指名し議題に入る。 

 

 

議第１号 浜田都市計画下水道の決定（浜田市決定）について 

 

公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を図るとともに、土地の自然的

条件及び土地利用の動向を勘案し、都市計画決定しようとするもの。 

 

浜田市公共下水道（浜田処理区） 

・排水区域：面積約 112ha（うち汚水処理区域約 112ha、雨水排水区域約 52ha） 

 

原案のとおり決定されることを承認する。 

 

以上 

令和 2年 3月 18日 

全員協議会説明資料 



 

令和元年度 浜田市土地開発公社 理事会審議状況の報告について 

                                       令和 2 年 3 月作成 

第 251 回  理事会  (平成 31年 3月 26日開催) （新年度事業計画及び予算の審議） 

議第 6 号 平成 31 年度浜田市土地開発公社事業計画について              (可決) 

                〔継続事業〕 原井小学校跡地取得造成事業 

                                （保有土地の管理業務） 

                〔新規事業〕 浜田駅周辺整備事業代替地取得事業 

                                （浜田市からの依頼による事業） 

〔土地処分事業〕 原井小学校跡地用地 

               （一般公募による売却） 

    浜田駅周辺整備事業代替地 

  （公共事業代替地として処分） 

  議第 7 号 平成 31 年度浜田市土地開発公社予算について                 （可決） 

                 上記事業計画による予算の計上 

 

 

第 252回 理事会 (令和元年 5月 28日開催) 

 

議第 1号 平成 30年度浜田市土地開発公社決算の承認について （可決） 

 令和元年 9月 浜田市議会 9月定例会議に経営状況の報告書を提出 

 （報告第 9号） 

 

 

  第 253回 理事会 (令和元年 8月 20日開催) 

 

 協議事項 「第三セクター等に関する指針」に係る土地開発公社の個別指針（案）について 

      （市が策定した指針について了承し、公社の存続についても確認をした。） 

 

 

第 254回 理事会 (令和 2年 3月 30日開催予定) 

 

議第 2号 令和元年度浜田市土地開発公社事業計画の変更について 

         今年度の事業実績に応じた事業計画（精算見込み額）を計上 

         〔継続事業〕原井小学校跡地取得造成事業 

               （保有土地の管理業務）

                  〔新規事業〕浜田駅周辺整備事業代替地取得事業 

                             （浜田市からの依頼による事業） 

         〔土地処分事業〕原井小学校跡地用地 

                   (用地処分予定額を全額減額) 

浜田駅周辺整備事業代替地 

                 (用地処分を次年度に繰延べ) 

 



 

議第 3号 令和元年度浜田市土地開発公社補正予算(第 1回)について 

           上記事業計画の変更による予算の計上 

議第 4号 令和 2年度浜田市土地開発公社事業計画について 

         〔継続事業〕原井小学校跡地取得造成事業 

               （保有土地の管理業務） 

浜田駅周辺整備事業代替地取得事業 

               （浜田市からの依頼による事業） 

〔土地処分事業〕浜田駅周辺整備事業代替地 

(公共事業代替地として処分） 

議第 5号 令和 2年度浜田市土地開発公社予算について 

            上記事業計画による予算の計上 



審査日 審査内容 審査
石見ケーブル
ビジョン

ひゃこるネット
みすみ

令和元年度　補正予算
4月13日（月）
午後7時45分～

4月14日（火）
午後7時45分～

4月15日（水）
午後7時45分～

4月16日（木）
午後7時45分～

令和元年度　補正予算
4月17日（金）
午後7時45分～

令和2年度　当初予算
4月18日（土）
午後7時45分～

令和元年度　補正予算
4月19日（日）
午後7時45分～

令和2年度　当初予算
4月20日（月）
午後7時45分～

4月21日（火）
午後7時45分～

産業建設委員会関係3月13日（金）
午前9時～

3月16日（月）
午前9時～

採決

4月2日（木）
午前10時～

4月3日（金）
午前10時～

3月12日（木）
午前11時45分～

福祉環境委員会関係

令和2年3月浜田市議会定例会議　予算決算委員会
ケーブルテレビ放送について

予算決算委員会 放送日時

3月11日（水）
午前9時～

3月12日（木）
午前9時～

総務文教委員会関係

令和2年度　当初予算

4月1日（水）
午前10時～



令和 2 年度議会報告会（地域井戸端会）担当会場等について 

 標記について、各班の担当会場を決定しましたので次のとおり報告します。 

 

1  名称について  地域井戸端会 

2  開催期間  令和2年5月11日（月）～15日（金） ※5日間 

3  開催日、会場及び担当班について 

開催日 会場 実施時間 担当班 

5月11日 

（月） 

（浜田）子育て支援センター 10:00～11:30 三浦 班 

（浜田）国府公民館 19:00～20:30 川上 班 

5月12日 

（火） 

（浜田）石見公民館長見分館 18:30～20:00 村武 班 

（金城）小国公民館 19:00～20:30 小川 班 

5月13日 

（水） 

（浜田）中央図書館 19:00～20:30 西川 班 

（ 旭 ）市木公民館 19:00～20:30 川上 班 

5月14日 

（木） 

（浜田）国府公民館有福分館 18:30～20:00 三浦 班 

（弥栄）杵束公民館 19:00～20:30 村武 班 

5月15日 

（金） 

（浜田）周布公民館 19:00～20:30 小川 班 

（三隅）白砂公民館 19:00～20:30 西川 班 

 

4  班編成（敬称略）   

班長 班員 

三浦 大紀 沖田 真治、布施 賢司、西田 清久 

西川 真午 野藤 薫、柳楽 真智子、岡本 正友、西村 健 

村武 まゆみ 笹田 卓、串﨑 利行、永見 利久、牛尾 昭 

川上 幾雄 芦谷 英夫、道下 文男、田畑 敬二 

小川 稔宏 上野 茂、飛野 弘二、澁谷 幹雄 

川神議長及び佐々木副議長は、全日どちらかの会場へ出席 

 

5  今後の予定について 

時期 内容 

4月～5月上旬 
班長会議・班会議により進行等について情報共有 

チラシ配付、周知 

5月11～15日 議会報告会（地域井戸端会）開催 

実施後 報告書作成及び提出 

 

令和 2 年 3 月 18 日 
全 員 協 議 会 資 料 
議 会 事 務 局 


