
江府町告示第47号

平成23年９月６日

江府町長 竹 内 敏 朗

第８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23年９月12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 日野尾 優

上 原 二 郎 越 峠 惠美子 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８回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成23年９月12日（月曜日）

議事日程

平成23年９月12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３号 平成22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73号 平成22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74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歳入歳

出決算認定について

日程第７ 議案第75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）歳入

歳出決算認定について

日程第８ 議案第76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）歳入

歳出決算認定について

日程第９ 議案第77号 平成22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78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）

歳入歳出決算認定について

日程第11 議案第79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）歳入歳出決算認定について

日程第12 議案第80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歳入歳出決算

認定について

日程第13 議案第81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歳入歳出決さん

認定について

日程第14 議案第82号 平成22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83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歳入歳出決算認定

について

日程第16 議案第84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歳入歳出決算

認定について

日程第17 議案第85号 平成22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86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歳

入歳出決算認定について

日程第19 議案第87号 平成22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88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歳入歳出決算認定

について

日程第21 議案第89号 平成22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90号 江府町税条例の一部改正について

日程第24 議案第91号 江府町からの暴力団排除のために必要な関係条例の整備に関する条例の

制定について

日程第25 議案第92号 久連消防コミュニティーセンターに係る指定管理者の指定について

日程第26 議案第93号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

日程第27 議案第94号 平成23年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第４号）

日程第28 議案第95号 平成23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29 議案第96号 平成23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１号）

日程第30 議案第97号 平成23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２号）

日程第31 議案第98号 平成23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）
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日程第32 議案第99号 平成23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）

日程第33 議案第 100号 平成23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 101号 平成23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２

号）

日程第35 議案第 102号 平成23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36 議案第 103号 平成23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37 議案第 104号 平成23年度度鳥取県日野郡江府町特定環境集保全公共下水道事業特別

会計補正予算（第１号）

日程第38 議案第 105号 平成23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39 議案第 106号 平成23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40 庁舎等調査特別委員会の設置について

日程第41 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 日野尾 優

５番 上 原 二 郎 ６番 越 峠 惠美子 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）

事務局出席職員職氏名

事務局長 梅 林 茂 樹
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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 農林課長 瀬 島 明 正

産業振興課長 奥 田 慎 也 奥大山スキー場管理課長 岡 田 雄 成

建設課長 下 垣 吉 正 会計管理者 森 田 哲 也

教育振興課長 山 川 浩 市 代表監査委員 砂 原 和 省

午前１０時１８分開会

○議長（日野尾 優君） 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２３年第８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、お手元に配布した報告

書のとおりであります。なお、日程に先立ち、傍聴の方にお願いいたしますが、傍聴規則に従い

傍聴いただきますようお願いいたします。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（日野尾 優君） 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、１０番森田智議員、１番宇田川潔議員の両名を指

名いたします。

日程第２ 会期の決定

○議長（日野尾 優君） 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布のとおり答

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２６日までの１５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（日野尾 優君） ご異議なしと認めます。よって、会期は１５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（日野尾 優君） 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、お手元に配布のとおりで

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２２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） ６月定例議会以降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が、主な事業につきましてのみご報告をさせていただきます。

先ず、行政関係でございます。鳥取県日野地区連携 共同協議会の事業といたしまして、「日

野郡のあるべき監査」の研修会を、県代表監査委員をお招きし、日野町で実施いたしたところで

ございます。

次に防災関係でございますが、東日本大震災被災地への職員派遣でございます。順次、６月よ

り実施いたしておるところでございます。県と連携いたしまして、宮城県石巻市へ保健師を派遣

するとともに、西部町村会といたしまして、南三陸町の税務関係の事務として派遣をいたしてい

るところでございます。

一応西部町村会といたしましては、区切りを９月２１日まで派遣をし、それ以降は県の町村会

として東、中、西それぞれ１２月末まで支援をして参る予定にしております。なお、２名ずつの

派遣予定でございます。

また、全員協議会でもご報告申し上げました、台風１２号接近に伴う防災 災害対策について

でございます。災害対策本部を９月３日に設置しながら対応いたしておるところでございます。

なお、詳細な災害発生内容については、全員協議会でご報告いたしましたので、ここでは省略さ

せていただきたいと思います。

また消防関係につきましては、第１分団が昨年に続きまして、鳥取県の大会で優勝の栄を勝ち

取っておるところでございます。歴史 伝統に華を添えていただいたところでございます。

次に企画政策関係でございます。地上デジタル完全移行、７月２４日でございました。町内に
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つきましては、お約束いたしておりました通り、全て対応済みでございます。内、美女石集落及

び町内２戸は衛星により対応いたしたところでございます。最終的恒常対策は方法が決定済でご

ざいます。

なお、デジサポ相談につきましては、町内では１０件。すべて対応を終わっているところでご

ざいます。

次に町民関係でございます。高齢者介護年手当金を９５歳以上のお祝いをしながら、手当てを

交付させていただきました。１００歳以上につきましては、本町では４名おられまして、その内、

３名の方に年金手当てを支給させていただきました。

また、保健関係につきましては、住民健診７月２６日（火）から７月２９日（金）までの４日

間、総合健康福祉センターにおいて住民健診を行い、７０２名の方に受診していただいておりま

す。早期発見、早期治療ということで、より多くの住民の皆さんに健診を受けていただきたい。

そのための努力をいたしておるところでございます。

次に農業振興関係でございます。戸別所得補償制度、また中山間地域等直接支払事業、それぞ

れ現地確認を６月２９日、３０日、また中山間については８月８日、９日の２日間ずつ実施をい

たしたところでございます。

次に観光関係でございます。議員さん方にもご協力、ご出演いただきました「江尾十七夜」伝

統行事でございますが、天候も一時期心配いたしまして、大きな夕立はございましたが、無事に

祭りを終了することが出来ました。多くの皆さんにご来町いただき、ご覧いただき、夏の一夜を

過ごしていただけたと思っております。また企業誘致調査特別委員会でご協議いたしております、

企業誘致に関しましては、株式会社サンエスの進出につきまして９月１日、鳥取県 江府町 株

式会社サンエスと調印式を行ったところでございます。

次に総合特区、いろいろご情報を流させていただいておりますが、鳥取県地域活性化総合特区、

江府町も笠良原なり下蚊屋ダムなりの関連がございますが、８月２２日米子コンベンションで特

区につきましての国の推進協議会の設立総会が行われたところでございます。今後一次申請、二

次申請とあるわけでございますが、鳥取県西部地区として本町も特区の中に入って将来を見据え

た対応に進めて参りたいと思っておるところでございます。

次に建設関係でございますが、地域高規格道路江府三次線の要望会を広島及び東京において実

施をし、予算配分につきまして強く要請をいたしたところでございます。また鳥取県日野地区連

携 共同協議会では道路維持専門部会を都度開いていただきまして、私自身は本町といたしまし

て、本年度除雪関係の県との連携、また来年度には道路維持につきまして本町への県道の移管等
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々について、しっかり協議いただくようにお願いをいたしておるところでございます。

最後になりましたが、教育関係でございます。江府町 西ノ島町交歓臨海学校を７月２７日か

ら２９日に実施いたしたところでございます。それに併せまして、チロルジュニア江府小学校の

軟式野球のクラブでございますが、また小、中学校のソフトテニスそして吹奏楽とそれぞれ子ど

もたちが活躍し、それぞれ上位の大会に出場し、江府町の子どもたちの活躍振りに感激いたした

ところでございます。

また生涯学習におきましては、７月１３日、人権 同和教育研修会を開催いたし、６３名のご

参加を賜ったところでございます。併せて、日野郡民総合体育大会、今年は７月３日 １０日、

江府町で実施いたしました。１点差ではございましたが、江府町は２位ということでもう少しで

優勝出来たのではないかと残念に思ったところでございます。併せて４県４郡市総合体育大会が

日野郡が当番ということで行われ、日野郡は２位になっております。会場が日野郡ということで

江府町でも実施されたところでございます。

以上主だった点だけご報告申し上げ、配布いたしました行政報告書によりご確認をいただきた

いと思います。以上で終わります。

○議長（日野尾 優君） 以上で、諸般の報告は終わります。

日程第４ 報告第３号

○議長（日野尾 優君） 日程第４、報告第３号、平成２２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（日野尾 優君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 報告第３号、平成２２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８月１日と８月５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。

それぞれ、町民の皆さん、議会の皆さん、執行部努力をいただきまして、それぞれの比率につ

きまして健全化に向って順調な推移をいたしておるところだと考えております。

○議長（日野尾 優君） 主管課長より、詳細説明を求めます。

矢下企画政策課長。
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○企画政策課長（矢下 慎二君） 失礼いたします。報告第３号についてご説明させていただきま

す。

１枚おはぐりいただきたいと思います。報告第３号、平成２２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のご説明でございます。平成２２年度におきま

して、実質の赤字、連結赤字はございません。実質公債費比率につきましては、２０年度から２

２年度の３ヵ年の平均になります。今年度は２１．２パーセント、そちらに書いてある通りであ

ります。償還額の減少と分母となります標準財政規模交付税等によりまして、大きくなったこと

により昨年度より１．７ポイントの減少となっております。また将来負担比率につきましては、

起債残高等の減少によりまして１１４．７パーセントと前年より１３ポイントの減少をしており

ます。以下、不足比率等についてはございません。以上報告させて頂きます。

○議長（日野尾 優君） 以上、詳細説明が終了いたしました。

日程第４、報告第３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。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） 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７３号 から 日程第２１ 議案第８９号

○議長（日野尾 優君） 日程第５、議案第７３号、平成２２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８９号、平成２２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。

○議長（日野尾 優君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） ただ今、ご上程いただきました議案第７３号、平成２２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でございます。歳入総額４１億９，５７５万８，５

１９円。歳出総額４０億７，９９９万３１６円。差引額１億１，５７６万８，２０３円となって

おります。うち繰越明許費でございますが、１，３１７万円、事故繰越１３２万３，０００円、

繰越計１，４４９万３，０００円でございます。

次に議案第７４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歳入歳
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出決算認定について。歳入総額３１４万３，７９３円。歳出総額１８１万９，６７０円。差引額

１３２万４，１２３円となっております。

議案第７５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）歳入歳出

決算認定について。歳入総額４億３，０９５万８，５２１円。歳出総額３億７，９２６万８，０

３２円。差引額５，１６９万４８９円となっております。

次に議案第７６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）歳入

歳出決算認定について。歳入総額３億７３１万６，０８２円。歳出総額２億４，８９４万１，４

８９円。差引額５，８３７万４，５９３円でございます。

議案第７７号、平成２２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１０３万９，４４０円。歳出総額１０３万９，４４０円。差引額はございません。

議案第７８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）歳入

歳出決算認定について。歳入総額４億７，４７１万９，６２７円。歳出総額４億６，０５１万３，

６９９円。差引額１，４２０万５，９２８円となっております。

議案第７９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）

歳入歳出決算認定について。歳入総額３０４万３，７９８円。歳出総額１４４万６，６６７円。

差引額１５９万７，１３１円となっております。

議案第８０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歳入歳出決算認定

について。歳入総額３，８８２万８，６５３円。歳出総額３，５７７万２，６２６円。差引額３

０５万６，０２７円となっております。

議案第８１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歳入歳出決算認定に

ついて。歳入総額４，４６２万６，１７３円。歳出総額４，３１０万６，５７８円。差引額１５

１万９，５９５円となっております。

議案第８２号、平成２２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。

歳入総額６，１０９万２，５１７円。歳出総額６，１０９万２，５１７円。差引額はございませ

ん。

議案第８３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歳入歳出決算認定につ

いて。歳入総額１億６，１４６万５，５０２円。歳出総額１億５，５０２万２，７７２円。差引

額６４４万２，７３０円となっております。

議案第８４号、平２２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２億５，９５９万１，９１８円。歳出総額２億４，７５６万１，５５０円。差
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引額１，２０３万３６８円でございます。

議案第８５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歳入歳出決算認定

について。歳入総額５７０万１，０７８円。歳出総額５３１万９５４円。差引額３９万１２４円

となっております。

議案第８６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歳入歳

出決算認定について。歳入総額７，１２３万５，８８５円。歳出総額６，３６５万１，０２７円。

差引額７５８万４，８５８円となっております。

議案第８７号、平成２２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２８１万６，６２７円。歳出総額１３万６，９９５円。差引額２６７万９，６３２

円となっております。

議案第８８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歳入歳出決算認定につ

いて。歳入総額１２６万９，４４９円。歳出総額９７万８，７２２円。差引額２９万７２７円と

なっております。

議案第８９号、平成２２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４４６万６，５４８円。歳出総額３６３万５，５４９円。差引額８３万９９９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。

以上、平成２２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２２年度の各会計におきます予算の執行にあたりましては、緊急的な対応を含め、議会の

ご意思を尊重し、ご理解とご協力をいただきながら、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。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、本町も健全化判断比率の公表も行ってい

るところでありますが、このたびの国難ともいえる大災害に、国をあげて対応するため、厳しい

財政状況を視野に入れ、進んでいかなければならないと考えております。

このような状況の中、本町の行財政運営に格別なご指導とご協力、また、積極的なご参加を賜

りました議会ご当局、町民のみなさん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１９日から８月１日までの間、延べ６日間
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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（日野尾 優君） 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、砂原和省君。

○代表監査委員（砂原 和省君） 議長。

○議長（日野尾 優君） 砂原監査委員。

○代表監査委員（砂原 和省君） 失礼いたします。７月１９日から８月１日までの間、うち６日

間の監査を実施いたしました。

平成２２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審

査を実施し、決算の係数はいずれも符号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。

２ページ、２２年単年度収支を掲載していますが１，９３５万６，０００円のマイナスとなっ

ており財政運営については収支均衡を図られたい。

歳入状況は３ページに載せています。収入未済額は毎年増加しており、不納欠損額平成２０年

度０円、２１年度２２万９，０００円、２２年度３４６万７，０００円となっています。

７ページ財政指数等で経常収支比率は２１年度９４．２％から２２年度８７．６％に、表には

ありませんが公債比負担比率も２１年度３２．３％から２２年度２４．８％に下がっており、財

政構造の弾力性の面でも改善されたものの、まだ危険水準であり、経費削減、基金への積立等の

努力を認めますが、引続き経常経費の削減、起債の抑制など財政健全化に向け努力が必要と考え

ます。

次に、昨年末、奥大山スキー場において発生いたしました雪崩事故により索道事業特別会計２

１年度末繰越金２，７４４万８，０００円、２２年度末繰越金０円、２１年度繰入金６万６，０

００円、２２年度繰入金２，３２７万円、災害対応費として雪崩事故関係で犠牲者見舞金等７４

０万円の支出もあり特別会計、一般会計に影響が出ています。予算使用状況、今後の財政見通し

を町民のみなさまに情報提供する必要があると考えます。
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３月１１日、東日本大震災発生により町民も本町防災体制に関心を持っておられると思います。

昨年、土砂災害防止法に基づく調査結果説明会を全集落で開催、初めて災害時避難訓練も開催さ

れました。避難場所の早期設定の取組みも必要であり、本町機関が４箇所に分散しており、災害

発生時の対応遅延が懸念されるところでもあり、防災体制の見直しを願います。

次に、８月１日及び８月５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条第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。

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

度２２．９％に比べ１．７ポイント、将来負担比率も２１年度１２７．７％から１１４．７％に

改善されました。２２年度実質公債費比率は１９年度とほぼ同様であり、まだ高い比率となって

います。

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、高齢化率も３９．２５％となり社会保障費の増加、財政

力指数の低下等引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層の努力を図るとともに不納決算処理

は慎重に行われたいです。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、町財産の維持管理を検討されたい。統合により閉校となった小学校、エバーランド

奥大山等、災害時避難場所他、有効活用を引き続き検討課題としていただきたい。

４つ目は、職員人事評価制度の推進を願いたい。一昨年から申し上げておりますが、今秋試行

に入られる回答を得ております。職員に納得させる評価が大事であると思いますのでよろしくお

願いいたします。

要望事項について申し上げます。食の安全が言われています。自然に囲まれた江府町、「環境

王国」「奥大山エバーランド」をＰＲし特産品の販路拡大の推進を願います。
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次に江府町職員の旅費に関する条例１７条の見直しを図られたい。現在１キロ車賃３７円は、

国家公務員法に基づく設定であるという回答がありますが、鳥取県職員は１キロ２５円、近隣町

も県同様かそれ以下とされています。検討をお願いいたします。

最後になりますが、町民が安心、安全で暮らせ、将来展望の持てる「江府町」を築くことが重

要であり、町民目線でのまちづくりを推進していただきますようお願いし、報告とさせていただ

きます。

○議長（日野尾 優君） 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（日野尾 優君） 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５５分休憩

午前１０時５６分再開

○議長（日野尾 優君） 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（日野尾 優君） 日程第２２、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２２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（日野尾 優君） 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（日野尾 優） 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
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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、森田智議員、上原二郎

議員、宇田川潔議員、日野尾優の４名、特別会計決算特別委員会委員には、越峠惠美子議員、田

中幹啓議員、川端雄勇議員、長岡邦一議員、川上富夫議員の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（日野尾 優君） 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５７分休憩

午前１０時５８分再開

○議長（日野尾 優君） 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、森田智議員、副委員長、上原二郎議員。特別会計決算特別委

員会委員長、越峠惠美子議員、副委員長、田中幹啓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７３号を、特別会計決算特別委員会は議案第７４号から議案

第８９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９０号 から 日程第３９ 議案第１０６号

○議長（日野尾 優君） 日程第２３、議案第９０号、江府町税条例の一部改正についてから、日

程第３９、議案第１０６号、平成２３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。

○議長（日野尾 優君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） ただ今ご上程いただきました議案第９０号、江府町税条例の一部改正に
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ついて。本案は、寄附金税制の拡充、租税罰則の見直し、負担軽減措置の延長等、地方税法等の

一部を改正する法律が平成２３年６月３０日付で公布されたことに伴い、江府町税条例の一部を

改正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９１号、江府町からの暴力団排除のために必要な関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて。本案は、鳥取県警と連携して、江府町の行政事務から暴力団等の排除を徹底し、公平

公正な町政運営のため、整備の必要な１９の関係条例の一部改正を行うための条例を制定するも

のです。地方自治方第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９２号、久連消防コミュニティーセンターに係る指定管理者の指定について。本案は、

美女石集落にあります久連消防コミュニティーセンターについて、美女石集落区長を指定管理者

として指定するものであります。地方自治方第２４４条の２第６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９３号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について。本案は、江府町御机

下蚊屋辺地において、平成２３年度から３年間の公共的施設の総合整備計画の一部を変更するも

のであり、このたび県との協議が終了いたしましたので、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第３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９４号、平成２３年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第４号）。本案は、平成

２３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１億２２万６，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３４億４，６８１万７，０００円といたすものでありま

す。補正いたします主な内容は、歳出につきましては、総務費２，６１９万５，０００円の増額。

民生費１，７９２万８，０００円の増額。

衛生費１８５万７，０００円の増額。農林水産業費２４３万３，０００円の増額。商工費１８

８万６，０００円の増額。土木費２２４万円の増額。消防費１５８万５，０００円の増額。教育

費７９万７，０００円の増額。災害復旧費３，３５７万８，０００円の増額。予備費１，１７２

万７，０００円の増額といたしております。歳入につきましては、地方特例交付金１４万３，０

００円の増額。地方交付税５，４８５万円の増額。国庫支出金７４２万３，０００円の増額。県

支出金２２５万円の増額。財産収入１００万円の増額。繰入金２，０６５万２，０００円の減額。

繰越金３，６４７万９，０００円の増額。諸収入５４８万７，０００円の減額。町債２，４２２
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万円の増額。以上により補正予算を編成いたしました。

議案第９５号、平成２３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６５万４，０００円を追加し予算総額

を２４８万５，０００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９６号、平成２３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１号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３４３万３，０００円を追加し、予算

総額３億９，６７１万８，０００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

おいて療養給付費交付金の交付決定により３６３万１，０００円の減額、前期高齢者交付金の交

付決定により６，５６２万５，０００円の減額、国庫支出金の交付決定により２，４２６万３，

０００円の増額、基金から繰入金として２，３８３万６，０００円を計上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後期高齢者支援金の決定に伴い１９２万５，０００円を

増額し、諸支出金として過年度分の精算及び施設勘定への交付金繰出しのため１１９万３，００

０円を増額いたすものであります。

議案第９７号、平成２３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２号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３，０８２万４，０００円を追加し、

予算総額３億１，７４９万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

繰入金として事業勘定からの交付金として１０５万円の増額、前年度繰越金の確定に伴い３，８

３７万４，０００円の増額。町債８６０万円を減額いたすものであります。また、歳出において

補正いたします主な内容は総務費として労働保険料等３３万円を増額し、予備費に３，０４５万

９，０００円を充当いたすものであります。

議案第９８号、平成２３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１，５０５万８，０００円を追加

し、予算総額４億８，９９８万８，０００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１，０４９万３，０００円を増額し、支払基金交付

金１４１万円の増額。国庫支出金１４３万９，０００円の増額。県支出金１７１万６，０００円

の増額は、いずれも過年度分の精算により増額となったものであります。歳出におきましては過

年度分の精算により諸支出金５７１万２，０００円を増額し、予備費に９３４万６，０００円を

充当いたすものであります。

議案第９９号、平成２３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）
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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５２万４，０００円を追加し、

予算総額２９６万７，０００円といたすものであります。補正いたします内容は、歳入において

前年度繰越金の確定に伴い５２万４，０００円を増額し、歳出において介護予防サービス事業費

の公用車修繕費等のため１万９，０００円を増額し、予備費に５０万５，０００円を充当いたす

ものであります。

議案第１００号、平成２３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１５１万８，０００円を追加し、予算総額４，

５８２万１，０００円といたすものであります。補正いたします主な内容は、前年度繰越金の確

定に伴い１５１万８，０００円を増額し、予備費に１５１万８，０００円を充当いたすものであ

ります。

議案第１０１号、平成２３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２号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２３５万２，０００円を追加し、予算総額１億１，

０１１万３，０００円といたすものであります。補正いたします主な内容は、歳出につきまして

は台風１２号による水道災害復旧工事関係費を５００万円増額、砂防工事に伴う補償工事の必要

がなくなり、委託料１６０万円、工事請負費２７０万円をそれぞれ減額いたし、修繕料を１６５

万２，０００円増額するものであります。歳入につきましては、雑入４３０万円を減額し、一般

会計繰入金２２１万円、繰越金４４４万２，０００円をそれぞれ増額いたすものであります。

議案第１０２号、平成２３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、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１，１２３万円を追加し、予算総額２億６，

４４８万３，０００円といたすものであります。補正いたします主な内容は、歳出につきまして

は繰越金の確定に伴い、予備費を１，０６３万円、修繕料を６０万円それぞれ増額するものであ

ります。歳入につきましては、一般会計繰入金を１４０万円減額、繰越金を１，１８３万円、町

債を８０万円それぞれ増額いたすものであります。

議案第１０３号、平成２３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３７万円を追加し、予算総額を５９６万１，

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、繰越金の確定に伴い予備費を３

７万円増額いたすものであります。

議案第１０４号、平成２３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７１８万４，０００円を追加し、

予算総額を６，４９５万２，０００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

－１８－



越金の確定に伴い、予備費を７１８万４，０００円増額するものであります。

議案第１０５号、平成２３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）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ７万４，０００円を追加し、予算総額を１３７万３，

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、歳入におきましては前年度繰越

金７万４，０００円を増額し、歳出におきましては予備費７万４，０００円を増額いたすもので

あります。

議案第１０６号、平成２３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３５６万円を追加し、予算総額を８０５万円といた

すものであります。補正いたします主な内容は、歳出におきましては町行造林間伐事業に係る木

材売払による負担金３００万円、予備費５６万円をそれぞれ増額いたすものであります。

歳入につきましては、雑入３００万円、繰越金５６万円をそれぞれ増額いたすものであります。

以上、補正予算１３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、よろしくお願い申し上げます。

○議長（日野尾 優君） 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。

西田町民生活課長。

○町民生活課長（西田 哲君） 議案第９０号、江府町税条例の一部改正についてご説明いたしま

す。１枚おはぐりいただきまして、１ページをお願いいたします。江府町税条例の一部を改正す

る条例。第２６条でありますが、町民税の納税管理人に係る不申告に関する過料を３万円から１

０万円にいたすものであります。第３４条の７、寄附金税額控除でありますが、適用下限額を５，

０００円から２，０００円といたすものであります。８ページをお願いいたします。第３６条の

４、町民税に係る不申告に関する過料と第５３条の１０、退職所得申告書の不提出に関する過料

を３万円から１０万円にいたすものです。１枚おはぐりいただきたいとおもいます。９ページの

第６５条第７５条第８８条も固定資産税軽自動車税の不申告に関する過料を３万円から１０万円

にいたすものであります。１枚おはぐりいただきたいとおもいます。１０ページの第１００条の

２は、たばこ税に第１０５条の２は鉱山税に係る不申告に関する過料を新規に１０万円といたす

ものであります。第１０７条は、鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料を３万円から１

０万円にいたすものであります。１１ページをお願いいたします。第１３３条は特別土地保有税

の納税管理人に係る不申告に関する過料を３万円から１０万円にいたすものであります。第１３
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９条の２は、新規に特別土地保有税に係る不申告に関する過料を１０万円といたすものでありま

す。

１３ページをお願いいたします。第８条、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の

特例でありますが肉用牛の売却は免税所得でありますが、平成２４年度までを平成２７年度まで

延長いたすものであります。２８ページをお願いいたします。附則といたしまして、この条例は、

公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するも

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。

○議長（日野尾 優君） 影山総務課長。

○総務課長（影山 久志君） 議案第９１号、江府町からの暴力団排除のために必要な関係条例の

整備に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。

１枚おはぐりいただきたいと思います。江府町からの暴力団排除のために必要な関係条例の整

備に関する条例を載せておりますが、これは江府町の行政事務から暴力団排除を行うため、関係

条例の一部を改正するための条例でございます。第１条におきまして、江府町個人情報保護条例

の一部改正をお付けしておりますが、左の方、改正後でございますがご覧いただきたいと思いま

す。第７条におきましては、個人情報の収集の方法及び制限ということで、個人情報の収集は、

当該個人情報に係る本人から行わなければならないと規定されておりますが、ただその除外項目

といたしまして、個人情報の収集を本人以外から収集することが出来る場合といたしまして、第

６号を追加いたしまして行政事務への暴力団員等の関与を排除し、又は予防することを目的とし

て鳥取県警察から個人情報を収集することができるよう規定するものでございます。

１枚おはぐりいただきたいと思います。第８条におきましては、個人情報の利用及び提供の制

限でございます。個人情報を収集した目的以外に提供する場合の規定をしているわけでございま

すが、８条におきまして個人情報の目的利用といたしまして、暴力団排除を目的とする場合別に

定める基準によりまして、鳥取県警察にその個人情報を提供できるよう規定するものでございま

す。第２条から第１９条までにおきましては、町内にあります公共施設の利用につきまして暴力

団の利益となる場合は、利用制限できるようそれぞれの条例の一部を改正するものでございます。

最後１９ページでございますが、附則におきまして、この条例の施行日を平成２３年１０月１

日と定めるものでございます。

続きまして議案第９２号、久連消防コミュニティーセンターに係る指定管理者の指定について

ご説明いたします。１枚おはぐりいただきたいと思います。久連消防コミュニティーセンターの

指定管理者を次のように指定する。施設の名称でございますが、久連消防コミュニティーセンタ
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ー。施設の所在地、江府町大字久連９９１番地２７。指定管理者となる団体の名称、美女石集落

区長、西岡二朗。指定期間、平成２３年１０月１日から平成２８年３月３１日まで。

以上、ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願いします。

○議長（日野尾 優君） 矢下企画政策課長。

○企画政策課長（矢下 慎二君） 議案第９３号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更に

ついて、ご説明いたします。１枚おはぐりいただきたいと思います。本案は、平成２３年度から

平成２５年度までの３年間の辺地に係る公共的施設の総合整備計画のうち、スキー場安全対策事

業を変更いたすものでございます。事業費を１１３万２，０００円増額するのに併せ、辺地対策

事業債の予定額を１１０万円増額するものでございます。

続きまして、議案第９４号、平成２３年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第４号）に

ついて、ご説明いたします。本案は、既定の予算に歳入歳出それぞれ１億２２万６，０００円を

追加し、総額を歳入歳出それぞれ３４億４，６８１万７，０００円といたすものであります。１

枚おはぐりいただきたいと思います。歳入の主なものにつきまして、ご説明させていただきます。

先ず、５０番地方交付税、５番地方交付税といたしまして、５，４８５万円の増額でございます。

続きまして、７０番国庫支出金、５番国庫負担金といたしまして、７４２万３，０００円の増額

でございます。これは生活保護費の負担額４０５万円、現年度公共土木施設災害復旧費負担金２

３３万４，０００円を含んでおります。

続きまして、７５番県支出金、１０番県補助金といたしまして、３３７万円の増額でございま

す。これは、グループホームの防災の最終の助成２９１万６，０００円、中山間直接支払交付金

２０２万９，０００円、集落営農支援事業補助金減額３０２万１，０００円等を含むものでござ

います。

続きまして、９０番繰入金、１０番基金繰入金といたしまして、２，５６１万２，０００円の

減額でございます。これは、財政調整基金２，７００万円の減、公共施設基金繰入金といたしま

して、１３８万８，０００円の増額でございます。そして９５番繰越金、５番繰越金でございま

すが、３，６４７万９，０００円を増額いたしております。最後１０５番町債、５番町債といた

しまして、２，４２２万円の増額でございます。臨時財政対策債２，２０２万円、ゲレンデ安全

対策事業債等１１０万円の増額を見込んでおります。

１枚おはぐりいただきたいと思います。歳出でございます。主なものについて、ご説明させて

いただきます。１０番総務費、５番総務管理費といたしまして、４２８万１，０００円の増額。

豪雪の緊急支援等でございます。１５番戸籍住民基本台帳費といたしまして、２，５６２万円の
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増。外国人登録システムの住民情報システムへの一本化。これの経費でございます。２０番選挙

費といたしまして、３７０万６，０００円の減額でございます。農業委員会の選挙がなくなった

関係でございます。そして、１５番民生費、５番社会福祉費といたしまして、６５８万７，００

０円の増額でございます。これは、グループホームの防災支援事業２９１万６，０００円等を含

むものでございます。１５番生活保護費といたしまして、１，１２１万１，０００円の増額でご

ざいます。これは、扶助費の増額、返戻金約５８１万円の増額でございます。２０番衛生費、１

５番上水道費２２１万円の増額でございます。これは台風１２号によります水道災害復旧の簡水

への繰出金２２１万円でございます。３０番農林水産業費、５番農業費といたしまして、２８３

万８，０００円の減額。これは、中山間直接支払２７０万円の増額と集落営農支援こちらの方の

事業費を４８０万円減額いたしておりますので、差し引きで２８３万８，０００円の減額です。

１０番林業費といたしまして、５２７万１，０００円を増額いたしております。これは、植樹

祭用の用地購入費４６８万２，０００円を含むものでございます。３５番商工費、５番商工費と

いたしまして、１８８万６，０００円の増額。これは、スキー場の防災監視カメラ、観測システ

ム工事費等の増額分でございます。４０番土木費、５番道路橋梁費４４９万５，０００円の増額

でございます。急傾斜対策の負担金１００万円、町道修繕工事請負費３００万円の計上でござい

ます。４５番消防費、５番消防費といたしまして、１５８万５，０００円の増額でございます。

これは消防公務災害補償負担金が増額となっておりますので、計上させていただいております。

５５番災害復旧費といたしまして、３，３５７万８，０００円を計上いたしております。農林関

係といたしまして１８００万円、建設関係といたしまして１，５５７万８，０００円、この度の

台風災害の復旧費として計上させていただいております。９０番予備費といたしまして１，１７

２万７，０００円増額いたしております。

１枚おはぐりいただきまして、第２表地方債補正ですが、先ず辺地対策事業ということで、限

度額１億７５０万円、スキー場関連で１１０万円を増額いたしております。続きまして、臨時財

政対策債１億４，２０２万円。２，２０２万円の増額をいたしております。災害復旧事業といた

しまして、３１０万円。１１０万円を増額いたしまして、地方債の限度額を再設定いたしており

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（日野尾 優君） 西田町民生活課長。

○町民生活課長（西田 哲君） 議案第９５号、平成２３年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等
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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、歳入歳出予算の総額に６５万４，０００円を追加しまして、予算総額を２４８万５，

０００円といたすものです。１枚おはぐりいただきたいと思います。歳入の繰越金でありますが、

決算の確定によりまして、６５万４，０００円を補正いたしまして歳入合計を２４８万５，００

０円といたすものであります。１枚おはぐりいただきまして、２ページをお願いいたします。歳

出の予備費を６５万４，０００円追加しまして、歳出合計を２４８万５，０００円といたすもの

であります。

以下事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧いただきましてご審議の上、ご承認賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 本高福祉保健課長。

○福祉保健課長（本高 善久君） 議案第９６号、平成２３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３４３万３，０００円を追加いたしまして、予算

の総額を歳入歳出それぞれ３億９，６７１万８，０００円といたすものであります。

１枚おはぐりいただきまして、歳入におきます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が、補正額３６３万１，０００円を減額いたしま

して、７１８万円といたすものでございます。これは、退職者医療費交付金の交付決定によりま

して減額いたし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、６，５

６２万５，０００円を減額いたしまして、１億９７６万９，０００円といたすものでございます。

これは、前期高齢者交付金の制度におきまして前々年度の概算交付金が精算されまして、当初の

額より６，５６２万５，０００円減額となっております。７０番国庫支出金、５番国庫負担金で

ございます。２，３２１万３，０００円増額いたしまして、６，１１２万７，０００円といたす

ものでございます。これは、前期高齢者負担金が減額となった影響によりまして、交付既定額が

増額となったものでございます。１０番国庫補助金でございます。１０５万円増額となりまして、

２，６２１万円といたすものでございますが、これは国庫補助金の施設勘定によりまして医療機

器の購入のために増額いたしたものでございます。７５番県支出金、１番県負担金でございます。

４３万円増額いたしまして２４８万円といたすものでございます。これは県の負担金の決定によ

りまして増額となったものでございます。９０番繰入金、１５番基金繰入金でございます。２，

３８３万６，０００円増額いたしまして、２，３８３万６，０００円といたすものでございます。

最後に９５番繰越金、５番繰越金でございます。２，４１６万円を増額いたしまして、５，１６
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９万円といたすものでございます。前年度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枚おはぐりいただきまして、歳出におきます主な補正の内容でございますが、１２番後期高

齢者支援金、５番後期高齢者支援金でございます。補正額１９２万５，０００円増額いたしまし

て３，３５６万５，０００円といたすものでございます。これは、後期高齢者支援金の交付決定

額に伴いまして増額いたすものでございます。１６番介護納付金、５番介護納付金、３９万５，

０００円を増額いたしまして、１，３６３万８，０００円といたすものでございます。これも介

護給付金の交付決定額に伴いまして増額いたすものでございます。４０番諸支出金、５番償還金、

補正額１４万３，０００円を増額いたしまして１３４万３，０００円といたすものでございます。

これは、平成２１年度の交付金の償還に伴いまして増額いたすものでございます。また１０番の

繰出金でございます。補正額１０５万円を増額いたしまして、１０５万円といたすものでござい

ます。医療機器購入のため、施設勘定へ繰り出し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、ご覧いただきたいと思います。

続きまして、議案第９７号、平成２３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２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３，０８２万４，０００円を追加いたしまして、

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億１，７４９万円といたすものでございます。

１枚おはぐりいただきまして、歳入におきます主な補正の内容でございますが、９０番繰入金、

５番繰入金、１０５万円を増額いたしまして、５，１２４万２，０００円といたすものでござい

ます。事業勘定のほうでもご説明させていただきました、医療機器購入のために繰り入れするも

のでございます。９５番繰越金、５番繰越金でございます。３，８３７万４，０００円を増額い

たしまして、５，８３７万４，０００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。１０５番町債、５番町債でございます。補正額８６０

万円減額いたしまして、３４０万円といたすものでございます。町債８６０万円を減額いたす理

由でございますが、購入予定の医療機器の起債対象外になるために減額いたすものでございます。

おはぐりいただきまして、歳出におきます主な補正の内容でございますが、５番総務費、５番

施設管理費、補正額３３万円増額いたしまして、１億５，９４８万８，０００円といたすもので

ございます。派遣医師の労働保険料として３３万円予算計上して、増額いたしておるものでござ

います。９０番予備費、９０番予備費でございます。３，０４５万９，０００円を増額いたしま

して４，８７９万７，０００円といたすものでございます。
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以下事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧いただきますようお願いいたします。

続きまして、議案第９８号、平成２３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１，５０１万５，０００円を追加いたしまして、予

算の総額を歳入歳出それぞれ４億８，９９８万８，０００円といたすものでございます。

１枚おはぐりいただきまして、歳入におきます主な内容でございます。１０番支払基金交付金、

５番支払基金交付金、補正額１４１万円を増加いたしまして１億３，７１８万８，０００円とい

たすものでございます。過年度分の交付金の精算によりまして増額いたすものでございます。７

０番国庫支出金でございますが、補正額１４３万９，０００円を増額いたしまして、７５番県支

出金につきましても１７１万６，０００円につきましても交付金と同じように精算によりまして、

増額となったものでございます。９５番繰越金５番繰越金、１，０４９万３，０００円を補正額

で増額いたしまして、１，４２０万５，０００円といたすものでございます。前年度の繰越金の

確定によりまして増額いたしたものでございます。

１枚おはぐりいただきまして、歳出でございます。３０番諸支出金、５番償還金及び還付加算

金、補正額７５万２，０００円を増額いたしまして、７５万３，０００円になるものでございま

す。これは、介護保険事業の中にございます、地域支援事業の精算によりまして支払基金国庫県

費に還付いたすものでございます。３０番諸支出金、１０番繰出金、補正額４９６万円増額いた

しまして４９６万円にいたすものでございますが、介護保険事業の過年度分の精算によりまして

一般会計に繰り出しを行うものでございます。９０番予備費、９０番予備費でございます。９３

４万６，０００円を増額いたしまして、１，１４８万５，０００円といたすものでございます。

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、ご覧いただきますようお願いいたします。

続きまして議案第９９号、平成２３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５２万円４，０００円を追加いたしまして、予

算の総額を歳入歳出それぞれ２９６万７，０００円とたすものでございます。１枚おはぐりいた

だきまして、歳入におきます主な補正の内容でございます。９５番繰越金、５番繰越金、補正額

５２万４，０００円を増額いたしまして１５９万７，０００円といたすものでございます。これ

は、前年度の繰越金の確定に伴いまして増額をいたすものでございます。１枚おはぐりいただき

まして、歳出におきます補正の内容でございます。１０番サービス事業費、５番介護予防サービ
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ス事業費、補正額１万９，０００円増額いたしまして、２１６万２，０００円といたすものでご

ざいます。これは、公用車の修繕等にかかる費用を計上したために増額いたしたものでございま

す。９０番予備費、９０番予備費でございます。補正額５０万５，０００円を増額いたしまして、

８０万５，０００円といたすものであります。

以下事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧いただきますようお願いいたします。

続きまして議案第１００号、平成２３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。本案は既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ１５１

万８，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ４，５８２万１，０００円といたすも

のでございます。歳入におきましての主な内容でございますが、９５番繰越金、５番繰越金。補

正額１５１万８，０００円を増額いたしまして、１５１万９，０００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枚おはぐりい

ただきまして、歳出におきます補正の内容でございます。９０番予備費、９０番予備費、補正額

を１５１万８，０００円増額いたしまして１５２万円といたすものでございます。前年度繰越金

の増額に伴いまして、増額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、ご覧いただきますようお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 下垣建設課長。

○建設課長（下垣 吉正君） 失礼いたします。議案第１０１号、平成２３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２３５万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億１，０１１万３，０００円といたすものでございます。

おはぐりいただきまして、第１表歳入歳出予算補正ですが、補正いたす主な内容は、歳入につ

きまして、款９０、項５、繰入金は、２２１万円を補正するもので、台風１２号による水道災害

復旧工事関係に充当するものです。

款９５、項５繰越金は、４４２万２，０００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す。款１００ 諸収入は、４３０万円を減額補正するもので、砂防工事に伴

う補償工事の必要が無くなったことによるものです。おはぐりいただきまして、歳出につきまし

て、款５総務費、項５総務管理費は、１６５万２，０００万円を補正するもので、水道施設の修

繕料です。

款１０水道事業費、項５水道施設整備費は、４３０万円を減額補正するもので、砂防工事に伴

う補償工事の必要が無くなり委託料１６０万円、工事請負費２７０万円をそれぞれ減額です。
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款１４災害復旧費、項５簡易水道災害復旧費は、５０万円を補正するもので、今回の台風１２

号により大河原簡易水道施設等が被災し復旧を行うものです。測量設計委託料２００万円、応急

復旧工事費３００万円をそれぞれ補正するものです。

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します。

議案第１０２号、平成２３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１，１２３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２億６，４４８万３，０００円といたすものでございます。おはぐりいただきまし

て、第１表歳入歳出予算補正ですが、補正いたす主な内容は、歳入につきまして款９０、項５繰

入金は、１４０万円を減額補正いたすもので、決算により繰越金が確定したことによります。

款９５、項５繰越金は、１，１８３万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。款１０５、項５町債は、８０万円を補正いたすものです。おはぐりいただきまし

て、歳出につきまして、款５、項５総務管理費ですが、６０万円を補正いたすもので、施設の修

繕料です。

款１０、項５農業集落排水施設整備費ですが、財源の組替をいたすものです。

款１５、項５公債費ですが、こちらも財源の組替をいたすものです。

款９０、項９０予備費ですが１，０６３万円を補正いたすものです。

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します。

議案第１０３号、平成２３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３７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ５９６万１，０００円といたすものでございます。おはぐりいただきまして、第１表歳入

歳出予算補ですが、補正いたす主な内容は、歳入につきまして、款９５項５繰越金は、３７万円

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。

おはぐりいただきまして、歳出につきまして、款９０、項９０予備費ですが３７万円を補正い

たすものです。

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します。

議案第１０４号、平成２３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。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７１８万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額
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を歳入歳出それぞれ６，４９５万２，０００円といたすものでございます。おはぐりいただきま

して第１表歳入歳出予算補正ですが、補正いたす主な内容は、歳入につきまして、款９５、項５

繰越金は、７１８万４，０００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。おはぐりいただきまして、歳出につきまして、款９０、項９０予備費ですが７１８万４，

０００円を補正いたすものです。

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します。

○議長（日野尾 優君） 瀬島農林課長。

○農林課長（瀬島 明正君） 失礼いたします。議案第１０５号、平成２３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）につきまして、ご説明申し上げます。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ７万４，０００円を追加し、予算総額を１３７万

３，０００円といたすものでございます。

１枚おはぐりください。補正いたします主な内容ですが、歳入につきましては、９５番繰越金、

５番繰越金としまして７万４，０００円を増額し２９万円といたすものであります。これは、前

年度繰越金の確定によるものでございます。１枚おはぐりいただきまして、歳出につきましては、

９０番予備費、９０番予備費といたしまして７万４，０００円を増額し２９万円といたすもので

あります。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していますので、ご審議の上ご承認賜りますようお願い致します。

○議長（日野尾 優君） 下垣建設課長。

○建設課長（下垣 吉正君） 失礼いたします。議案第１０６号、平成２３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３５６万円を追加し、予算総額８０５万円といたすも

のでございます。おはぐりいただきまして、第１表歳入歳出予算補正ですが、補正いたす主な内

容は、歳入につきまして款９５繰越金、項５繰越金は、５６万円を補正いたすもので、決算額が

確定したことによります。款１００諸収入、項５諸収入は、３００万円を補正いたすもので、町

行造林事業に係る木材売払によりものです。

おはぐりいただきまして、歳出につきまして款５財産区管理会費、項１０事業費は、３００万

円を補正いたすもので、町行造林事業に係る木材売払による各集落への負担金です。款９０予備

費、項９０予備費は、５６万円を補正いたすものです。

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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○議長（日野尾 優君） 以上、提案理由説明が終わりました。

これより、日程第２７、議案第９４号、平成２３年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算

（第４号）と日程第３４、議案第１０１号、平成２３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２号）、両案の審議を先議いたします。

日程第２７、議案第９４号、平成２３年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第４号）。

議案第９４号の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） ないので、質疑を終結します。

討論に入ります。

〔討論なし〕

○議長（日野尾 優君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

議案第９４号、本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

続きまして、日程第３４、議案第１０１号、平成２３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２号）。

議案第１０１号の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） ないので、質疑を終結します。

討論に入ります。

〔討論なし〕

○議長（日野尾 優君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

議案第１０１号、本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。
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日程第４０ 庁舎等調査特別委員会の設置について

○議長（日野尾 優君） 日程第４０、庁舎等調査特別委員会の設置についてを議題といたします。

本件については、全議員をもって構成する庁舎等調査特別委員会を設置し、庁舎等公共施設建

設に関する調査 検討を付託のうえ、調査終了まで継続調査することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） よって、本件については全議員をもって構成する庁舎等調査特別委員会

を設置し、庁舎等公共施設建設に関する調査 検討を付託のうえ、調査終了まで継続調査するこ

とに決定いたしました。

お諮り致します。

ただいま設置されました庁舎等調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第

１項の規定により、森田智議員、川端雄勇議員、田中幹啓議員、長岡邦一議員、越峠惠美子議員、

上原二郎議員、川上富夫議員、宇田川潔議員、日野尾優、以上９人を指名いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） ご異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました９人の議員を庁舎等調査特別委員会の委員に選任すること

に決定いたしました。

それでは、特別委員会委員の選任に伴います委員長、副委員長の互選のため、暫時休憩します。

午後 ０時００分休憩

午後 ０時０１分再開

○議長（日野尾 優君） 再開いたします。

庁舎等調査特別委員会の委員長、副委員長の互選結果を報告いたします。

庁舎等調査特別委員会委員長 に長岡邦一議員、副委員長に越峠惠美子議員がそれぞれ決定い

たしましたので、ご報告いたします。

日程第４１ 陳情書の処理について

○議長（日野尾 優君） 日程第４１、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。
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おはかりいたします。受理第７号の１件は、総務経済常任委員会に、受理第８号の１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（日野尾 優君） ご異議なしと認めます。よって、受理第７号の１件は、総務経済常任委

員会に、受理第８号の１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（日野尾 優君） 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。

午後 ０時０２分散会
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