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芝山町議会定例会
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月４日から７日にかけて、平成 年芝山町議会定例会が開催
されました。上程された議案 件と追加議案２件は、全て満場一
致で可決されました。

主な内容
専決処分の承認を求めること

について
（議案第１号）
第 回衆議院議員総選挙の執行
に伴う一般会計予算を専決処分し
たので︑これを報告し承認を求め
る︒
補正前 ５︐０１４︐９３０千円
補正額
９︐５６４千円
補正後 ５︐０２４︐４９４千円
芝山
 町公共下水道の構造の技
術上の基準等に関する条例の

職員の旅費に関する条例の一
部を改正する条例の制定につ

いて
（議案第３号）
大網白里町の市制施行︵平成
年 月 日︶に伴い︑職員の旅費
に関する条例︵平成 年芝山町条
例第５号︶の一部を改正する︒
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芝山町福祉センター「やすら
ぎの里」の設置及び管理に関
する条例及び特別職の職員で
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
（議案第４号）
芝山町福祉センター﹁やすらぎ
の里﹂の管理・運営について︑公
の施設の指定管理者制度を導入す
るため︑芝山町福祉センター﹁や
すらぎの里﹂の設置及び管理に関
する条例および特別職の職員で非
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︒
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芝山町下水道条例の一部を改
正する条例の制定について

業場から公共下水道に排除される
下水の水質規制の対象に │ジオ

キサンを追加する︒

芝山町福祉センター「やすら
ぎの里」の指定管理者につい
て
（議案第６号）
芝山町公の施設指定管理者選定
委員会において︑次のとおり指定
管理者の候補者として選定された
ので︑その指定について議会の議
決を求める︒
施設の名称および位置 芝山町福

祉センター﹁やすらぎの里﹂
︵芝
山町飯櫃１２６番地１︶
指定する期間 平成 年４月１日
から平成 年３月 日まで
指定管
 理者 千葉県山武郡芝山町
飯櫃１２６番地１ 社会福祉法
人芝山町社会福祉協議会 会長
木川優陽

1.4

を求める︒
施設の名称および位置
・芝山町農産物直売所︵芝山町小
池２５６８番地︶
・空港南側農産物直売所︵芝山町
朝倉３９４番地 ︶

芝山町公の施設指定管理者選定
委員会において︑次のとおり指定
管理者の候補として選定されたの
で︑その指定について議会の議決

芝山町農産物直売所の指定管
理者について（議案第７号）

31 25

15

1

（議案第５号）
下水道法の一部改正に伴い芝山
町下水道条例の一部を改正する︒
︻主な改正点︼
特定事業場に対する排除基準の
うち︑ │ジクロロエチレンに係
る基準を ㎎／Ｌ以下から ㎎／
Ｌ以下に緩和する︒また︑特定事

29

77

制定について （議案第２号）
下水道法の一部改正に伴い︑条
例で定める必要がある公共下水道
の構造の技術上の基準ならびに終
末処理場の維持管理基準につい
て︑下水道法施行令に規定する下
水道の構造に係る技術上の基準な
どを基本に︑条例を制定する︒

1

46

1

1.1

0.2
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第４回
12

18

information

指定す
 る期間 平成 年４月１日
から平成 年３月 日まで
指定管
 理者 千葉県山武郡芝山町
小池２５６８番地 ㈱風和里し
ばやま 代表取締役 相川勝重

変更前
変更後

１７２︐６００千円
１９３︐６００千円

協定の相手方 千葉市美浜区磯辺
８丁目 番１号 ㈶千葉県下水
道公社 理事長 宍倉健二
千葉県市町村総合事務組合規
約の一部を改正する規約の制
定に関する協議について
（議案第９号）
大 網 白 里 町 の 市 制 施 行 に 伴 い︑
千葉県市町村総合事務組合規約
中︑組合を組織する地方公共団体
に関する規定および共同処理する
事務に係る共同処理する団体に関
する規定を改正する︒
山武郡市広域行政組合規約の
変更に関する協議について
（議案第 号）
大 網 白 里 町 の 市 制 施 行 に 伴 い︑
山武郡市広域行政組合規約中︑組
合を組織する市町に関する規定を
改正する︒
また︑平成 年４月１日に﹁地
域社会における共生の実現に向け
て新たな障害保健福祉施策を講ず
るための関係法律の整備に関する

理する事務に関する規定を改正す
る︒

山武郡市予防接種健康被害調
査委員会共同設置規約の一部
を改正する規約の制定に関す
る協議について
（議案第 号）
大 網 白 里 町 の 市 制 施 行 に 伴 い︑
山武郡市予防接種健康被害調査委
員会共同設置規約の一部を改正す
ることについて︑関係地方公共団
体と協議する︒

追加議案

人権擁護委員の候補者の推薦
について
（議案第１号）
平成 年３月 日をもって任期
満了となる人権擁護委員につい
て︑次の者を推薦したいので︑議
会の意見を求める︒
︵新任︶住所 芝山町大里
氏名 萩原 道夫

固定資産評価審査委員会委員
の選任について

19 2013.1 January
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法 律︵ 平 成 年 法 律 第 号 ︶﹂ が
施行され︑﹁障害者自立支援法︵平
成 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ︶﹂ が﹁ 障
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補正の内容
歳入は、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金および諸収入を
増額する。
一般会計
5,024,494 62,039 5,086,533 歳出は､ 総務費、民生費、衛生費、土木費、教育費および災害復
（第12号）
旧費などを増額し、財源更正をする。
また、債務負担行為を設定する。
歳入は､ 国庫支出金、県支出金および繰越金を増額する。
国民健康保険
特
1,050,491 65,769 1,116,260 歳出は､ 保険給付費、介護納付金、保健事業費および諸支出金を
（第13号）
増額し、財源更正をする。
別
会
歳入は､ 保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金および
介護保険
489,441 24,810
514,251 繰入金を増額する。
計
（第14号）
歳出は、保険給付費などを増額する。

補正後の額
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（議案第２号）
平成 年 月 日をもって任期
満了となる固定資産評価審査委員
会委員について︑次の者を選任し
たいので︑議会の同意を求める︒
︵再任︶住所 芝山町新井田
氏名 岩澤 正美
12

補正額

補正前の額

会計名

51
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芝山
 町公共下水道施設の建設
工事委託に関する協定の一部
を変更する協定の締結につい
て
（議案第８号）
芝山町公共下水道施設の建設工
事委託に関する協定の一部を変更
する協定を締結する︒
協定の
 目的 芝山町公共下水道施
設の建設工事委託に関する協定
の一部を変更する協定
工事の
 場所 芝山町大台︑宝馬お
よび山田地内
協定の金額

今年は本格ミュージカル
（11月20日、小学校芸術鑑賞教室）
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害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律﹂とな
ることから︑組合規約中︑共同処
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平成24年度12月補正予算（議案第12～14号）

