
江府町告示第53号

平成22年９月７日

江府町長 竹 内 敏 朗

第７回江府町議会定例会を下記のとおり招集する。

記

１、期 日 平成22年９月13日

２、場 所 江府町役場議場

○開会日に応招した議員

宇田川 潔 川 上 富 夫 越 峠 惠美子

日野尾 優 上 原 二 郎 長 岡 邦 一

田 中 幹 啓 川 端 雄 勇 森 田 智

○応招しなかった議員

な し
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第７回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成22年９月13日（月曜日）

議事日程

平成22年９月13日 午前10時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第６号 平成21年度決算に係る財政の健全化判断比率及び公営企業会計の資金不

足比率について

日程第５ 議案第65号 平成21年度鳥取県日野郡江府町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第６ 議案第66号 平成21年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算認定について

日程第７ 議案第67号 平成21年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入

歳出決算認定について

日程第８ 議案第68号 平成21年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）歳入

歳出決算認定について

日程第９ 議案第69号 平成21年度鳥取県日野郡江府町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

日程第10 議案第70号 平成21年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出決算認定について

日程第11 議案第71号 平成21年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービス事業勘

定）歳入歳出決算認定について

日程第12 議案第72号 平成21年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算

認定について

日程第13 議案第73号 平成21年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第14 議案第74号 平成21年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて
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日程第15 議案第75号 平成21年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第16 議案第76号 平成21年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認定について

日程第17 議案第77号 平成21年度鳥県日野郡江府町林業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第18 議案第78号 平成21年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について

日程第19 議案第79号 平成21年度鳥取県日野郡江府町江尾財産区特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第20 議案第80号 平成21年度鳥取県日野郡江府町神奈川財産区特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第21 議案第81号 平成21年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

（決算監査の報告 代表監査委員）

日程第22 特別委員会の設置について

日程第23 議案第82号 江府町標準小作料協議会設置条例の廃止について

日程第24 議案第83号 江府町過疎地域自立促進計画の策定について

日程第25 議案第84号 平成22年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第２号）

日程第26 議案第85号 平成22年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算（第１号）

日程第27 議案第86号 平成22年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第２号）

日程第28 議案第87号 平成22年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補正

予算（第１号）

日程第29 議案第88号 平成22年度鳥取県日野郡江府町老人保健特別会計補正予算（第１号）

日程第30 議案第89号 平成22年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

補正予算（第２号）

日程第31 議案第90号 平成22年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービス事業勘

定）補正予算（第１号）
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日程第32 議案第91号 平成22年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計補正予算（第

１号）

日程第33 議案第92号 平成22年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第34 議案第93号 平成22年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第35 議案第94号 平成22年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第36 議案第95号 平成22年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第37 議案第96号 平成22年度度鳥取県日野郡江府町林業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）

日程第38 議案第97号 平成22年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）

日程第39 議案第98号 平成22年度鳥取県日野郡江府町江尾財産区特別会計補正予算（第１号）

日程第40 議案第99号 平成22年度鳥取県日野郡江府町神奈川財産区特別会計補正予算（第

１号）

日程第41 議案第 100号 平成22年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別会計補正予算（第

１号）

日程第42 陳情書の処理について

出席議員（９名）

１番 宇田川 潔 ２番 川 上 富 夫 ４番 越 峠 惠美子

５番 日野尾 優 ６番 上 原 二 郎 ７番 長 岡 邦 一

８番 田 中 幹 啓 ９番 川 端 雄 勇 10番 森 田 智

欠席議員（なし）

欠 員（１名）
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事務局出席職員職氏名

事務局長 梅 林 茂 樹

説明のため出席した者の職氏名

町長 竹 内 敏 朗 副町長 宮 本 正 啓

教育長 藤 原 成 雄 総務課長 影 山 久 志

企画政策課長 矢 下 慎 二 町民生活課長 西 田 哲

福祉保健課長 本 高 善 久 農林産業課長 瀬 島 明 正

建設課長 太 田 厚 教育振興課長 山 川 浩 市

農林産業課長参事 大 田 敏 朗 代表監査委員 砂 原 和 省

午前１０時００分開会

○議長（越峠惠美子君） 本日の欠席通告はございません。全員出席であります。

これより、平成２２年第７回江府町議会定例会を開会いたします。

本日の議事日程は、配布のとおりであります。

地方自治法第１２１条の規定により、今期定例会に出席を求めた者は、お手元に配付した報告

書のとおりであります。直ちに議事に入ります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（越峠惠美子君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１１８条の規定により、議長において、９番、川端雄勇議員、１０番、森田智議員の両名

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定

○議長（越峠惠美子君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

過般、議会運営委員会が開かれ審議された結果、議会運営委員長からお手元に配付のとおり答

申を受けたので、お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日より９月２４日までの１２日間

といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠惠美子君） ご異議なしと認めます。よって、会期は１２日間と決定いたしました。
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日程第３ 諸般の報告

○議長（越峠惠美子君） 日程第３、諸般の報告を行います。

初めに議長報告を行います。

６月議会以降の議会活動報告並びに議員派遣の報告は、印刷をして、お手元に配付のとおりで

あり、説明を省略しご覧いただくことでご了承願います。

監査委員から、各月の例月出納検査の結果報告書、また教育委員会から平成２１年度の教育に

関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価結果について、議長の手元に提出されております。

詳細については、事務局の方でご覧願います。

続いて町長報告を行います。町長からの報告事項がありましたら、この際報告をしていただき

ます。

竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） ９月定例議会の行政報告につきましては、お手元に行政報告各課別をお

配りしております。主な事業につきましてご報告をさせていただきます。

まず、１ページ目でございますが、鳥取県日野地区連携 共同協議会設立準備会並びに総会が

開催されました。立ち上がりを行ったところでございます。くしくも、私、会長になることにな

りました。各町、それぞれ単独町として努力をいたしておりますが、共同で県を含めた三町の中

で日野郡としての共同事業そういうものを通じて、住民サービスの向上また内部的には行政改革、

経費節減等が図れればと思っているところでございます。

また、選挙関係におきましては、参議院議員通常選挙が７月１１日に投、開票行われました。

本町の投票率は、８１．４０ということで、県下でも優れた投票率となったところでございま

す。

おはぐりいただきまして、２ページでございます。消防関係でございます。ご承知いただいて

おりますように、鳥取県西部消防並びに県消防、それぞれポンプ操法大会において本町の第１軍

団が優秀な成績を修めまして、来る１１月１２日に愛知県で行われます全国消防操法大会の出場

権を得たところでございます。９月にはいりまして、選手の皆さんは、日夜練習に励んでいただ

いているところでございます。全国大会での優れた成績を期待したいものだと考えております。

次に３ページでございます。企画政策関係でございます。江府町地域情報通信基盤整備事業の

説明会を実施してまいっておるところでございます。ご承知のように２１年度予算として計上し、

繰越事業として本格的に２２年度で事業をおこなっております。情報関係の遅れが気になってお
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りましたが、国の経済対策等財源的に優位な状況になりましたので、実施をご理解いただいてお

るところでございます。住民の皆様の十分なご理解を得ながら、きちんと年度末までの事業完了

を目指してまいりたいと考えておるところでございます。

次に４ページでございます。先日、それぞれ江府町の高齢者顕彰で９５歳以上の高齢者の皆様

にお祝いをお届けいたしたところでございます。１００歳以上につきましては、２名ということ

でございます。これは在宅等でございまして、施設等を入れますと６名江府町ではおられるよう

でございます。ただ一方、戸籍上の生存との問題も出ておりますけども本町にも事実ございまし

て、いろいろ調査を担当課でいたしておりますけども、やはり戦争中の混乱の中とか、町外に戸

籍を残したまま、転出されてその後情報が入ってきてないとか行政の連絡ミスということもある

のかもしれませんが、やはりきちんと手続きをしてないということでの小さな江府町ではござい

ますけども、現実あるということは先般お知らせいたしたところでございます。

また公共交通では、町営バスが昨年３月から町営バスとして運行しておりましたが、町民の皆

様のご利用、子どもたちの利用を含めまして利用者が７月１日、１０万人に達しましてお祝いを

させて頂いたところでございます。

５ページでございます。町民の健康の一番の基本になります、住民健診を７月１４日から１６

日、実施いたしたところでございます。また先般は鳥取県知事から健診の受診率が高いというこ

とから江府町も表彰の栄を受けたところでございます。副町長が出かけまして、受賞したところ

でございます。町民の皆さんの意識が高いということでございますが、ただまだ受診をしていた

だいてない方もおられるようですので、今後も努力をし、より多くの住民の皆さんに健診を受け

健康に対する意識を高めて参りたいと考えております。

それから６ページでございます。本町でいろいろ視察においでになっておりますが、高齢者買

物困難地域支援事業、あいきょうさんのことでございますが、町でも支援いたしておりますが農

林省の補助事業で「こひまわり」購買車を購入されたということもございまして、農林省から全

国的な良い事例として、農林省での発表がございまして、本町の課長があいきょうさん、共々農

林省に出かけて発表をさせていただいております。

７ページ。林業振興でございます。「第６４回全国植樹祭」の鳥取県開催が正式に決定いたし

ました。ご報告いたしておりますように本町におきましては、鏡ヶ成地区におきまして植樹祭と

いうことで候補に挙がっておりますので、今後具体的に詰めが行われると思います。実行委員の

一人としても加入をし、実施に向けての努力をしてまいりたいと考えております。誘致につきま

しては、非常に多くの皆さん、議員さんを始め、町民の皆さんにご支援いただいたところでござ
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いますが、式典という訳にはいきませんでしたが、植樹祭の会場ということで、本町に一部が来

ていただけたということでございます。皆さん方のご支援に感謝申し上げ、きちんとした実施が

出来ますよう今後も努力してまいりたいと思います。

８ページでございます。環境対策でございます。第２回の水工場増設に係る笠良原水環境影響

評価委員会が、７月３０日に開催され、また議会の企業誘致調査特別委員会にもご報告申し上げ

たところでございます。

あと建設関係におきましては、それぞれ会議、総会等が開催されておるところでございます。

１１ページ、学校教育でございますが、本年も子供達が７月２８日から西ノ島町交歓臨海学校

に出かけております。また８月６日から７日、第３８回中国中学校柔道選手権大会がございまし

て、神庭君が９０キロを越える部門でベスト８に入賞したということでございますし、また８月

２１日から２２日、全国中学校柔道選手権大会がございまして、１回戦では敗れたようでありま

すけども出場いたしたということであります。なかなか柔剣道部門での全国大会出場というのが

なかった訳ですけど、頑張ってくれてるようです。大変嬉しく思っているところでございます。

以上簡単でございますが、主だったものだけ報告し、配布の資料をご覧頂ければと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（越峠惠美子君） 以上で、諸般の報告は終わります。

日程第４ 報告第６号

○議長（越峠惠美子君） 日程第４、報告第６号、平成２１年度決算に係る財政の健全化判断比率

及び公営企業会計の資金不足比率についてを議題とします。町長から報告をお願いします。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（越峠惠美子君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 報告第６号、平成２１年度決算に係る財政の健全化判断比率及び公営企

業会計の資金不足比率について。本報告は、財政の健全化判断比率及び公営企業会計の資金不足

比率について、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第３条第１項及び第２２条第１項

の規定により、本年７月２９日と８月４日に監査委員に審査いただきましたので、別冊の審査意

見書を付して議会に報告いたすものであります。

なお、内容の詳細につきましては、主管課長より説明いたさせますので宜しくお願い申し上げ

ます。

○議長（越峠惠美子君） 主管課長より、詳細説明を求めます。
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矢下企画政策課長。

○企画政策課長（矢下 慎二君） はい。報告第６号をご覧下さい。報告第６号、平成２１年度決

算に係る財政の健全化判断比率及び公営企業会計の資金不足比率について、ご説明いたします。

報告第６号、１枚おはぐりいただきたいと思います。平成２１年度財政の健全化判断比率報告書

がございます。先ず、実質赤字比率、連結実質赤字比率についてはございません。３番目の実質

公債費比率につきましては、平成１９年度から２１年度の３ヵ年の平均になりますけども２１年

度は２２．９パーセントになっております。これにつきましては、単品償還等が始まった部分も

ございますが、標準財政規模も増加しておりますので、比率計算のバランスの中で単年度よりは

０．１ポイントの増になっておりますけども単年度では昨年度と同じ２２．５、３ヵ年平均で２

２．９ポイントとなっております。上の表の一番した、将来負担比率２１年度、１２７．７パー

セント。平成２０年度は、１７３．６パーセントでしたので、４５．９ポイントの減少になって

おります。これにつきましては、昨年度鳥取県西部の地震対策の資金等、起債償還約１億４，０

００万円の繰り上げ償還を行っております。財政標準規模の増加がございまして、減少いたした

ものです。将来負担比率１２７．７ポイントとなっております。

その下に、公営企業会計資金不足比率報告書というものがございますけども、これにつきまし

ては、資金不足等ございませんので、ゼロということです。

以上報告いたします。

○議長（越峠惠美子君） 以上、詳細説明が終了いたしました。

日程第４、報告第６号、本件は、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告のみで

ありますが、この際質疑があれば行います。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠惠美子君） ないので質疑を終結します。

以上、本件の報告は終了いたします。

日程第５ 議案第６５号 から 日程第２１ 議案第８１号

○議長（越峠惠美子君） 日程第５、議案第６５号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町一般会計歳

入歳出決算認定についてから、日程第２１、議案第８１号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町米

沢財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまで、以上１７議案を一括議題とします。

町長から、提案理由の説明を求めます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。
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○議長（越峠惠美子君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 議案第６５号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町一般会計歳入歳出決算

認定について。歳入総額３５億６，９３９万７，９５８万円。歳出総額３４億６，０７３万３，

００５円。差引額１億８６６万４，９５３円。うち繰越明許費３８６万２，０００円でございま

す。

次に議案第６６号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算認定について。歳入総額２８６万１，４７０円。歳出総額２４９万６８４円。差引額３７

万７８６円となっております。

議案第６７号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出

決算認定について。歳入総額４億１，２５０万３，８３９円。歳出総額３億４，５９９万４，５

９４円。差引額６，６５０万９，２４５円となっております。

議案第６８号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）歳入歳出

決算認定について。歳入総額３億７８１万７６円。歳出総額２億６，１９７万，９８８５円。差

引額４，５８３万１９１円でございます。

議案第６９号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について。

歳入総額２，０４９万３，９２１円。歳出総額１，９４５万８，８０１円。差引額１０３万５,

１２０円となっております。

議案第７０号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入

歳出決算認定について。歳入総額４億５，３５２万９，１０５円。歳出総額４億３，３９４万３,

３９１円。差引額１，９５８万５，７１４円となっております。

議案第７１号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）

歳入歳出決算認定について。歳入総額２７８万１，８７６円。歳出総額１３０万４，４７８円。

差引額１４７万７，３９８円となっております。

議案第７２号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定

について。歳入総額３，８２２万８，６５１円。歳出総額３，５７７万２，６２４円。差引額２

４５万６，０２７円となっております。

議案第７３号、平成２１年度鳥取県日野郡江府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４，５９２万６，２９９円。歳出総額４，５６７万８４９円。差引額２５万５,

４５０円となっております。

議案第７４号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計歳入歳出決算認定について。
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歳入総額８，９５８万３，６８６円。歳出総額６，２１３万５，１３６円。差引額２，７４４

万８，５５０円となっております。

議案第７５号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。歳入総額１億４４６万９，５３７円。歳出総額１億２３１万２，５６５円。差引額２１５

万６，９７２円となっております。うち繰越明許費１０万円。

議案第７６号、平２１年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。歳入総額２億１，９２４万７，２７５円。歳出総額２億８８３万１，３３７円。差引額

１，０４１万５，９３８円。うち繰越明許費１０万円。

議案第７７号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町林業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について。歳入総額６０２万２，５８５円。歳出総額５８２万４５１円。差引額２０万２，１３

４円となっております。

議案第７８号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算認定について。歳入総額７，３３６万６，１５３円。歳出総額６，６３５万１，７８５円。

差引額７０１万４，３６８円となっております。

議案第７９号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町江尾財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て。

歳入総額２８３万４，２７７円。歳出総額１０万１，１１２円。差引額２７３万３，１６５円

となっております。

議案第８０号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町神奈川財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。

歳入総額１５５万６，７７５円。歳出総額１１１万１，５５９円。差引額４４万５，２１６円

となっております。

議案第８１号、平成２１年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て。

歳入総額３６５万８，４２８円。歳出総額３１１万６，８７３円。差引額５４万１，５５５円

になっております。

以上の各会計の差引額につきましては、翌年度に繰り越すことといたしております。

平成２１年度の一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算額を申し上げました。平成２１年度の

各会計におきます予算の執行にあたりましては、議会のご意思を尊重し、適正な執行と健全なる

財政運営に向け、鋭意努力をいたしたところであります。
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また２１年度におきましては、生活対策臨時交付金、経済危機対策臨時交付金、きめこまやか

な臨時交付金、公共投資臨時交付金など国の経済対策によりまして、本町におきます各種課題に

ついて事業展開が出来たところでございます。なお一部につきましては、繰越事業といたしたと

ころでございます。

また決算額におきまして、本町におきましても年々健全化に向かって大きな一歩を踏み出して

いるところでもございます。

国は、地方公共団体に対し、行財政改革に積極的に取り組むよう要請しております。これまで

行ってきた改革の努力が少しずつ見えて参りました。しかしながら、今後も継続し、更なる行財

政改革に取り組むよう努めてまいります。

また、平成１９年度決算からは「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」も施行されてお

り、健全化判断比率の公表も行っているところであります。本町の財政状況も一歩ずつではあり

ますが、改善の方向に進んでいるところであります。今後におきましても議会のご指導とご協力、

また積極的なご参加を賜りますようお願い申し上げ、町民各位に本議会を通じまして敬意と感謝

を申し上げる次第であります。

今後におきましても、更なる行財政の健全化に努め、町民の信頼と付託に応えたいと決意を新

たにいたしております。

地方自治法第２３３条第２項の規定により本年７月１４から８月４日までの間、延べ７日間に

わたり、それぞれ監査委員に審査いただきました。

別冊の決算審査意見書と共に「主要施策の成果と事業実績書」を付してここに提案いたすもの

であります。

地方自治法第２３３条第３項及び地方自治法第９６条第１項第３号の規定により議会のご承認

を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（越峠惠美子君） 次に、財政健全化に関する審査と決算監査の報告を求めます。

代表監査委員、砂原和省さん。

○代表監査委員（砂原 和省君） 議長。

○議長（越峠惠美子君） 砂原監査委員。

○代表監査委員（砂原 和省君） 失礼いたします。平成２２年７月１４日から８月４日までの間、

うち７日間の監査を実施いたしました。

平成２１年度決算書、同主要施策の成果と事業実績等について、説明と資料の提示作成を求め、

予算の執行状況、事業の内容と適合性、財務の健全性等を重点に関係帳簿、証拠書類を検証して
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審査を実施し、決算の係数はいずれも符合しており誤りのないことを確認いたしましたので、こ

こに報告いたします。

内容について申し上げてみたいと思います。

２１年度歳入総計５３億５，４２７万２，０００円対前年１０３．５％、歳出総計５０億５，

７３１万円対前年１０６．１％、６ページに過去１０年間の財政規模の推移が掲載されています

が、歳入歳出とも１０年前の８１％程でございます。歳入、歳出状況は３、４ページにのってお

りますが、５ページ収入未済額について申し上げます。２０年度末３，６１８万６，０００円、

２１年度末３，８２５万円９，０００円と増加しています。

また、１１ページ現年度分徴収率は高いが、滞納分徴収率が低くなっている。積極的な徴収と

ともに時効の中断に努められていることを認めますが、引き続きなお一層の努力をいただくこと

を切望いたします。

７ページ財政指数等について申し上げます。自治体の財政状況の良し悪しを判断する目安に実

質公債費比率の他、主なものとして財政力指数、経常収支比率、公債費負担比率があります。当

町の財政力指数は２０年度０．３６４、２１年度０．３５５県内町村平均２０年度０．３３６に

比べ高い数値になっていますが、今後も下がるものと思われます。

経常収支比率２０年度９４．５％、２１年度９４．２％、２０年度は県内町村で１番悪く、財

政構造が弾力性を失っていると言えると思います。表にはのっていませんが公債費負担比率も２

０年度２９．２％、２１年度３２．３％と危険水準であります。

起債繰上げ償還、経費削減等の努力を認めますが、引き続き経常経費削減、起債の抑制など財

政健全化に向け努力を行う必要があると思います。

次に、７月２９日及び８月４日の２日間、別冊にしております地方公共団体の健全化に関する

法律第３条２項に基づき審査いたしました。審査の方法として、健全化に関する法律第３条第１

項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類、及び同法第２２

条第１項の規定による資金不足等につきましても見せていただきました。

健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類係数は、いずれも適正に作成さ

れていることを確認いたしました。

２１年度は別冊２ページに記載されていますが実質公債比率は２２．９％となり、２０年度２

２．８％に比べ０．１ポイント悪くなっており、早期健全化基準２５．０％を下回っているが高

い比率であり、将来負担比率は２０年度１７３．６％から２１年度１２７．７％となリましたが、

２０年度他町村平均よりまだ高い比率となっています。参考に申し上げますと、江府町民１人当
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たりの実質的な財政負担は２０年度約１４４万円、この負担額は県下で１番高い負担額であり、

２１年度末試算では１３６万円であります。

今後の留意事項を申し上げます。

公債費支出もピークを過ぎましたが、引き続き厳しい財政状況が予想されます。無理、無駄、

斑を省き更なる行財政改革の一層の推進をお願いいたします。

２つ目は、一般会計、特別会計の未済額の徴収事務に一段の努力を図られたい。先程も申し上

げましたが、徴収未済額も増加しており、徴収業務が大変であることは理解出来、努力されてい

ます。滞納対策の更なる充実、強化に努めていただくようお願いいたします。

３つ目は、人事評価制度導入についてであります。説明によりますと原案が作成出来、組合説

明にいく段階とのことでありました。評価者訓練、試行期間を定める他、課により事務内容が異

なるため評価レベル合わせ等推進していただきたいと考えます。

４つ目は町財産の維持管理を検討されたいであります。統合により閉校となった小学校、エバ

ーランド等有効活用を引き続き検討課題としていただきたい。また、不要財産は売却出きるもの

は売却する等管理費削減に努めていただきたい。

要望事項について申し上げます。

「食のみやこ鳥取」としてＰＲされていますが、県内にはＢ級グルメとして牛骨ラーメン、あ

ごカレー、マグロラーメン他各地で取り組んでおられるようです。江府町も特産品を使用した食

品開発もひとつと思います。先日、町長さんがトップセールスに出かけられたと新聞紙上に掲載

されてい、ました。せめて「江尾十七夜」で特産品販売コーナーを出店するのも方策であると思

います。特産品販路の拡大推進をお願いいたします。

最後になりますが、少ない予算でも住民が安心、安全で暮らせ、将来展望の持てる「小さくて

も元気で明るい輝きのあるまちづくり」をめざし、取り組みをお願いし報告とさせていただきま

す。

○議長（越峠惠美子君） ただいまの監査報告について、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠惠美子君） ないので、監査報告の質疑は終了します。

この場で、暫時休憩いたします。

午前１０時３６分休憩

午前１０時４０分再開
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○議長（越峠惠美子君） 再開いたします。

日程第２２ 特別委員会の設置について

○議長（越峠惠美子君） 日程第２２、決算特別委員会の設置について。

おはかりいたします。議長発議として、平成２１年度決算認定議案の１７件は、特別委員会を

設置し、審査を行いたいが、これの設置について、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠惠美子君） ご異議なしと認めます。よって決算審議は、特別委員会を設置して審査

することに決しました。

おはかりいたします。議長発議として、各特別委員会の名称並びに委員の構成は、江府町議会

委員会条例第５条の規定により、一般会計決算特別委員会とし４名、特別会計決算特別委員会と

し５名をもって、それぞれの特別委員会を設置し、以上の委員数で構成することにご異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠惠美子君） ご異議なしと認めます。よって、各特別委員会の設置並びに委員の構成

は、議長発議のとおり決しました。

おはかりいたします。各特別委員会の委員の指名は、江府町議会委員会条例第６条の規定によ

り、議長において指名することとし、一般会計決算特別委員会委員には、川上富夫議員、田中幹

啓議員、議員、川端雄勇議員、日野尾優議員の４名、特別会計決算特別委員会委員には、森田智

議員、上原二郎議員、長岡邦一議員、宇田川潔議員、越峠惠美子の５名、以上指名いたします。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠惠美子君） ご異議なしと認めます。よって、所属委員は、議長指名のとおり決しま

した。

それでは、ここで暫時休憩とし、その間に各特別委員会では、直ちに正副委員長を互選し、議

長まで、報告をいただきたい。

暫時この場で休憩いたします。

午前１０時４２分休憩

午前１０時４３分再開
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○議長（越峠惠美子君） 再開いたします。

では各特別委員会より報告のあった正副委員長を公表いたします。

一般会計決算特別委員会委員長、川上富夫議員、副委員長、田中幹啓議員。特別会計決算特別

委員会委員長、森田智議員、副委員長、上原二郎議員の以上であります。

では、各委員会に付託する議案は、次のとおりであり会期中の審査として付託します。

一般会計決算特別委員会は議案第６５号を、特別会計決算特別委員会は議案第６６号から議案

第８１号までの１６件、以上、それぞれの委員会に付託するので、会期中に結果の報告を求めま

す。

日程第２３ 議案第８２号 から 日程第４１ 議案第１００号

○議長（越峠惠美子君） 日程第２３、議案第８２号、江府町標準小作料協議会設置条例の廃止に

ついてから、日程第４１、議案第１００号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別会

計補正予算（第１号）まで、以上１９議案を一括議題とします。

町長から、提案理由の説明を求めます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（越峠惠美子君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 議案第８２号、江府町標準小作料協議会設置条例の廃止について。本案

は、平成２１年１２月の農地法の改正により、標準小作料制度が廃止されたことに伴い条例を廃

止いたすものであります。地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を得たく提

案いたすものであります。

議案第８３号、江府町過疎地域自立促進計画の策定について。本案は、過疎地域自立促進特別

措置法の一部改正により、平成２２年４月１日から、新たに江府町が過疎地域として追加された

ことに伴い、江府町の活性化と自立を総合的かつ計画的に推進するために策定するものでありま

す。

計画期間は、平成２２年度から平成２７年度までの６年間であり、法に基づき計画いたしたも

のです。過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定により議会の議決を得たく提案いたす

ものであります。

議案第８４号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第２号）。本案は、平成

２２年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算の総額に歳入歳出それぞれ１億８，１８８万６，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３３億５，８５１万７，０００円といたすもので
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あります。

補正いたします主な内容は、歳出につきましては、総務費８０８万５，０００円の増額。民生

費１，４９５万８，０００円の増額。衛生費１８６万３，０００円の増額。労働費３１１万６，

０００円の増額。農林水産業費４６６万３，０００円の増額。商工費１０９万１，０００円の増

額。土木費１２５万円の増額。消防費５２２万５，０００円の増額。教育費４６万６，０００円

の増額。諸支出金１億２，０００万円の増額。予備費２，１１６万９，０００円の増額でありま

す。

歳入につきましては、地方特例交付金３０８万８，０００円の増額。地方交付税１億７，９３

９万５，０００円の増額。国庫支出金７８４万２，０００円の増額。県支出金５４５万２，００

０円の増額。財産収入１１６万９，０００円の増額。繰入金８，５４５万５，０００円の減額。

繰越金６，１７４万４，０００円の増額。諸収入７０万６，０００円の増額。町債７９４万５，

０００円の増額。以上により補正予算を編成いたしました。

議案第８５号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第１号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３６万９，００円を追加し、予算総額

を２１９万９，０００円といたすものであります。補正いたします内容は、繰越金の確定により

予備費を増額いたすものであります。

議案第８６号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算

（第２号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３，４４４万９，０００円を追加し、

予算総額４億３，６２７万５，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入において変更交付決定により前期高齢者交付金３，５３９万

４，０００円を増額し、交付申請等により国庫支出金３，５３０万９，０００円を減額し、前年

度繰越金の確定に伴い３，７３２万６，０００円を増額いたすものであります。

歳出において補正いたします主な内容は、平成２１度療養給付費国庫負担金等の返還のため諸

支出金６０８万２，０００円を増額し、予備費を２，９１７万９，０００円増額いたすものであ

ります。

議案第８７号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補正予算

（第１号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３，２３８万円を追加し、予算総額３

億１２７万５，０００円といたすものであります。

歳入において補正いたします主な内容は、前年度繰越金の確定に伴い３，０８３万円を増額い

たすものであります。
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また、歳出において補正いたします主な内容は、４月の職員異動等により一般管理費５０７万

７，０００円を減額し、予備費を３，７４５万７，０００円増額いたすものであります。

議案第８８号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町老人保健特別会計補正予算（第１号）。本案

は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１０３万２，０００円を追加し、予算総額を２２４万５,

０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、前年度繰越金の確定に伴い１０３万２，０００円を増額し、予備

費を１０１万５，０００円増額いたすものであります。

議案第８９号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正

予算（第２号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２，０１６万円を追加し、予算総

額４億６，５５８万１，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入において前年度繰越金の確定に伴い１，９５８万４，０００

円を増額し、歳出におきましては過年度超過分の交付金の返還等のため諸支出金２４４万８，０

００円額し、予備費を１，７７１万２，０００円増額いたすものであります。

議案第９０号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）

補正予算（第１号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２０万３，０００を追加し、

予算総額２９４万６，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、前年度繰越金の確定に伴い２０万３，０００円を増額し、予備費

を１７万３，０００円増額いたすものであります。

議案第９１号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計補正予算（第１

号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６０万円を追加し、予算総額３，８８２万８，０

００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、繰越金の確定に伴い６０万円を増額し、予備費を６０万円増額い

たすものであります。

議案第９２号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ４３万９，０００円を追加し、予算総額５，１８

１万９，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、前年度繰越金の確定に伴い、２５万４，０００円増額し、予備費

を３８万９，０００円増額いたすものであります。

議案第９３号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第２号）。本案
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は、既定の予算総額９，０４８万８，０００円内での組み替えで、索道管理費を５９万４，００

０円増額し、予備費を同じく５９万４，０００円減額いたすものであります。

議案第９４号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ８６万４，０００円を追加し、予算総額１億３４３

万１，０００円といたすものであります。

補正いたす主な内容は、歳出につきましては、職員手当を１７万円減額、洲河崎橋に添架して

いる水道管撤去工事費１０３万４，０００円を増額いたすものであります。

歳入につきましては、一般会計繰入金８０万８，０００円、繰越金５万６，０００円を増額い

たすものであります。

議案第９５号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）。

本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ１，０１１万５，０００円増額し、予算総額２

億３，５０７万７，０００円といたすものであります。

補正いたす主な内容は、繰越金の確定に伴い、１，０１１万５，０００円増額し、予備費を１,

０１１万５，０００円増額するものであります。

議案第９６号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町林業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１８万２，０００円を追加し、予算総額５７７万

３，０００円といたすものであります。補正いたす主な内容は、繰越金の確定に伴い、１８万２,

０００円を増額し、予備費を１８万２，０００円増額するものであります。

議案第９７号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６６１万４，０００円を追加し、予

算総額６，７０８万５，０００円といたすものであります。補正いたす主な内容は、繰越金の確

定に伴い、６６１万４，０００円を増額し、予備費を６６１万４，０００円増額するものであり

ます。

議案第９８号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町江尾財産区特別会計補正予算（第１号）。本

案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３，０００円を追加し、歳入歳出予算総額を３７３万

５，０００円といたすものであります。補正いたします主な内容は、繰越金の額の確定により予

備費を増額いたすものであります。

議案第９９号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町神奈川財産区特別会計補正予算（第１号）。
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本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１２０万１，０００円を追加し、予算総額２６８万

１，０００円といたすものであります。補正いたします主な内容は、歳入においては、財産収入

１００万円、前年度繰越金２０万１，０００円を増額し、歳出においては負担金補助及び交付金

１００万円、予備費２０万１，０００円を増額いたすものであります。

議案第１００号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別会計補正予算（第１号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２９万１，０００円を追加し、予算総額５３３万１,

０００円といたすものであります。補正いたします主な内容は、繰越金の額の確定により２９万

１，０００円を追加し、予備費を２９万１，０００円増額いたすものです。

以上、補正予算１７議案につきまして、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の

議決を得たく提案いたすものであります。

なお、内容の詳細につきましては、主管課長より説明いたさせますのでお聞き取りの上、ご審

議、ご承認を賜りますようお願いいたします。

○議長（越峠惠美子君） 日程に従い、順次、主管課長より議案の詳細説明を求めます。

瀬島農林産業課長。

○農林産業課長（瀬島 明正君） 議案第８２号、江府町標準小作料協議会設置条例の廃止につい

てご説明いたします。１枚はぐっていただきまして、本案は平成２１年１２月１５日に農地法が

改正されまして、標準小作制度が廃止されたことに伴い、江府町標準小作料協議会設置条例を廃

止するものでございます。条文のほうでございますが、江府町標準小作料協議会設置条例を廃止

する条例。

江府町標準小作料協議会設置条例（昭和６２年７月９日条例第１４号）は、廃止する。附則、

この条例は、公布の日から施行するとさせていただいております。ご審議の上、ご承認賜ります

ようお願いいたします。

○議長（越峠惠美子君） 矢下企政策課長。

○企画政策課長（矢下 慎二君） 失礼いたします。議案第８３号、江府町過疎地域自立促進計画

の策定について、ご説明申し上げます。本案は、過疎促進特別措置法の特別改正により平成２２

年４月１日から新たに江府町が過疎地域として追加されましたことに伴い、確定されましたもの

でございます。今後過疎債を使った事業を行う際の基礎になるものでございます。別紙に江府町

過疎地域自立促進計画というものがお手元にあろうかと思いますので、１枚おはぐり頂きまして、

目次をご覧いただければと思います。そこに基本的な事項から第１０章まであります。基本的な

事項の中で、４番目、地域の自立促進の基本方針があります。個性豊かな活力ある郷土づくり、
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安心安全なまちづくりと少子高齢化 定住対策、そして３番目に生活基盤及び地域産業育成と基

盤強化というところを基本方針といたしまして、国の指定によりまして第２章から第１０章まで

産業の振興、交通通信体系の整備、生活環境の整備等９つの区分に分けまして、現況と問題点、

その対策、そしてそれぞれの事業計画を計上いたしております。これを基にいたしまして２７年

度まで行っていくわけですけども、今後必要に応じまして県、担当部局と協議しながら変更、追

加等を行いまして、事業財源を確保しながら財政のバランスを緩和して効果的に施策を進めるも

のであります。ご審議、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○企画政策課長（矢下 慎二君） 議長。

○議長（越峠惠美子君） はい、矢下企政策課長。

○企画政策課長（矢下 慎二君） 続きまして、議案第８４号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町

一般会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。議案を開いていただきまして、本案

は既定の歳入歳出予算にそれぞれ１億８，１８８万６，０００円を追加いたしまして、歳入歳出

それぞれ総額３３億５，８５１万７，０００円といたすものでございます。議案第８４号、１枚

おはぐり頂まして、第１表、歳入歳出予算補正でございます。先ず、歳入でございますが４５番、

地方特例交付金、３０８万８，０００円の増額補正でございます。これは児童手当、三町衛生組

合職員分の児童手当でございます。

続いて５０番、地方交付税１億７，９３９万５，０００円の増額でございます。交付税算定の

単位費用の計算等による増額でございます。７０番、国庫支出金、１０番、国庫補助金７８４万

２，０００円の増額になっております。セーフティネット支援対策等事業費補助金が増額になっ

ております。続きまして７５番、県支出金トータルで５４５万２，０００円の増額でございます。

県負担金につきましては、健康増進事業の２１年度の精算分ということで７６万７，０００円の

減額となっております。１０番の県補助金６２１万９，０００円の増額でございます。こちらは

緊急雇用の２名追加分３１１万６，０００円。そして農家台帳システム、農地制度実施円滑化事

業の補助金１９９万５，０００円の計上でございます。続きまして８０番、財産収入。財産運用

収入といたしまして明倫小学校の使用料１１６万９，０００円を計上いたしております。９０番

繰入金でございますけども１０番、基金繰入金８，７２５万円の減額でございます。当初、予定

しておりました基金からの取り崩し、繰り入れを中止いたしたものでございます。１５番、特別

会計繰入金１７９，万５０００円、介護保険特別会計の２１年度の精算分となっております。９

５番、繰越金。こちらは、２１年度の決算確定による繰越金の増額でございます。６，１７４万

４，０００円の増額でございます。１００番、諸収入２５番、雑入でございます。７０万６，０
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００円の計上でございます。主なものとして消防の全国大会出場に伴います消防協会からの負担

金２５万１，０００円でございます。１０５番、７９４万５，０００円の計上でございます。こ

れは臨時財政対策債、総枠で１億９，２９４万５，０００円枠を広げております。それで今回、

７９４万５、０００円の町債増ということで計上いたしております。歳入総額１億８，１８８万

６，０００円計上いたしております。

もう１枚おはぐり頂きまして、歳出でございます。１０番、総務費８０８万５，０００円。主

なものといたしまして、総務管理費の中で、地方税電子申告システムの国税連携導入４１７万４,

０００円、今観測しております細谷川の水量センサーの交換３９万３，０００円、そして地デジ

放送受信支援といたしまして鉄塔中継局の追加負担分で１３３万２，０００円の計上でございま

す。１５番、民生費総額１，４９５万８，０００円の増額計上であります。主なものといたしま

して、社会福祉費として平成２１年度の事業の精算償還分でございます。４６６万５，０００円。

そして、後期高齢療養給付費負担金の増が１８７万２，０００円でございます。１５番、生活保

護費８１６万３，０００円の計上でございますけども、これは保護制度のシステム導入と機器導

入がございまして、こちらの予算計上でございます。２０番、衛生費１８６万３，０００円の計

上でございます。主なものは、保健衛生費といたしまして１０５万５，０００円。内訳はインフ

ルエンザ対策といたしまして、今まで接種いたしておりました委託費部分１２３万８，０００円

を減額いたしまして、広く対象を広げましてインフルエンザ対策負担金増額分といたしまして１

５８万３，０００円でございます。１５番、水道費事業８０万８，０００円の増額計上いたして

おります。こちらのほうは簡易水道特別会計経常費人件費部分の繰り出しでございます。２５番、

労働費３１１万６，０００円の計上でございます。こちらは、緊急雇用といたしまして保育士、

土地改良調査員の２名の雇用の経費でございます。そして３０番、農林水産業費４６６万３，０

００円の計上でございます。内訳は農業費といたしまして３０８万２，０００円の計上でござい

ますが、主なものといたしまして、農地管理システム、農家台帳システムのシステム変更の経費

でございます。１００パーセント補助でございます。１０番、林業費１５８万１，０００円。主

なものといたしまして、３１万５，０００円、植樹祭の会場の草刈委託料。そして７２万８，０

００円、鳥獣被害防止対策協議会負担金、国事業が県事業に変更になった関係でこちらの方に計

上いたしたものでございます。続いて３５番、商工費１０９万１，０００円の計上でございます。

主なものは十七夜補助金、提灯関係５６万４，０００円。そしてコンベンションビューロー開催

補助金２５万円でございます。４０番、土木費１，２５１万円の計上でございます。こちらの方

は町道の修繕といたしまして、１１５万円が主なものでございます。４５番、消防費トータル５
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２２万５，０００円の予算計上でございます。主なものとして操法の全国大会出場に伴いまして

訓練手当て、旅費その他経費で４６０万１，０００円の計上でございます。続いて主なものとい

たしまして、６５番、諸支出金１億２，０００万円、財政調整基金積立金といたしまして、１億

２，０００万円計上いたしております。９０番、予備費２，１１６万９，０００円、繰越等の関

係で予備費の方に予算計上いたしております。

もう１枚おはぐり頂きまして第２表、地方債補正でございます。先程の関係で臨時財政対策債

５，０００万円、１億８，５００万円の借入限度額を設定しておりましたが、今回補正いたしま

してトータル１億９，２９４万５，０００円。こちらの方に限度額を補正いたすものでございま

す。ご審議、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（越峠惠美子君） 西田町民生活課長。

○町民生活課長（西田 哲君） 議案第８５号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等

貸付事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。本案は既定の予算の総額に歳

入歳出それぞれ３６万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１９万

９，０００円といたすものであります。１枚おはぐり頂きたいと思います。第１表の歳入であり

ますが、繰越金を３６万９，０００円増額し３７万円とし、歳入総額を２１９万９，０００円と

いたすものであります。１枚おはぐり頂きたいと思います。歳出でありますが、予備費を３６万

９，０００円増額し３７万９，０００円とし、歳出総額を２１９万９，０００円といたすもので

あります。以下事項別明細書をご覧頂きまして、ご審議ご承認賜りますよう宜しくお願いいたし

ます。

○議長（越峠惠美子君） 本高福祉保健課長。

○福祉保健課長（本高 善久君） 議案第８６号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険

特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）についてご説明いたします。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３，４４４万９，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ４億３，６２７万５，０００円といたすものでございます。１枚お

はぐり頂きまして、歳入におきまして主な補正の内容でございます。１０番、療養給付費交付金、

５番、療養給付費交付金でございます。補正額２９６万２，０００円を減額いたしまして１，０

８１万１，０００円といたすものでございます。これは、退職被保険者数の減少が見込まれるこ

とに基づき、交付決定されたものでございます。１２番、前期高齢者交付金、５番、前期高齢者

交付金でございます。補正額３，５３９万４，０００円を増額いたしまして、１億７，５３９万

４，０００円といたすものでございます。この前期高齢者交付金は前々年度、平成２０年度の前
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期高齢者の医療費及び本町におきます前期高齢者の全体の加入率等を考えまして増額となったも

のでございます。また７０番、国庫支出金、５番の国庫負担金でございます。３，６３５万９，

０００円を減額いたしまして３，７５６万８，０００円といたすものでございます。これは国庫

負担金でございますが、今年度見込み額の医療費に関わります保険給付費の国庫負担というもの

は法定的に３４パーセントが原則でございますが、この負担金の申請上におきまして前期高齢者

交付金が増額になった部分は、差し引きされることになっております。その関係で減額となって

おるものでございます。１０番の国庫補助金でございます。１０５万円を増額いたしまして３，

２６５万２，０００円といたすものでございます。これは、国庫補助金の特別調整交付金におき

まして、診療所の歯科診療台の購入のために補助金を計上いたすものでございます。なお、この

交付金は、施設勘定に繰り出しをいたすものでございます。最後に９５番、繰越金でございます。

３，７３２万６，０００円を増額いたしまして６，６５０万９，０００円といたすものでござい

ます。これは前年度繰越金の発生に伴いまして増額いたすものでございます。

１枚おはぐり頂きまして、歳出におきましての補正の内容でございます。１２番、後期高齢者

支援金、５番、後期高齢者支援金、１８３万７，０００円を減額いたしまして３，１６４万円と

いたすものでございます。これは、変更交付決定に基づきまして減額となっておるものでござい

ます。１５番、老人保健拠出金、５番、老人保健拠出金。２４２万２，０００円を減額いたしま

して、１４万７，０００円といたすものでございます。これは、平成２０年度以前の老人保健に

関わります医療費の精算によるものでございます。その為に減額いたしておるものでございます。

１６番、介護納付金、５番、介護納付金。２３９万６，０００円を増額いたしまして１，３２４

万３，０００円といたすものでございます。これは、介護の納付金の決定額に基づきまして増額

いたしておるものでございます。３０番、基金積立金、５番、基金積立金。１０９万４，０００

円増額いたしまして１６０万円といたすものでございます。毎年１００万円ずつ積立てをしてい

るものと基金の利息分の関係上、増額したものでございます。続きまして４０番、諸支出金、５

番、償還金でございます。５０３万２，０００円増額いたしまして、５６１万２，０００円とい

たすものでございます。これにおきましては、平成２１年度の国庫負担金療養給付金の精算に伴

いまして償還いたすものでございます。その下の１０番の繰出金でございます。歳入の方でもご

説明いたしましたように１０５万円増額いたすものでございますが、施設勘定におきます歯科診

療事業のための交付金として繰り出しを行うものでございます。９０番、予備費２，９１７万９,

０００円の増額でございますが、予備費として予算を計上いたすものでございます。次ページ以

降事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧を頂きたいと思います。
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続きまして、議案第８７号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘

定）補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。本案は既定の予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ３，２３８万円を追加いたしまして、予算の総額を３億１２７万５，０００円といたすもの

でございます。

おはぐりを頂きまして、歳入におきます主な内容でございますが、９０番繰入金、５番繰入金。

補正額１０５万円を増額いたしまして、６，２１５万５，０００円といたすものでございます。

事業勘定のところでご説明申し上げましたが、歯科診療台の購入に伴います繰入れでございます。

続きまして、９５番繰越金、５番繰越金でございます。３，０８３万円を増額いたしまして４，

５８３万円といたすものでございます。これは前年度繰越金の発生に伴いまして増額いたすもの

でございます。また１００番の諸収入、１０番の雑入でございます。補正額５０万円で１２６万

円といたすものでございます。これは、レセプトコンピューターを昨年導入いたしましたものに

対しまして、支払基金から助成金がございます。そのために５０万円増額いたすものでございま

す。

１枚おはぐり頂きまして、歳出におきます主な補正でございますが、５番、総務費、５番、施

設管理費、補正額５０７万７，０００円を減額いたしまして１億５，４９７万５，０００円とい

たすものでございます。これは、４月の人事異動に伴いまして給与等の減額をいたしているもの

でございます。ただ、９０番の予備費でございますが、３，７４５万７，０００円を増額いたし

まして、４，１１７万８，０００円といたすものでございます。以下次ページ以降事項別明細書

を添付いたしておりますので、ご覧頂きたいと思います。

続きまして、議案第８８号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町老人保健特別会計補正予算（第

１号）について、ご説明いたします。本案は既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１０３万２，０

００円を追加し、予算の総額を２２４万５，０００円といたすものでございます。１枚おはぐり

頂きまして、歳入におきましての補正する内容でございますが、９５番、繰越金、５番、繰越金、

補正額１０３万２，０００円を増額し、１０３万５，０００円といたすものでございます。前年

度の繰越金の確定に伴いまして、増額いたすものでございます。１枚おはぐり頂きまして、歳出

におきます補正の内容でございます。１０番の諸支出金、５番の償還金、補正額１万７，０００

円を補正いたしまして１万８，０００円といたすものであります。これは、２１年度の精算金と

して償還いたすために増額いたすものであります。９０番、予備費でございます。１０１万５，

０００円を増額して１０１万６，０００円といたすものでございます。予備費に予算計上いたし

ておるものでございます。以下次ページ以降事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧頂
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きたいと思います。

続きまして、議案第８９号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事

業勘定）補正予算（第２号）についてご説明いたします。本案は、既定の予算総額に歳入歳出そ

れぞれ２，０１６万円を追加し、予算の総額を４億６，５５８万１，０００円といたすものでご

ざいます。１枚おはぐり頂きまして、歳入におきまして主な補正の内容でございます。７０番の

国庫支出金、５番の国庫負担金でございます。補正額５７万６，０００円を増額いたしましてこ

れは７，３９７万５，０００円といたすものでございます。これは、過年度の介護給付費の精算

によりまして増額いたすものでございます。また９５番の繰越金、５番の繰越金、１，９５８万

４，０００円を増額いたしまして１，９５８万５，０００円といたすものでございます。これは、

前年度の繰越金の確定に伴いまして増額いたすものでございます。１枚おはぐり頂きまして、歳

出におきます補正の内容でございます。３０番の諸支出金、５番の償還金及び還付加算金でござ

います。補正額６５万２，０００円を増額いたしまして１３４万５，０００円といたすものでご

ざいます。これは、国、県の交付金、負担金の返還といたしまして、前年度の増額をいたすもの

でございます。また、１０番目の繰出金でございます。１７９万６，０００円を増額いたすもの

でございます。これは、過年度分の精算に伴いまして、町の一般会計からの持ち出し分を繰り出

しするために増額いたしたものでございます。あと予備費の方でございますが、１，７７１万２,

０００円を増額いたしまして、１，９８８万３，０００円といたすものでございます。予備のほ

うに予算を計上いたすものでございます。次ページ以降事項別明細書を添付いたしておりますの

で、ご覧頂きたいと思います。

続きまして、議案第９０号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービ

ス事業勘定）補正予算（第１号）についてご説明をいたします。本案は、既定の予算の総額に歳

入歳出それぞれ２０万３，０００円を追加いたしまして、予算の総額を２９４万６，０００円と

いたすものでございます。１枚おはぐり頂きまして、歳入におきましての補正の内容は、２０万

３，０００円を増額いたしまして１４７万７，０００円といたすものでございます。これは、前

年度の繰越金の発生に伴いまして増額いたすものでございます。おはぐり頂きまして、歳出にお

きます補正の内容でございますが、１０番のサービス事業費、５番の介護予防サービス事業費で

ございます。補正額３万円を増額いたしまして、２４７万５，０００円といたすものでございま

す。これは、ケアマネージャー等の研修参加のための旅費等を増額いたしておるものでございま

す。９０番の予備費でございますが、１７万３，０００円を増額いたしまして４７万１，０００

円といたしております。次ページ以降事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧頂きたい
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と思います。

議案第９１号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計補正予算（第１

号）についてご説明いたします。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６０万円を追加し、

予算の総額を３，８８２万８，０００円といたすものでございます。１枚おはぐり頂きまして、

歳入におきましての補正いたします内容でございます。９５番、繰越金、５番、繰越金。補正額

６０万円を増額いたしまして、２４５万６，０００円といたすものでございます。これは、前年

度の繰越金の発生に伴いまして、増額いたすものでございます。１枚おはぐり頂きまして、歳出

におきましての補正いたします内容でございます。９０番、予備費、５番、予備費。補正額６０

万円を増額いたしまして、３０５万５，０００円といたすものでございます。次ページ以降事項

別明細書を添付いたしておりますので、ご覧頂きたいと思います。

続きまして、議案第９２号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について、ご説明いたします。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ４３万

９，０００円を追加し、予算の総額を５，１８１万９，０００円といたすものでございます。１

枚おはぐり頂きまして、歳入における補正いたします内容でございます。５番、保険料、５番、

後期高齢者医療保険料、補正額１８万５，０００円を増額いたしまして３，４７８万円といたす

ものでございます。これは、保険料の過年度分及び滞納繰越分の納付によりまして増額いたすも

のでございます。９５番の繰越金、５番の繰越金でございます。２５万４，０００円を増額いた

しまして、２５万５，０００円といたすものでございます。これは、前年度の繰越金の確定に伴

いまして増額いたすものでございます。

歳出におきます補正の内容でございます。１枚おはぐり頂きまして、１５番、諸支出金、５番、

償還金及び還付加算金でございます。５万円増額いたしまして、５万円といたすものでございま

す。今後見込まれます還付金として予算計上するために、増額いたすものでございます。９０番、

予備費。３８万９，０００円を増額いたしまして３９万円といたすものでございます。予備費に

予算を計上いたすものでございます。次ページ以降事項別明細書を添付いたしておりますので、

ご審議、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（越峠惠美子君） 瀬島農林産業課長。

○農林産業課長（瀬島 明正君） 失礼します。議案第９３号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町

索道事業特別会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。本案は既定の予算総額９，０

４８万８，０００円の内での組み替えで索道管理費を５９万４，０００円増額し、予備費を同じ

く５９万４，０００円減額いたすものでございます。１枚おはぐり頂まして歳入でございますが、
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歳入につきましては補正はございません。もう１枚おはぐり頂きまして、２ページでございます

が、歳出につきまして索道管理費を５９万４，０００円増額いたしまして８，０４４万１，００

０円といたすものでございます。９０番、予備費でございますが、５９万４，０００円を減額い

たしまして１，００４万７，０００円といたすものでございます。索道管理費の増額の内訳とい

たしましては、旅費で１万８，０００円、これは索道総会での旅費として増額するものでござい

ます。それから修繕料１万５，０００円。これは芝刈り機の修繕をみております。また使用料及

び賃借料で５６万１，０００円。こちらは、地域振興株式会社からの索道事業用施設の借上料の

２１年度消費税分として５４万３，０００円、ほかを新たに計上いたすものでございます。

以下、事項別明細書を添付いたしておりますので、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いい

たします。

○議長（越峠惠美子君） 太田建設課長。

○建設課長（太田 厚君） 議案第９４号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会

計補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ８６万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３４３万１，０

００円といたすものでございます。おはぐり頂きまして、第１表、歳入歳出予算補正でございま

すが、歳入につきまして款９０、項５繰入金は、８０万８，０００円を補正するもので、これは

洲河崎橋に添架してある水道管の撤去工事にかかるものでございます。款９５繰越金、項５繰越

金は、５万６，０００円を補正するもので、決算により繰越額が確定したことによるものでござ

います。おはぐり頂きまして、歳出におきまして、款５総務費、項５総務管理費は、１７万円を

減額いたすもので、内容は職員手当ての減額です。款１０、水道事業費、項５、水道施設整備費

は１０３万４，０００円を補正するもので、川筋地区一般水道の洲河崎橋に添架してある配水管

の撤去工事費であります。川筋地区一般水道は、昭和５７年から給水を開始しており、農業集落

排水事業により使用水量が増加することから、平成７年度に洲河崎地内に新たな水源と配水管を

増設して運営しております。その時から洲河崎橋に添架しております水道管は使用しておらず、

緊急時に利用する計画をしておりました。平成１８年度に武庫踏み切りから洲河崎橋まで漏水し

ていることが分かっており、調査をしましたが場所が特定できないこと、また緊急的につないだ

としても武庫排水地と洲河崎排水地の高さが違うことやまたどちらか一方の水源の水量では全体

の給水区域が賄えないこともあり、維持管理面から洲河崎橋の橋梁塗装の足場を利用して今回撤

去することが望ましいことからその予算を計上させて頂いたところでございます。以下事項別明

細書をご覧いただきまして、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。
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続きまして、議案第９５号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）につきましてご説明申し上げます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，

０１１万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３，５０７万７，

０００円といたすものでございます。おはぐり頂きまして、第１表、歳入歳出予算補正でござい

ますが、歳入につきまして款９５、繰越金、項５、繰越金は１，０１１万５，０００円を補正い

たすもので、決算により繰越額が確定したことによります。おはぐり頂きまして款９０、項９０

予備費ですが、１，０１１万５，０００円を補正いたすものでございます。以下事項別明細書を

ご覧いただきまして、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

続きまして、議案第９６号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町林業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）につきましてご説明申し上げます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８

万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７７万３，０００円といた

すものでございます。おはぐり頂きまして、第１表、歳入歳出予算補正でございますが、補正い

たします主な内容は、歳入におきまして款９５、項５、繰越金は１８万２，０００円を補正いた

すもので決算により繰越額が確定したことによります。おはぐり頂きまして歳出につきまして、

款９０、項９０の予備費ですが、１８万２，０００円を補正いたすもので、以下事項別明細書を

ご覧いただきまして、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

続きまして、議案第９７号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。本案は、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ６６１万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，

７０８万５，０００円といたすものでございます。おはぐり頂きまして、款９５、項５、繰越金

は６６１万４，０００円を補正いたすもので決算により繰越額が確定したことによります。おは

ぐり頂きまして、歳出におきまして款９０、項５、予備費ですが、６６１万４，０００円を増額

いたすものでございます。以下事項別明細書をご覧いただきまして、ご審議の上、ご承認賜りま

すようお願いいたします。

○議長（越峠惠美子君） 矢下企画政策課長。

○企画政策課長（矢下 慎二君） 失礼いたします。議案第９８号、平成２２年度鳥取県日野郡江

府町江尾財産区特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。本案は、既定の予算

に歳入歳出それぞれ３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７３万５,

０００円といたすものでございます。１枚おはぐり頂きまして、歳入でございます。９５番、繰

越金。繰越金の確定に伴まして、３，０００円を補正計上いたすものでございます。１枚おはぐ
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り頂きまして歳出でございます。９０番予備費に３，０００円充当計上いたしまして、歳入歳出

総額３７３万５，０００円といたすものでございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろし

くお願い致します。

○産業農林課長（瀬島 明正君） 議長。

○議長（越峠惠美子君） 瀬島農林産業課長。

○農林産業課長（瀬島 明正君） 失礼いたします。議案第９９号、平成２２年度鳥取県日野郡江

府町神奈川財産区特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。本案は、既定の予算

総額に歳入歳出それぞれ１２０万１，０００円を追加いたしまして、予算総額を２６８万１，０

００円といたすものでございます。次のページをご覧下さいませ。補正いたします主な内容でご

ざいますが、歳入につきましては、款８０、項１０、財産売払収入１００万円の増額。これは、

既定の予算額１００万円を増額いたすものでございます。款９５、項５、繰越金２０万１，００

０円の増額。これは前年度繰越金の確定によるものでございます。はぐって頂きまして、歳出に

つきましてですが、款５、項５財産区管理会費として１００万円の増。款９０、項９０、予備費

といたしまして２０万１，０００円の増を計上いたすものでございます。財産区管理会費の内訳

といたしましては、負担金補助及び交付金１００万円の増。これは土地及び立木代といたしまし

て、それぞれ使用権付与地の補償費等として、各集落に交付いたすものでございますけども既定

の予算額１００万円ございましたが、中国電力の電線保安伐採等で残額が僅かとなりました。そ

のため今後に備えまして増額いたすもので、歳入の財産売払収入の増額に見合うものでございま

す。それから予備費２０万１，０００円の増額。これは、歳入の繰越金の増を予備費に充当いた

すものでございます。以下事項別明細書を添付いたしておりますので、ご審議の上、ご承認賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（越峠惠美子君） 影山総務課長。

○総務課長（影山 久志君） 議案第１００号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別

会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ２９万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３３万１,

０００円といたすものでございます。１枚おはぐり頂きたいと思います。第１表、歳入歳出予算

補正でございます。その主な内容でございます。歳入におきまして前年度繰越金の確定に伴いま

して、補正額といたしまして２９万１，０００円を増額し、５４万１，０００円とするものでご

ざいます。１枚おはぐり頂きたいと思います。歳入の主なものでございますが、財産区管理会費

の内の事業費といたしまして既定の予算額内で負担金の組み替えをさせていただくものでござい
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ます。また予備費といたしまして、２９万１，０００円を増額いたしまして、補正後４０万６，

０００円といたすものでございます。以下事項別明細書を添付いたしておりますので、ご審議の

上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（越峠惠美子君） 以上、提案理由説明が終わりました。

日程第４２ 陳情書の処理について

○議長（越峠惠美子君） 日程第４２、陳情書の処理についてを議題といたします。

受理した陳情書は、お手元に配りました陳情文書表のとおりです。

おはかりいたします。受理第１０号の１件は、総務経済常任委員会に、受理第９号、受理第１

１号の２件は、教育民生常任委員会に付託し、会期中の審査とすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠惠美子君） ご異議なしと認めます。よって、受理第１０号の１件は、総務経済常任

委員会に、受理第９号、受理第１１号の２件は、教育民生常任委員会に付託することに決しまし

た。

会期中の審査をお願いします。

○議長（越峠惠美子君） 以上で、本日の議事日程は、全部終了しました。

これをもって、散会とします。どうもご苦労様でした。

午前１１時４５分散会
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