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議案第５８号 

   江津市まち・ひと・しごと創生基金条例の制定について 

 別紙のとおり、江津市まち・ひと・しごと創生基金条例の制定について、地方自

治法（昭和 22 年法律第 67 号）第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を

求める。 

 

  令和３年１２月３日提出 

 

                      江津市長 山 下  修 

 



江津市条例第  号 

江津市まち・ひと・しごと創生基金条例 

（設置） 

第１条 江津市まち・ひと・しごと創生推進事業の経費に充てるため、江津市まち・

ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、法人からの寄附金を財源として、予算で定め

る額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えること

ができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、江津市

まち・ひと・しごと創生推進事業の実施に要する経費に充当し、又はこの基金に

繰り入れるものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及

び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ

る。 

（処分） 

第６条 第１条の事業を実施するため、必要があるときは、基金の全部又は一部を

処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



議案第５９号 

   江津市有福温泉浴場設置及び管理に関する条例の制定について 

 別紙のとおり、有福温泉浴場設置及び管理に関する条例を制定することについて、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第９６条第１項第１号の規定により、議会の

議決を求める。 

 

  令和３年１２月３日提出 

 

                      江津市長 山 下  修 

 



江津市条例第  号 

江津市有福温泉浴場設置及び管理に関する条例 

（目的及び設置） 

第１条 市民の福祉の向上及び健康の増進を図るとともに、市の観光振興及び地域

振興に寄与するため、有福温泉浴場（以下「温泉浴場」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 温泉浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

御前湯 江津市有福温泉町 710 番地 

早月湯 江津市有福温泉町 687 番地 

弥生湯 江津市有福温泉町 736 番地 1 

（開館時間及び休館日） 

第３条 温泉浴場の開館時間及び休館日は、別表第１に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間及

び休館日を変更することができる。 

（入場の制限） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温泉浴場の入場

を拒むことができる。 

 ⑴ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

⑵ 建物又は附属設備若しくは備付け備品（以下「施設等」という。）を損傷する

おそれがあるとき。 

 ⑶ その他管理上支障があるとき。 

 （行為の制限） 

第５条 温泉浴場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長

の許可を受けた場合は、この限りでない。 

 ⑴ 物品の販売 

 ⑵ 寄附の募集 

 ⑶ 宣伝その他これに類する行為 

 ⑷ 広告物の掲示若しくは配布又は看板及び立札類の設置 



（使用料） 

第６条 温泉浴場を利用する者（以下「利用者」という。）は、別表第２に定める入

浴に係る料金（以下「使用料」という。）を前納しなければならない。ただし、市

長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

（使用料の減免） 

第７条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免

除することができる。 

（使用料の還付） 

第８条 前納した使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、そ

の全部又は一部を還付することができる。 

 （遵守事項） 

第９条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 ⑴ 施設の利用上の注意を遵守し、指定された利用可能な場所以外へは立ち入ら

ないこと。 

 ⑵ 定められた場所以外では飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。 

 ⑶ 利用後は、利用した場所及び備品等の整理整頓を行うこと。 

 ⑷ その他市長の指示する事項 

（指定管理者による管理） 

第１０条 温泉浴場の管理は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２

第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせることがで

きる。 

２ 前項の規定により温泉浴場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第３条中「市

長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ市

長の承認を受けて」と、第４条、第５条、第７条、第８条及び第９条中「市長」

とあるのは「指定管理者」と、第７条及び第８条中「ときは」とあるのは「とき

は、あらかじめ市長の承認を受けて」と、第７条（見出しを含む。）及び第８条（見

出しを含む。）中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。 

（指定管理者の業務） 

第１１条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 



 ⑴ 温泉浴場の維持管理に関する業務 

 ⑵ 前号ほか、市長が必要と認める業務 

 （利用料金） 

第１２条 第６条の規定にかかわらず、第 10 条第１項の規定により温泉浴場の管理

を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなけ

ればならない。 

２ 指定管理者は、前項の利用料金を徴収し、自己の収入として収受するものとす

る。 

３ 利用料金の額は、別表第２に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を受けて定める。 

（損害賠償の義務） 

第１３条 施設等を損壊し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、これによって生

じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると

認めるときは、この限りでない。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

名称 開館時間 休館日 

御前湯 午前７時から午後９時まで 火曜日 

早月湯 午前１０時から午後９時まで 木曜日 

弥生湯 午前１０時から午後９時まで 金曜日 

別表第２（第６条関係） 

区分 当日券 
回数券 

(10 枚綴り) 

定期券 

（１月） 

一般浴場 大人（中学生以上）1 人 400 円 3,000 円 2,000 円 

小学生 １人 200 円 1,000 円 1,000 円 



小学生未満 無料 

貸切風呂 

(御前湯のみ) 
一利用（60 分以内） 1,200 円 － － 

 

 

 



議案第６０号 

   江津市温泉給湯条例の一部を改正する条例制定について 

 別紙のとおり、江津市温泉給湯条例の一部を改正する条例を制定することについ

て、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第９６条第１項第１号の規定により、議

会の議決を求める。 

 

  令和３年１２月３日提出 

 

                      江津市長 山 下  修 

 



江津市条例第 号 

   江津市温泉給湯条例の一部を改正する条例 

 江津市温泉給湯条例(平成31年江津市条例第 11号)の一部を次のように改正する。 

 第３条の表を次のように改める。 

名称 所在地 

長谷 江津市桜江町長谷 1272 番地 5 

有福温泉１号 江津市有福温泉町 709 番地 

有福温泉２号 江津市有福温泉町 709 番地 

有福温泉Ｂ 江津市有福温泉町 710 番地 1 

附 則 

この条例は、令和４年１月１日から施行する。



議案第６１号 

   江津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

 別紙のとおり、江津市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第９６条第１項第１号の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和３年１２月３日提出 

 

                      江津市長 山 下  修 

 



江津市条例第   号 

江津市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

江津市国民健康保険条例（昭和 34 年江津市条例第 159 号）の一部を次のように改

正する。 

第６条の２第１項中「404,000 円」を「408,000 円」に改め、同項ただし書中「16,000

円」を「12,000 円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に出産した被保険者に係る江津市国民健康保険条例第６条の２の規定

による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 

 

 



議案第６２号 

   過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

制定について 

 別紙のとおり、過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第９６

条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和３年１２月３日提出 

 

                      江津市長 山 下  修 

 



江津市条例第  号 

過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 

 過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成 16 年江津市条例第

70 号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法律第 15 号」を「過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号」に改める。 

第２条を次のように改める。 

（過疎地域における固定資産税の課税免除） 

第２条 法第８条第１項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって江津市

が定めるもの（以下「持続的発展計画」という。）に記載された産業振興促進区

域（同条第４項第１号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。）内にお

いて、青色申告書を提出する法人又は個人が、持続的発展計画において振興すべ

き業種として定められた製造業、情報サービス業等（租税特別措置法施行令（昭

和 32 年政令第 43 号。以下「施行令」という。）第６条の３第 14 項又は第 28 条

の９第 15 項に規定する情報サービス業をいう。以下同じ。）、農林水産物等販売

業（法第 23 条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。）又は旅館業（下

宿営業を除く。）の用に供するため、法第２条第２項の規定による公示の日（以

下「公示日」という。）から令和６年３月 31 日までの間に、租税特別措置法（昭

和 32 年法律第 26 号）第 12 条第３項の表の第１号又は第 45 条第２項の表の第１

号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区

分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの（以下「特別償却設備」という。）の

取得等（取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改

修（増築、改築、修繕又は模様替をいう。）のための工事による取得又は建設を

含む。ただし、施行令第 28 条の９第 10 項に規定する資本金の額等（以下「資本

金の額等」という。）が 5,000 万円を超える法人が行うものにあっては、新設又

は増設に限る。以下この条において同じ。）をした場合には、当該特別償却設備

である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（公示日以後において

取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して

１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった土地に限る。）



に対して課すべき固定資産税は、当該固定資産税が新たに課税されることとなる

年度から３年度分に限り課税を免除する。 

(１) 製造業又は旅館業 500 万円（資本金の額等が 5,000 万円を超え１億円以

下である法人が行うものにあっては 1,000 万円とし、資本金の額等が１億円を

超える法人が行うものにあっては 2,000 万円とする。） 

(２) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500 万円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和３年３月 31 日以前にこの条例による改正前の過疎地域における固定資産

税の課税免除に関する条例第２条に規定する設備を新設し、又は増設した者に係

る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。 

 



議案第６３号 

   公の施設に係る指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２４４条の２第６項の規定により、下記

のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 

 

  令和３年１２月３日提出 

 

                      江津市長 山 下  修 

 

記 

 

指定管理を行なわせよう

とする公の施設の名称 
指定管理者となる団体の名称等 指定する期間 

江津中央公園 江津市江津町１１１０番地１７ 

公益財団法人江津市教育文化財団 

理事長 小笠原 隆 

令和４年４月１日 

から 

令和９年３月３１日 

桜江ライスセンター 邑智郡邑南町下田所２２７番地 

島根県農業協同組合島根おおち地区本部 

常務理事本部長 日高 光弘 

令和４年４月１日 

から 

令和５年３月３１日 

江津市乾燥調製施設 江津市後地町９６２番地 

有限会社ふるさと支援センターめぐみ 

代表取締役 砂田 忠 

令和４年４月１日 

から 

令和５年３月３１日 

波積町南地区簡易給水施

設 

江津市波積町南１２７番地 

波積南水道組合 

組合長 嘉戸 宗憲 

令和４年４月１日 

から 

令和９年３月３１日 

松川町上津井地区簡易給

水施設 

江津市松川町上津井９８番地 

下上津井水道組合 

組合長 上畑 和人 

令和４年４月１日 

から 

令和９年３月３１日 

江津市総合市民センター 江津市江津町１１１０番地１７ 

公益財団法人江津市教育文化財団 

理事長 小笠原 隆 

令和４年４月１日 

から 

令和９年３月３１日 

江津市図書館 江津市江津町１１１０番地１７ 

公益財団法人江津市教育文化財団 

理事長 小笠原 隆 

令和４年４月１日 

から 

令和９年３月３１日 

江津市桜江体育施設 江津市江津町１１１０番地１７ 

公益財団法人江津市教育文化財団 

理事長 小笠原 隆 

令和４年４月１日 

から 

令和９年３月３１日 

江津市地場産業振興セン

ター 

江津市嘉久志町イ４０５番地 

合同会社じばさん石見 

代表社員 石州瓦工業組合  

令和４年４月１日 

から 

令和９年３月３１日 



議案第６４号 

   江津市過疎地域持続的発展計画を定めることについて 

 別冊のとおり、江津市過疎地域持続的発展計画を定めることについて、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和 3 年法律第 19 号）第８条第１項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

  令和３年１２月３日提出 

 

                      江津市長 山 下  修 

 

 



議案第６５号 

辺地に係る総合整備計画を定めることについて 

下記辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり定めることについて、辺地に係る公

共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和 37 年法律第

88 号）第３条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和３年１２月３日提出 

 

江津市長  山 下  修 

 

 

記 

 

・総合整備計画書（川越辺地） 

 



総 合 整 備 計 画 書 
 

島根県江津市川越辺地      

（辺地人口 ４９９人  面積

３３．８k ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称 島根県江津市桜江町川越、桜江町田津、 

桜江町坂本、桜江町鹿賀、桜江町大貫 

 （２）地域の中心位置           桜江町坂本１９９５番地８ 

 （３）辺地度点数             １３８点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

本地域は、本市南東端部の山間地に位置し、江津市中心地から２５㎞以上離れており、

平成 16 年 10 月に旧江津市と合併するまでは、町境を川本町、旧石見町、旧江津市と接し

ていた。 

辺地の中心を江の川が流れており、耕地の多くは江の川沿いに位置している。こうした

状況において、昔から出水期における河川の増水により住宅地への浸水被害に悩まされて

いる。こうしたことから、地域での活力の低下や防災上の不安の増加などにより、人口減

少が加速し、地域活動が困難な状況になることが懸念されている。 

そのような中で川越地区では、長年の懸案事項である浸水被害を防ぐ為、江の川の支流

で町中を流れる田津谷川の堤防改修事業を行うことにより、地区住民の安心安全を確保す

る。また、その際に新たに堤防沿いの市道整備を行うことにより、地区住民の生活環境の

改善を図る。 

また、辺地内の水道施設において、河川の氾濫による水源地の冠水、取水停止、断水が

度々起こっているため、隣接する浄水系統からの連絡管を整備することで、当該地区への

安定的な給水を行う。 

 

３．公共的施設の整備計画 

 令和３年度から令和７年度まで５年間 

（単位：千円） 

区分 
事業費 

財源 一般財源の内 

辺地対策事業 

債の予定額 施設名 
事業 

主体名 
特定財源 一般財源 

市道整備 江津市 26,500  26,500 26,500 

水道施設 江津市 110,700 44,300 66,400 33,200 

合   計 137,200 44,300 92,900 59,700 

 

 



議案第６６号 

辺地に係る総合整備計画の変更について 

下記辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、辺地に係る

公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和 37 年法律第

88 号）第３条第８項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和３年１２月３日提出 

 

江津市長  山 下  修 

 

 

記 

 

・総合整備計画書（谷住郷辺地） 

 

以上の総合整備計画書の下線部分を変更する。  

 



総 合 整 備 計 画 書 
 

島根県江津市桜江町 谷住郷辺地      

（辺地人口 ６０人  面積１５．７k ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称  島根県江津市桜江町谷住郷（天神郷、谷、 

長戸路、押手、入野） 

 （２）地域の中心位置         江津市桜江町谷住郷１３８６番地９ 

 （３）辺地度点数           １１０点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

当辺地は、本市東部、桜江町の山間地に位置し、谷住郷の中心集落から 2.7 ㎞、市の中

心地から 20 ㎞離れており、辺地を構成する桜江町谷住郷地区は、高齢化率 45.3％、若年

齢層 7.5％と少子高齢化が進行している。 

桜江町谷住郷地区には、中心集落に保育所１所、郵便局１局、個人商店２店があるが、

辺地を構成する基礎集落には商店などはなく、さらに同地区内には医療機関もなく、受診

する際は桜江町市山地区にある個人医院か、江津市の中心地にある総合病院へ行かなけれ

ばならない。特に移動手段のない高齢者は、週２日運行されている生活バスを活用して、

買い物や医療機関への受診など、日常生活において不便を強いられている。 

そのような状況において、平成 18 年度に大邑広域農道を島根県より譲渡され、県道大

田桜江線とのアクセスは向上したものの、当辺地から桜江町谷住郷の中心集落をつなぐ市

道長戸路線（Ｌ＝４㎞区間）が未改良のままとなっている。 

市道長戸路線は道路が狭隘でカーブが多く、普通乗用車の離合も極めて困難な箇所が多

くあり、消防車や救急車などの緊急車両等の通行に支障をきたし、さらには生活バスやデ

イサービス等福祉車両の安全な通行の妨げにもなっている。このような辺地住民の生活環

境の改善を図るため、本路線を改良し車両の安全な通行を可能としたい。あわせて木材等

搬出に係る機能向上を促進するために地域内の林道を整備する。 

 水道施設においては、桜江浄水系統合事業を行い、水源の枯渇による水量不足、水質低

下を解消し、質量ともに安定した給水を行う。 

    

 ３．公共的施設の整備計画 

 令和２年度から令和６年度まで５年間                （単位：千円） 

区分 

事業費 
財源 一般財源の内 

辺地対策事業 

債の予定額 
施設名   事業 

   主体名 
特定財源 一般財源 

市道長戸路線 
島根県 

江津市 
210,000 108,000 102,000 102,000 

水道施設 江津市 141,700 47,400 94,300 2,400 

林道高丸山線 江津市 87,500 0 87,500 87,500 

合   計 439,200 155,400 283,800 191,900                

 

【＿＿：変更箇所】 



議案第６７号 

   市道の路線の廃止について 

 下記のとおり、市道の路線を廃止することについて、道路法（昭和 27 年法律第

180 号）第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和３年１２月３日提出 

 

                      江津市長  山 下  修 

 

                  記 

 

路 線 名 
起    点 

終    点 

延 長 

（ｍ） 

幅 員 

（ｍ） 

城下線 
波積町本郷 465 番 2 地先から 

同所 191 番地先まで 
923.0 2.3～7.0 

 

 

 

 

 



議案第６８号 

   市道の路線の認定について 

 下記のとおり、市道の路線を認定することについて、道路法（昭和 27 年法律第

180 号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和３年１２月３日提出 

 

                      江津市長  山 下  修 

 

                  記 

 

路 線 名 
起     点 

終     点 

延  長 

(m) 

幅 員 

(m) 

城下線 
波積町本郷 192 番 9 地先から 

同所 191 番地先まで 
1159.0 2.3～7.0 

東部工業団地 

7 号幹線 

松川町上河戸 400 番 17 地先 

から 

同所 390 番 48 地先まで 

448.0 8.5～17.2 

上新町団地 9 号線 
江津町 1551 番 9 地先から 

同所 674 番 18 地先まで 
139.0 5.0～6.0 

 



議案第６９号 

   令和３年度島根県江津市一般会計補正予算（第１０号）を定めることに 

ついて 

 令和３度島根県江津市一般会計補正予算（第１０号）を、別冊のとおり定めるも

のとする。 

 

  令和３年１２月３日提出 

 

                      江津市長 山 下  修 



議案第７０号 

   令和３年度島根県江津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

を定めることについて 

 令和３年度島根県江津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）を、別冊

のとおり定めるものとする。 

 

  令和３年１２月３日提出 

 

                      江津市長 山 下  修 

 

 

 


