
江府町告示第14号

平成28年２月26日

江府町長 竹 内 敏 朗

第３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28年３月４日

２、場 所 江府町役場議場

○開会日に応招した議員

三 好 晋 也 竹 茂 幹 根 三 輪 英 男

川 上 富 夫 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３回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成28年３月４日（金曜日）

議事日程

平成28年３月４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 議案第13号 江府町いじめ問題調査委員会設置条例の制定について

日程第５ 議案第14号 江府町行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定

について

日程第６ 議案第15号 江府町課室設置条例の一部改正について

日程第７ 議案第16号 江府町職員の定年等に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第17号 江府町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

一部改正について

日程第９ 議案第18号 江府町税条例の一部改正について

日程第10 議案第19号 江府町介護保険条例の一部改正について

日程第11 議案第20号 江府町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準

に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第21号 江府町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に係る基準に関する条例の一部改正について

日程第13 議案第22号 江府町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について

日程第14 議案第23号 江府町簡易水道等施設の設置及び給水に関する条例の一部改正について

日程第15 議案第24号 町道路線の認定について

日程第16 議案第25号 江府町過疎地域自立促進計画の変更について

日程第17 議案第26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18 議案第27号 鳥取県行政不服審査会共同設置規約に関する協議について

日程第19 議案第28号 鳥取県自治体ＩＣＴ共同化広域連携協約の締結に関する協議について
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日程第20 議案第29号 鳥取県西部町村就学指導推進協議会の名称を変更し及び同協議会規約を

変更する協議について

日程第21 議案第30号 平成28年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算

日程第22 議案第31号 平成28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予算

日程第23 議案第32号 平成28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）予算

日程第24 議案第33号 平成28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）予算

日程第25 議案第34号 平成28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）

予算

日程第26 議案第35号 平成28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）予算

日程第27 議案第36号 平成28年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計予算

日程第28 議案第37号 平成28年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計予算

日程第29 議案第38号 平成28年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計予算

日程第30 議案第39号 平成28年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計予算

日程第31 議案第40号 平成28年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計予算

日程第32 議案第41号 平成28年度鳥取県日野郡江府町林業集落排水事業特別会計予算

日程第33 議案第42号 平成28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予

算

日程第34 議案第43号 平成28年度鳥取県日野郡江府町江尾財産区特別会計予算

日程第35 議案第44号 平成28年度鳥取県日野郡江府町神奈川財産区特別会計予算

日程第36 議案第45号 平成28年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別会計予算

日程第37 議案第46号 平成27年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第７号）

日程第38 議案第47号 平成27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３号）

日程第39 議案第48号 平成27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５号）

日程第40 議案第49号 平成27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５号）

日程第41 議案第50号 平成27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２

号）
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日程第42 議案第51号 平成27年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第４号）

日程第43 議案第52号 平成27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

５号）

日程第44 議案第53号 平成27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

５号）

日程第45 議案第54号 平成27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３号）

日程第46 議案第55号 平成27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47 議案第56号 平成27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

３号）

日程第48 予算特別委員会の設置について

日程第49 陳情書の処理について

出席議員（10名）

１番 三 好 晋 也 ２番 竹 茂 幹 根

３番 三 輪 英 男 ４番 川 上 富 夫

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（なし）

事務局出席職員職氏名

事務局長 加 藤 泉

説明のため出席した者の職氏名

町長 竹 内 敏 朗 副町長 白 石 祐 治

教育長 影 山 久 志 総務総括課長 瀬 島 明 正
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教育振興課長 篠 田 寛 子 消防防災担当課長 川 上 豊

人権同和対策担当課長 石 原 由美子 福祉保健課長 川 上 良 文

建設課長 梅 林 茂 樹 農林産業課長 下 垣 吉 正

企画情報課長 池 田 健 一 奥大山まちづくり推進課長 加 藤 邦 樹

会計管理者 森 田 哲 也

午前１０時３５分開会

○議長（川上 富夫君） ご苦労様でございます。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２８年第３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条の第１項の規定により、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。

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（川上 富夫君） 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１２５条の規定により、議長において、３番、三輪英男議員、５番、上原二郎議員の両名

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定

○議長（川上 富夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

今期定例会の会期は、本日より３月２４日までの２１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（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって、会期は２１日間と決定いたしました。

日程第３ 諸般の報告

○議長（川上 富夫君） 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。１２

月議会以降の議員派遣の報告及び議会活動については、お手元に配布しました報告のとおりであ
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ります。説明を省略しご覧いただくことでご了承願います。

また、監査委員から各月の例月出納検査の結果報告書が、議長の手元に提出されております。

詳細につきましては、事務局の方でご覧いただきますようお願いします。

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、この際報告していただき

ます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） １２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

別をお配りいたしておりますが、主な事業についてのみご報告をさせていただきます。

おはぐりをいただきまして１ページでございますが、平成２７年度鳥取県日野郡連携会議の開

催を平井知事をお迎えし、江府中学校で１２月２９日に開催をいたしました。特に、日野郡鳥獣

被害対策協議会の今後の役割拡大と体制強化についての協議が行われたところでございます。

次に選挙管理委員会の開催が３月２日に行われております。３月１日現在の選挙人名簿登録者

数は、２，７６４人となっております。在外選挙人名簿登録者はございません。また本年の７月

の任期満了に伴います町長選挙の日程が決まっております。告示は７月１９日、投票日は７月２

４日ということでございます。お話聞きますと参議院は７月の１０日というようなお話を情報と

してはいただいているところでございます。

次に２ページでございますが、人権同和では毎年議員のみなさんにもご協力をいただいており

ます、小地域懇談会を実施いたしておりますが、２月１日に反省会を開催させていただきました。

なお、本年は高齢社会と人権ということで各集落から行政に対する要望等も相当出ておりまして、

これを整理整頓し、各課で施策に活かす方向に指導をいたすところでございます。

３ページでございます。企画情報関係でございます。今、進めておりますが、第１回の江府町

未来計画策定会議を２月１８日に行ったところでございます。５月末までに今、仮称ではござい

ますが江府町未来計画を策定をいただければということでございます。策定委員は代表１３名、

町民各種団体グループの１３名によりまして行っていただいておるところでございます。

次に公営学習塾開設準備委員会、開催日を２回、今のところ開かしていただいて協議を行って

おります。昨年１２月２５日、本年２月２３日に中学生を対象とした公営学習塾を平成２８年４

月の開設に向けまして、保護者 中学校 ＮＰＯ法人の代表等、関係者によりまして検討会を開

催して協議を行っておるところでございます。

４ページでございます、戸籍住民関係でございますが、江府町本人通知制度の改正を１月１日

－６－



に行いまして、ご承知いただきますように住民票や戸籍の証明を代理人や第三者に交付した場合

は、現在の所登録制度で登録者については証明書を交付したことを本人に通知をする制度を持っ

ておりましたが、１月１日からは登録制度を無くしまして、そういう事象があった場合には、全

町民に対して通知をする制度に改めておるところでございます。不正請求や身元調査の為の不正

取得による権利侵害の抑制を図ってまいりたいというふうに考えております。それからマイナン

バーカードにつきましては、そこに件数等掲げておりますが、１，０９５件送付をする必要がご

ざいましたが、保管を残念ながら１件行っておるところでございます。それ以外につきましては、

きちんとお届けをしたところでございます。個人番号カードにつきましては、交付対象者数が３，

１４７人。今のところ申請者数は１５５人でございます。

あと少し飛ばさせていただきまして、６ページでございます。国民健康保険運営協議会の開催

を２月１８日にしていただき、２７年度の補正予算並びに２８年度の当初予算それぞれ案につき

まして、協議をいただき承認を得たところでございます。また、俣野カフェを開催していただい

ておりますが、１月２８日に旧俣野小学校において開催をいただき、４４名のご参加があったと

ころでございます。

７ページでございます。地域振興関係、地域おこし協力隊の募集３名を行っております。３月

末で協力隊を辞任というような状況もございましたので、病気等もございますが、今募集をして

おりますが時期的になかなか厳しいところはございますけども、継続して募集をしていきたいと

いうふうに思っております。それから自然保護でございます。烏ヶ山登山道協議でございます。

烏ヶ山の登山道につきましては、西部地震以降危険が大きいということで一般的には閉鎖的な見

方をしておりましたが、それ以後相当数の方々が登山をしておられるということと、また今のイ

ンバウンドの関係で海外の方も相当登っとられるような状況が見られます。鳥取県の山岳協会等

また八橋署、黒坂署と協議をいたしながら改設につきましては、あくまでも注意看板の設置をし

て許可をするということではなく、注意看板の設置をして、自分の責任での登山については、規

制は行わないということにいたしております。登山道等の草刈り等を関係者やボランティアで実

施を行っていくようにいたしております。

次に農業振興関係でございます８ページでございますが、江府町の地域農業再生会議の開催を

いただきました。本年は、転作配分面積が１９５. ４２ｈａとなっております。２７年度の実績

を見ますと、転作実施面積は１９９．１０ｈａということでございました。実績に比べまして４

ｈａほど配分は減少しておりますけども、最終的な取りまとめは今後行われるところでございま

す。
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９ページでございます。議員の皆さんにもご参加いただきました、江府町のスキー場開き祭を

１２月１９日に開催いたしましたが、残念ながら雪不足ということもございまして、それを受け

まして奥大山スキー場の降雪祈願祭を御机神社にて１月８日に行っているところでございます。

１月１５日からスキー場の営業を行わせていただいているところでございます。

１１ページに飛ばさせていただきます。学校教育では、第３７回になりますが西ノ島の小学生

との交歓スキー教室を鏡ヶ成なり開催をさせていただいたところでございます。

それから１２ページ、保育園の入園説明会を実施いたしました。新入園希望の１４名並びに新

入園児在園生の７４名の予定でおるところでございます。それぞれ行事等成人式並びに消防出初

式その他実施をさせていただいたところでございます。どうか、お配りをしておりますのでご覧

をいただきたいと思います。

○議長（川上 富夫君） ただ今の報告について、質問があればお受けいたします。

ないので、日程第３、諸般の報告を終わります。

日程第４ 議案第１３号 から 日程第４７ 議案第５６号

○議長（川上 富夫君） 日程第４、議案第１３号、江府町いじめ問題調査委員会設置条例の制定

についてから、日程第４７、議案第５６号、平成２７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３号）まで、以上４４議案を一括議題といたします。

町長からの、行財政方針の説明を求めます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 議長の許可をいただきましたので、平成２８年度の江府町歳入歳出予算

並びに行財政方針について申し述べたいというふうに思います。お時間を多少いただければとい

うふうに思います。平成２８年度予算案等を本議会に提出するにあたりその概要と行財政施策の

方針を申し上げ、予算の大要をご説明申し上げますとともに、本議会を通じて町民の皆さんに町

政への深いご理解と更なる積極的なご参加をお願いいたします。

なお、本町の平成２８年度予算でございますが、本年は７月任期満了の町長改選の年であり本

来なら骨格予算とすべきが常道でございますが、ご承知いただきますように国の２７年度の地方

創生なり関係のことがございますので、１年間の通常予算を組ませていただいておりますので、

ご理解を頂戴したいという風に思います。

わが国の経済動向は、原油価格等の下落の影響があるものの物価の基調は穏やかに上昇してお
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るところでございます。また最近の状況は厳しい一面もございますけども、長く続いた円高傾向

からの脱却、雇用情勢についても着実に改善される一方で、中国を始めとする新興国等の景気の

下振れなど、我が国の景気を下押しするリスクに留意する必要があろうかというふうに思います。

地方財政につきましては、国の地方財政計画では、地方交付税総額については前年度とほぼ同

程度の額を確保しつつ、赤字地方債である臨時財政対策費の発行を大幅に抑制することとされて

おります。しかしながら、地方の創生と人口減少の克服が喫緊の課題となる中、社会保障関係経

緯費は依然として増加傾向が続いております。公共施設等の老朽化対策や、防災 減債対策の一

層の推進、またいわゆる社会保障と税の一体改革に係る子ども 子育て支援新政度の充実やマイ

ナンバー制度に係るセキュリティー対策費、そして地方創生事業の推進などによる新たな財政需

要への対応など、地方財政を取り巻く環境は、引き続き厳しい状況にあります。

本町の予算関係につきましては、国の２７年度の地方創生事業に係ります、２８年度繰越予算

による加速化事業補正など、停滞することなく継続するため年間予算の編成をさせていただいて

おります。その上現在取り組んでおります、少子高齢化人口減少が続く中、住民の安全安心な暮

らしの実現を基本とし近年積極的に取り組んでまいりました。そして妊婦の方から高校生までの

子育て支援の充実と移住定住対策の更なる推進を図っていきたいと思います。

さらに元気な集落を支援し、町民皆様の福祉向上に努め、心豊かな安心して暮らしていただけ

る町づくりを推進する予算編成といたしました。併せまして、平成２７年度に続き国の財源を利

用した地方創生加速化事業につきましては、平成２７年度補正予算で計上し、繰越により実質的

には２８年度に実施してまいります。特に２７年度からの５カ年の江府町の進むべき方向を定め

た江府町総合戦略、奥大山の恵みを活かし人が集う町づくりにつきましては、個別の事業につき

ましては、計画に基づき国の制度 財源をしっかりと利用し着実に実行してまいります。

まず歳入につきましては、固定資産税を中心とした徴税の減少を見込んでおります。一方大き

な割合を占めます地方交付税のうち普通交付税につきましては、税収等収入の減による増額、特

別交付税につきましては、前年度に比べ微増を見込んでおるところでございます。

また、基金からの繰入金、起債につきましても、全体事業の調整を図り経費削減等の努めた組

み立てを行っております。

歳出につきましては、平成２２年度から減少に転じた公債費（いわゆる起債の償還額）は、引

き続き減額となっておりますが、依然として４億程度の償還が続いておるところでございます。

新年度も実質的には厳しい予算編成となりましたが、国 県等の有利な制度を極力利用しながら

財源を確保し、倹約と工夫により住民サービスの向上に努めて参ります。

－９－



平成２８年度予算の主な取組といたしましては、子供たちの安心安全な教育環境を引き続き整

備をしてまいりたいと思います。近年、教育施設整備につきましては、小学校校舎、体育館の耐

震、中学校の移転改修工事、学校給食センターの移転改築などをやってまいりましたが、本年度

につきましては安全安心な学習環境に伴いまして、小中学校にタブレット型パソコンを導入し、

ＩＴ社会に適した学習環境に努めてまいりたいと思っております。

また、小規模自治体の利点を生かし、保育園から中学校まで一貫した連携体制を構築をして参

っておりますが、今後も努めてまいりたいと思います。教育の充実は、未来への大いなる投資で

あります。つまり人材育成であります。国と地域を支える根幹であり、町が責任をもってあたる

という信念の基に、教育内容の一層の充実を目指して参りたいと思います。

移住定住対策といたしましては、過疎化 高齢化は山間部の集落にあっては集落の存続にかか

わる問題となっております中、都市部の人の視点や発想を活かし、町内の資源を掘り起し新たな

まちづくり、地域の活性化に向けて活動をしてまいりたいと思います。

次に、防災につきましては近年全国で集中豪雨による災害が頻発しております。本町におきま

しても平成２５年の集中豪雨災害を経験し、防災に対する重要性を認識したところでもあります。

防災計画を実施し、訓練や防災施設等の維持整備等防災対策の充実に努めてまいります。本年度

は、消防移動系無線トランシーバ型を導入し、緊急時や災害対応の情報通信の向上を図ってまい

ります。

少子化対策、子育て関係、住民の健康維持対策として、国や県の助成を利用しながら引き続き

住民の健診事業の充実、予防接種等の積極的な取り組み、不妊治療に対する助成や保育料の無償

化、また高校生までの医療助成を行います。

福祉高齢者対策としては様々な理由により、通常な生活が困難となりかけた生活困窮者への自

立支援を進めるほか、移動販売と見守り活動を行う協定事業者への支援を行ってまいりたいと思

います。中山間で安心して生活できるように努めてまいります。また、本町の介護認定者は２２

％を超え、認定者の９５. ７％は７５歳以上の高齢者で、認定理由の上位は認知症であります。

このような状況の中で特に見守り 認知症対策が重要であり、専門的に取り組みを進めてまいり

ます。さらに本年度から新たに介護老人保健施設あやめの指定管理が始まります。本町としては

老人福祉の更なる推進を図るため、積極的に支援をしてまいります。

生活環境のインフラ整備は、農業集落排水事業を始めとする下水道事業がほぼ終わったところ

でございます。引き続き既存施設の効率化 適正化を図りながら維持管理に努めてまいります。

また、合併浄化槽未設置の住民の皆さんにも積極的に推進していただくよう支援をしてまいりた
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いと思います。また日野郡３町で運営いたしております三町衛生施設組合がし尿処理施設、清化

園の大規模改修を計画いたしておるところでございます。昨年から３年間の計画で２９年度完成

を目指しているところですが、２８年度は本格的な事業の推進の年度に渡ります。多額の負担も

ございますが、きちんとした生活環境整備を進めてまいりたいと思います。また水道事業につき

ましては、おかげ様で吉原地区が西成地区統合によりまして町営水道化が１００％に達しました。

しかしながら、水源不足でございます俣野地区につきましては、現在水源確保を図っておりまし

て、今後安定した水の供給に努めてまいりたいと思います。

公共交通関係につきましては、町営バスやタクシーの運行をしっかりとご支援申し上げていき

たいと思います。町営バスにつきましては、色々議論がございます。小学生 中学生の人数が減

少してなかなか大型バスの運行はどうなのかという議論もございますが、今しっかり協議をさせ

ていただいておりまして、バスの小型化なり運行の時間帯なり交通会議でおはかりをしながら進

めてまいりたいと思います。なおタクシーの補助につきましては、相当数認知されたようでござ

いまして、ご利用いただいております。大変多額な支援はいるわけですけども、住民の皆さんが

喜んでいただける交通手段として、ますます今後増えていくと思いますし、改選を行い７５歳を

基準としておりましたが、現在は７０歳まで変更して、２７年度からやっておりますが、大変あ

りがたく思っておるところでございますし、お喜びの声も聞かせていただいているところでござ

います。

道路等インフラ整備事業につきましては、今工事が進んでおります江府道路高規格道路の推進

に向けては、町としてしっかりと協力支援をさせていただきたいと思います。また、町道などの

主要道路につきましては道路橋梁の点検を随時実施し、安全かつ適正な維持管理に引き続き努め

てまいりたいと考えております。

農林産業関係は、本町の基幹産業として位置付けて進行を行っております。今後とも基幹産業

として頑張ってご支援を申し上げたいと思いますが、特に本年度からは林業関係、従来江府町８

２％を占める森林の保全等ございますけども、人工林の維持管理がなかなか進んでないというこ

ともございますし、私も反省の上で町の職員の林業担当についてもなかなか落ち着いて進行する

状況ではございませんでしたので、本年度４月から林業専門職員を雇用いたしまして、林業振興

に特に力を入れてまいりたいと思います。併せて有害鳥獣対策については、日野郡の法定協議会

の中での有害鳥獣駆除を実施する取り組みを引き続き行ってまいります。おかげ様で各集落共同

で電気柵なり、またネットを張っていただくよう前向きに対応していただくような状況も見てま

いりました。この有害駆除の協議会の指導者が講演等でも指導をしていただいてるようでござい
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ますので、感謝を申し上げたいと思います。地域を元気にする取り組みといたしましては、昨年

４月道の駅奥大山がオープンいたしたところでございます。当然、情報ステーションと物販施設

の整備等を図ってまいりましたが、これらによりましておおよそ１年を経過しようとしておりま

すけども、先般情報等をいただきますと、ほぼ９５％以上の計画に対する達成が出来ているよう

にお聞きをいたしております。今後はイベント等人が集う施設となるようご努力を期待するもの

です。町といたしましても、創生事業等を活用してご支援を申し上げてまいりたいと思います。

また昨年好評を得ました江尾十七夜を題材にしました「天の蛍」一層の展開を行い、町内外にＰ

Ｒをいたしてまいりたいと思います。

そういたしますと、以下新年度予算の概略について述べさせていただきましたけども、具体的

な数値について申し上げます。

平成２８年度一般会計歳入歳出総額は、３３億７，０００万円、前年対比１０５．３１％で編

成をいたしました。別途特別会計にいたしましては、１５会計歳入歳出予算１８億３，４６２万

円、一般会計予算と合わせますと５２億４６２万３千円となります。前年対比は１０２．１４％

となっております。平成２８年１月末現在の人口３，２０４人、世帯数１，０８５戸、単純計算

いたしますと町民１人あたり１６５万円の予算、一世帯当たり平均で言いますと、平均で言いま

すと４７９万７千円の予算として編成をさせております。昨年度に比べまして、少しずつではご

ざいますが上昇をさせていただいてるところでございます。引き続き節約と工夫により職員と一

丸になりまして、無駄のない効果的な行政運営を行ってまいりたいと思います。そして地方創生

の戦略で掲げてございます、奥大山の恵みを活かし、人が集う町づくりに向けての推進を図って

いきたいと思います。更に努力の必要があろうというふうに思っておるところでございます。

具体的な款の費用でございますが、まず歳入でございます、地方税でございますが、７億１，

４２０万６千円、対前年比９６．３７％でございます。この減少いたしておりますのは、固定資

産税のうちご承知いただきますように、中国電力の減価償却が毎年度償却が済みますので、４％

ほど町税が減収になるということでございます。あと地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、

株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、地方消費税の交付金については約４，９００万ほ

ど予算化をさせていただきました。あと地方交付税でございますが、１２億４，５００万、昨年

とほぼ同額を組ませていただいております。

国庫支出金でございますが、１億６，８５２万６千円昨年に比べまして１１６．８６％の予算

化をしております。

県支出金につきましては、４億３，３６２万１千円、昨年対比１０３．５４％にしております。
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繰入金につきましては、１億９，０４０万円、２１８．９９％になっております。

繰入金につきましては予算編成上、先程申し上げました特に三町の負担金が１億数千万、江府

町の負担がございますので、そういうことを全体的に配慮いたしまして一般会計で言いますと、

財調を１億６千万ほど調整として繰入さしていただいているところでございます。

町債につきましては、３億９，５８０万ということで、ほぼ過疎債でございます。過疎債が約

３億、臨時財政対策債が１億、緊急防災減災これは交付税の見返りがあるものですが、３３０万

程予算をさせていただいております。歳入合計３３億７千万でございます。

歳出につきましてですが、特に大きな所だけを申し上げておきます。大変失礼とは存じますが、

お許しをいただきたいと思います。総務費６億１，３６０万６千円でございます。約１．２９％

の伸びでございます。民生費６億９，１９３万９，０００円。前年対比１０９．７９％でござい

ます。衛生費４億５，０６４万７千円でございます。１２３．６１％、先程申しました負担金が

おりておるということだというふうに判断いたしております。

農林水産業費については、４億８，５０１万４千円。ほぼ昨年通りでございます。商工費３，

４７４万５千円、１３１．６８％でございます。土木費２億３，４６５万円、１１９．０４％で

ございます。消防費８，７２２万円、並びに教育費２億７，９６５万５千円でございます。公債

費償還でございますが４億７０万６千円で昨年より約４％減少をいたしておるところでございま

す。

予備費につきましては、１，５６８万１千円で昨年より６４．０１％出しておるところでござ

います。歳出合計は、歳入と同額の３３億７千万でございます。その他、款項の数字は申し上げ

ませんが、多少中身の説明だけを行ってまいりたいと思います。

庶務関係でございますが、職員自らが経費節減に努めまして今後においても積極的に行財政改

革の健全化に向けて努力をしてまいりたいというふうに思っております。特に総務課ではござい

ますが、光ケーブルを使った情報発信につきまして、重要な時代に入ってきたというふうに思い

ます。議会でもご議論いただきました、光ネットを使った情報提供について、色々検討してまい

りました。しかしながら、やはり多額の投資が入りますし、５年ごとに維持管理に相当な額がい

るということもございまして、新年度におきましては、テレビ配信をする予定の計画ではござい

ますが、住民の皆さんがどのような情報を必要とされているかをしっかりと２８年度は調査をさ

せていただき、事業化をするとすれば２９年度からの方向性で協議をさせていただいたところで

ございます。また最近は携帯通信機器タブレットなどが発達いたしておりまして、昨年は人の訪

れる道の駅 奥大山スキー場に公衆無線ＬＡＮを設置いたしました。大変喜ばれているところで
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ございます。加えて本年は町内主要施設に整備をし、災害時または、より一層奥大山を訪れる観

光客に対して、情報通信が出来るよう環境整備をしてまいりたいと思います。ご承知いただきま

すように光ケーブル網を配信しておりますが、維持管理費がどうしても多額で、しかしながら安

定したサービスをしっかりと提供していかなければいけないというふうに思っておるところでご

ざいます。先ほど申し上げました、テレビ画面 映像による情報提供につきましては、住民の皆

さんの意向調査を２８年度はさせていただきたいというふうに思います。またホームページ等情

報発信がなかなかいつもご指摘をいただくところでございますが、今リフレッシュをいたしてお

ります。それによりまして、より一層の情報発信に努めてまいりたいと思います。残念ながら本

町は、ご承知いただきますように分庁方式的な業務、どうしても本庁舎が手狭でございますので、

大変維持管理に費用を割いているところでございます。１７日には、庁舎等調査特別委員会を開

いていただきますが、今後江府町の課題とすれば、庁舎問題が大きな方向性、重要なウエイトに

なってくるんではないかと思います。これらを検討することになりまして、分庁方式を解消出来

るとするなら、維持管理も経常経費も相当減額するものというふうに思っているところでござい

ます。今後ご協議を申し上げていきたいというふうに思っておるところでございます。併せて、

マイナンバー関係でのセキュリティーで補正予算をお願いしておりますけど、相当な投資が必要

になってまいります。しかしながら国の方では、国の基準の中で、例えば補正予算の議案で出さ

せていただいております５千万という費用が掛かるんですが、実際補助が１千万の２分の１で５

００万と、あとは起債、借金で賄いなさいというようなことでございます。私も先般、上京した

折に担当の方にお邪魔をいたしまして、苦情方々情報収集を行いましたけども、やはり単町でや

る、また業者が少ないこの地域においては、割高感は否めないと、やっぱり東京ではたくさんの

業者がおりますから、比較検討した場合には結構軽減で出来るというようなことを申しておりま

した。

次に、町営バス等については８年目に入っております。先ほど申し上げました、バスにつきま

しても今後更新の時期がまいります。やはりそれと乗っていただく方、子供たちの人数等を配慮

しながら、小型化に向けての対応もしっかりと江府町地域公共交通会議等で検討いただいて、対

応しなければいけないと思います。また、通院や買い物には、やはり必要とされる皆さんもおら

れるわけでございます。この方たちの住民の足を確保することも大切ではないかと思っておりま

す。

次に、男女参画推進といたしまして、本年は男女共同参画審議委員等と協議、現在は第２次を

動かしておりますけど、第３次プランの策定等を行っていく、また市町村推進計画策定に向けて
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準備をしてまいります。

それから地域の活性化対策としましては、集落コミュニティ助成、これは宝くじで１０分の１

０でございます。毎年６集落程度からご要望をいただいて要望をするんですが、平成２７年度は

その内１件を認めていただけたということでございまして、なかなか採択には難しいところがご

ざいますが、平成２７年度までには２９集落がお受けをいただいておりますので、４０集落程度

ございますからまだご申請をさせていただきながら認めていただけるところもございますが、今

後も４月から交付決定の状況でございますので、あくまでも上部機関の判定に従わなければいけ

ませんけども、積極的に交付を受けるように努力をしてまいりたいと思います。また新規支援の

取り組みといたしましては、サントリーからご支援をいただきました環境基金を設けております

が、２７年度からは集落活性にも使っていただけるよう利用の範囲を拡大しております。今後と

も集落の活性化、きれいな町づくりに向けての利用、ご支援を申し上げたいと思いますし、２６

年度から地域おこし協力隊、移住定住者、新しい町外の皆さんの視点で町づくりに活性化を行っ

ておりますけども、今後ともしっかりとやっていきたいと思います。江府町が宿場や城下町とし

て賑った時代のように、人と物と情報が町内を対流し、地域の人々が元気になるようしっかりと

町内の資源おこしや、滞在録を活性化するための施策を行います。またふるさと納税の取り組み

でございますが、寄付される方に対するプレゼントサービスも４年を経過してまいりましたので、

検討 充実をしながら、たくさんの皆さんにご支援をいただきたいと思っております。昨年は特

にクラウドファンディング、江美城の資料館の改修につきまして、この方法を取らせていただき

まして２００数十万、約３００万程度のご支援をいただいたようでございます。これも１つの手

法でございますので、多くの皆さんのご支援をはかりながら、施設整備にも力を注いでまいりた

いというふうに考えております。空き家対策につきましても、なかなかお貸しいただくような空

き家はございませんけども、しっかりとお願いを申し上げながら、今後もきちんとした整備を行

い鳥取県の助成制度等も活用してまいりたいと思います。

それから戸籍関係につきましては、先程申し上げました大きな変更をいたしましたのは、１月

１日からの代理人や第３者の証明書の交付した場合には、本人通知は全町民が対象にするように

いたしているところでございます。また子供さんが生まれた場合については、お祝い等、昨日も

出かけてまいりましたけども、２６年度は２０人程度ございましたけど、内２７年度は昨日お邪

魔いたしますと、３月末にもお邪魔するようなお祝いの場所があるようですが、大体１４、５名

というふうに聞いておりますけども、子育て対策で結婚祝い金も準備を２７年度からしておりま

すけど、この３月になりまして結構お届けがあったようで、祝い金が足りませんというようなこ
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とから流用なり予備費流用で使わしていただくような嬉しい状況も生まれてきておりますので、

今後期待が出来るのではないかなというふうに思っているところでございます。

そして選挙費でございますが、申し上げました通り参議院議員通常選挙並びに江府町長選挙の

年でありますので、江府町明るい選挙推進協議会を中心に一層の選挙啓発に努めて、選挙違反の

無い明るい選挙の推進に努めてまいりたいと思います。

統計関係につきましては、企業や事業所の経済活動の状況を明らかにする経済センサス活動調

査が実施されます。２７年度は国勢調査の年でございます。発表になりますと、江府町の人口３，

００２人ということでございますが、同日の住民票の登録者数は３，１２０いくらおられます。

国勢調査だと１２０人程食い違っていまして、調査をさせましたけど、やはり学生の皆さん等が

住民票を置かれて町外に出ておられるという実態も結構あるなというふうに判断をいたしたとこ

ろでございます。日野郡がどうしてもまだまだ減少が続いている状況だというふうに判断をいた

しているところでございます。

民生関係につきまして、社会福祉協議会なり、また尚仁福祉会この度老健施設あやめを指定管

理いただきまして、そういうところとしっかりスクラムを組みながら江府町の地域支え合いの仕

組み作りなどを進めてまいりたいと、特に江府町社会福祉協議会においては地域福祉に重点を置

いた福祉の事業を進めるということで、大きな変換も行われておりますので期待を申し上げたい

と思います。また同和対策といたしましては、本年度は同和地区生活実態調査、人権意識調査の

実施に向けて準備を致す予定にしております。それから、近年認知症及び認知症の疑いがある高

齢者が増加している状況でございます。高齢者だけではなく、誰もが安心して住み慣れた地域で

暮らし続けるよう、先程申し上げました福祉関係のそれぞれの団体等と連携をしていきたいと思

います。

次に、児童福祉関係でございます。全ての家庭が安心して子供を産み育てることが出来る町を

目指して、地方創生事業の計画においても子育て支援の充実を行っているところですが、今後も

保育料の無償化やそれぞれ計画し実施いたしております状況を充実してまいりたいと思います。

特に保育園の施設につきましては、給食の部分等をリフレッシュしてまいりましたけども、本年

は耐震診断の調査を行いたいと思います。実は、保育園は平屋でございますけども、耐震の対象

になっておりまして、本年耐震診断の調査を行いまして、安心して子供を保育できる状況に進め

て行かなければというふうに思っておるところでございます。ご承知いただきますように年長児

は和太鼓等を中心に、また保育園に併設しております子育て支援センター「じゃりんこくらぶ」

については、未就園児の方がおいでいただいてますけども、しっかりと対応していきたいと思い
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ます。明道児童館については、大規模改修の実施をさせていただきまして、今後は利活用につい

て努力をしてまいりたいと思います。

次に、生活保護関係でございますが、平成２８年１月現在で生活保護世帯は福祉事務所を開設

した平成２２年の３倍近い２０世帯２２人となっております。しかし、昨年度から新たな事業と

して実施した生活困窮者自立支援つまり生活困窮者、生活保護にならないように色んな手立てを

して生活を営んでいただけるようにする事業なんですが、この事業によりましてかなり生活保護

相談件数が減ってきているのも現状でございます。生活困窮者の対応をいち早く細かく対応する

ことができ、生活保護と生活困窮者自立支援事業を社協と連携しながら、進めてまいりたいと思

っています。

衛生関係につきましては、少子化対策の中で妊婦健診や不妊治療の助成なり、助産師さんを派

遣していただいて子供を望む夫婦が安心して生み育てることが出来るよう、今後も支援をしてま

いりたいというふうに思っております。そして予防対策としては、本日ご挨拶で申し上げました

全国健康保険協会鳥取支部との協定も行いました。町民の８割の皆さんの異動状況等総合的に判

断出来るようになりますので、これからしっかりと対応していきたいと思います。併せて、鳥取

大学医学部の地域医療研究部が昨年から新町１丁目での活動を行っておりますけど、本年が２年

目で保健学科による下安井集落での活動が最終年度を迎えるということで、集落の活性化含めて

江府町民の健康に寄与出来るものと思っております。

次に清掃関係につきましては、申し上げております通り清化園については２７年度から３ヶ年

で大規模改修をし、発注をされ事業が進められております。早期の完成が待たれるところでござ

います。集合処理計画区域の施設完了によりまして、区域外における生活排水処理につきまして

は、合併浄化槽の設置を推進してまいります。なお集合処理計画につきましては、大変単独町政、

財政的に厳しいときも是が非でも生活環境の整備は進めさせていただきたいということで、議員

の皆さんにもご理解をいただきながら進めてまいります間、杉谷を最後に終わらせていただきま

した。上下水道含めて生活環境は整ってきたというふうに思うところでございます。

上水道につきましては特別会計ではございますが、先程から申し上げておりましたように、吉

原が２７年度に統合が終わりますので、全水道が町直営方式に変わります。併せて、俣野の第２

水道という表現を今度は俣野としますけども、水源が不安定でございまして、職員が都度数量の

確認に上がっておりますから、そういうことでの安定供給出来ませんので、今ボーリング調査を

しておりまして、上流部におきましての水源確保を図っていきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。そうすれば、ほぼ全町的に安定した水の供給が可能となってくるというふうに
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思うところでございます。

農林水産業関係でございますが、申し上げている通り基幹産業でございます。なかなか厳しい

状況ではございますが、しっかりと対応していきたいと思います。国においては、攻めの農林水

産業ということで、成長産業化又は農産漁村地域政策の大きな２本柱を掲げて推進をされており

ますが、しっかりと補助事業等を取り入れながら、農家の皆さんが少しでも担い手としてご活躍

いただくような対応をしなければいけないというふうに思っているところでございます。それぞ

れ色んな日本型直接支払制度というようなことで多面的機能支払、中山間地域等直接支払、環境

保全型農業直接支援など交付金がたくさん制度が出ておりますので、これを集落でのお話合いを

進めていただきまして、しっかりと取り入れていただきたいと思います。何れにいたしましても

この制度は決して国から１００％来るわけではございません、国県町の負担がございます。大体

町の負担が２５％、例えば１億の事業が動けば２，５００万は町費が持ち出すということになっ

ておりますので、この辺についてもご理解をいただきながら積極的に対応していただきたいとい

うふうに思っているところでございます。また、がんばる地域プラン支援事業として、お米の生

産量を上げるということはなかなか厳しいんですが、ブランドを図っていって少しでも高いお米

で流通が出来るようにということで、プレミアムというようなことで一生懸命やらせていただい

とるところでございます。特別栽培米とかそういうことでの普及を図っていきたいと思いますし、

ほぼコシヒカリについては暖冬化によりまして、２００ｍまでの標高の所ではなかなか厳しい状

況が生まれてきて、今、県が進めております、きぬむすめが特Ａになっておりますけども、これ

は大体標高２００ｍまでは、きぬむすめが適当ではないかというＪＡさんの判断でございます。

そういうことを含めて昨年から江府町できぬむすめの試験栽培も行っているところでございます。

そのような変換もしながら対応と応援をしていきたいと思っております。農産物の振興につきま

しては、ご承知いただきます、白ネギ、トマトなどを一生懸命作っていただいておるところでご

ざいますが、今後対応していきたいチャレンジでこんにゃくも生産しておりますけど、やはり付

加価値を付けるべきだという議論も相当ございますので、何とか６次化によりまして原料で供給

すれば１ １００いくらのものが商品として道の駅がございますから、そういうところで付加価

値をつけての販売によって収入が上がることも検討しなければいけないと思っております。また

環境王国等を通じましてお米も金賞を取っていただいたりしておりますので、徐々にブランド化

がありますし、プレミアムのお米も関東圏での販売で江尾十七夜物語ですかね、商品名等も付け

ながらブランド化をして、３０キロ１万円を超えるような部分での動きも見えてまいりましたの

で、このような情報連携を取りながら頑張っていければというふうに思っております。
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畜産につきましては、繁殖和牛において、町単独基金で導入牛貸付制度を実施いたしてまいり

ます。今朝の新聞だったでしょうか、相当牛の値段も高い、鳥取県が種牛等のブランドも出てき

ておりますから、大変喜ばしいことだと思います。ご苦労は多いと思いますけど、畜産の生産者

の皆さんにもしっかりとご支援をし後押しが出来ればというふうに思っているところでございま

す。

農業基盤関係は、ほぼ終わってまいりましたが、やはり問題なのは水路管理の省力化とか水路

管理が出来なければお米も出来ませんので、この辺について対応をしていきたいと思います。

林道でございます。本町総面積の約８２％、１万ヘクタールを占めております。ただ森林と申

しあげましても、標高の高い地域は広葉樹林でございまして水資源の涵養、環境保全その他の役

割を果たしております。それ以外につきましては人工林がございます。しかしながら後継者不足、

高齢者等によってなかなか手入れが出来ていないということでございます。民有林でも約４，７

３６ヘクタール、伐期でございます４齢級から７齢級の間伐が必要ということでございますので、

人工林が約９割の４，２６０ヘクタールございますから、これらがやはりきちんと対応しなけれ

ばいけないと思います。当初で申し上げましたように、人材という職員の配置についても私もそ

この状況を反省をしながら、本年４月からは専門的な職員の配置をしベテランを配し、対応して

しっかりと住民の皆さんと協力しながら林業の施策を推進していきたいと思っています。また本

年は林道の推進も行ってまいりたいと思います。ここ数年前から御机、貝田等でさせていただい

ておりますが、森林組合と連携を取りながら、２８年度予算の中にも林道整備を約２本入れ込ん

でおるところでございます。これも１０割の補助がまだ生きていますんで、しっかりと各関係集

落のみなさんのご理解を得て進めてまいりたいと思います。この事業が緑の産業再生プロジェク

トということでございますので、これについても２８年度中に発注をされていくと思います。今

の所、御机から苦サコトンネルに基幹林道を入れていこうとそれから井田線を張らせていこうと、

それぞれ今、林道がございますけども、なかなか連携していないというのも現実でございますの

で、審議委員さんと協力してやっていきたいというふうに思っているところでございます。また

心配しておりますナラ枯れでございますが、江府町内においても御机、大河原で発生をいたして

おります。なかなか駆除ということは難しいようでございますが、しっかりと県と協力しながら

やってまいりたいと思います。鳥獣被害については申し上げましたように、おかげ様で集落での

話し合いの場に侵入防止柵また電柵と設置をまとめて集落で一緒にやっていただくような方向も

見えておりますので、今後対応していきたいと思います。

次に、商工関係でございます。昨年度創生事業でプレミアム商品券の販売を行いました。こう
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いうのが新年度の２８年度の地方創生ではそぐわないということでご指摘を受けていますけど、

これはやっぱり大切なことでございますので、町単独であってもやっていくということで対応し

ておりますので、ご理解を頂戴したいというふうに思います。相当なご利用をいただきまして喜

んでいただいているんじゃないかと思います。当然商業者の皆さん、そして住民の皆さんがお互

いに喜んでいただき経済波及が町内で循環することを望むわけでございます。道の駅につきまし

ては、都度申し上げましたのでおかげで１年が経ちます。新たなスタートになろうと思います。

そして日野郡では日南町でも４月２２日にオープンだそうでございます。当然、競争はしながら

協力し合うところはしてお互いの活性化に繋がっていけばと期待をいたしているところでござい

ます。

それから町民の皆さんが道の駅を基点にして、グループで商品開発をして商品を出そうという

動きも集落によっては活性化してまいりました。このようなことを考えながら町が持っておりま

す、開発センターの横にございます特産品加工施設につきましても多少内容的には整備をしてい

って、どんどん使っていただいて商品開発またグループの活性化に繋げていくようなことも、考

えていきたいと思っておるところでございます。また一方では消費でオレオレ詐欺と言いますか、

そういうこともまだまだ心配がされるところでございます。高齢化社会になりますと特に心配で

ございます。消費生活相談室等も設けておりますので積極的にご相談を受けて、事前に防止が出

来ればと、当然黒坂警察署との連携も取りながらやっていきたいというふうに思います。併せま

して、観光協会でございますが、道の駅に案内所を設置し、専属の職員の雇用をご理解いただき

まして、ただ創生事業等を見ていただきますと、観光協会に対する事業は相当数出てまいります。

ＰＲとか。そういうような状況の中で、お互いに連携をしっかり取ってどんどん事業をやってい

くという時代に入ってきたのかなというふうに思っております。具体的には町の方でも事務局長

さん副町長さんのお勤めでございますので、決して行政とのかけ離れた状況はないわけですが今

後も一体化によって対応をしていくべきだろうというふうに考えていくべきだろうと考えておる

ところでございます。また本年度地方創生事業も取り入れております、これは３月中旬に国が認

めて下さるかどうかというところはございますけども、私共は是が非でも認めていただけるんだ

という強い意志を元に対応していきたいし、私自身も状況の折には認めていただくようなお願い

もしております。期待はいたしているところでございます。

それから、企業誘致でございますが、申し上げてまいりましたけど、各町で費用をどんどん認

知するということはなかなか厳しい状況でございます。本町の場合はおかげ様でサントリーさん

が増設ということで８８億の投資をしながら町への何らかの貢献ということで頑張っていただい
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ておりますが、今朝の新聞を見ますと米子には流通団地に大きな配送センターに２００人の雇用

が生まれて、パートが中心だそうですけども、そういうふうな状況でございます。やっぱり広域

の中でしっかりと努力をしていくとお互いに手を取り合って良くなっていく、江府町からでも勤

められる範囲でございます。それで西部地区に企業が出ますと、企業さんに江府町の出身者が雇

用されますと、企業から請求がございまして１人３０万円単年度でございますが、補助金をそれ

ぞれの出身町からご支援を申し上げるという制度も設けておりまして、最近江府町からも雇用を

いただいたので補助金を出してやってくださいということも出てきています。有り難いことだと

いうふうに思っているところでございます。

ご承知いただきますように８月１１日山の日に指定されまして祝日が増えることになりました。

江府町も烏ヶ山や三平山、山を持った観光資源を持っていますので、この祝日の山の日をうまく

使って、より人が交流することに繋げていく必要もあろうかというふうに思っております。

土木費でございます、申し上げましたように高規格江府道路これが順調にいっておりますが、

先般日野県道整備局との打ち合わせでもなかなか満額ついてないようでございますけども、今後

努力をしてお願いもしたりしてなんとか２９年度にトンネル工事に着手できるような予算確保が

必要ではないかというふうに思っているところでございます。現在、洲河崎地内、久連地内で工

事があるところでございます。

町営住宅につきましては、本委員会の方に家賃の１５年軽減で入っていただくような、少しで

もご負担を少なくという思いでおりますが、中学校跡地を有効活用するということで住民の皆さ

んの意向調査等も踏まえながら、今後、町営住宅 分譲住宅 集合住宅色んな形で定住促進につ

なげていく大きな土地が無い所ではございますけども、あの土地が有効活用で定住促進が進めら

れればということで、調査等も始めてまいりますのでよろしくお願いします。

下水道関係につきましては、従来から国県に申請をいたしておりました川筋地区農業集落と江

尾地区の特定環境保全公共下水道を接続して維持管理軽減をして有効活用しようということでご

ざいます。２月に入りましてから、農林省の農業集落排水補助金につきまして許可が出てまいり

ました。処分についても。そういうことを踏まえながら連結につきまして、２８年度具体的な事

業に向かって努力をしてまいりたいというふうに思っております。

消防関係につきましたは、通信をトランシーバーみたいなのでやっていますけども、なかなか

団長さんなり消防車と役場の本庁の本部との連携が取れないことで、デジタル無線で本当は起債

の取り下げをしておりますが延長的に考えましたけど、どうしても谷が多いもんですから中継局

をたくさん作っていかなくちゃいけない、相当な後押しが必要であるということでございますの
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で、この課題は将来に残してとりあえず今必要なものということで、デジタル通信の対応で２８

年度公認をして対応していきたいと思っております。いつ何時災害が起こるか分かりませんので、

この点については気を引き締めてやってまいりますし、集落の自主防災の活動につきましても訓

練を重ねながら、防災の日も定めておりますので努力をしていきたいと思います。

教育費につきましては、全体的に申し上げたところでございます。それぞれ必要な人材は確保

しながら対応して参りたいというふうに思っております。小学校についてはタブレット付きのパ

ソコン、ちょうどパソコンの更新時期に入っておりますので、今後はタブレット、キーボードと

画面が離れるものを用意をしてＩＴ化を少し進めたいと思います。それからプールが大変古くな

っておりますが、なかなか大型の投資が入りますので、小学校のプールですね。ただ内装でケガ

の心配が出てきているということで、改修をさせていただくということで予算化をさせていただ

いておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思うところでございます。中学校につい

ては協力体制ということで１年生を２学級制で、ですから全体で４学級制、継続してやっていき

たいと思っております。中学校につきましても、パソコンの更新時期でございますので、タブレ

ット式に切り離せるものを導入するようにしております。新たに学習支援員１人ご要望を受けて

おりましたので、学習支援員を入れましてしっかりと対応していこうというふうに考えておりま

す。しっかり子供たちに学習していただいて先生のご指導もあろうと思いますが、高いレベルで

推移しておりますけども、将来危惧をされる部分もあるようでございますので、学習支援という

ご要望を受けましたので、この支援を１名入れてより一層充実した中学校教育にしていきたいと

思っておるところでございます。

次に社会教育関係につきましては、それぞれ明徳学園なり公民館活動なりそれから体育館グラ

ンドを中心としたスポーツなり、しっかりと今後対応していきたいと思いますけども、やはり文

化的な部分もしっかりと力を入れていっていかなければいけないというふうに思います。江尾十

七夜を中心に天の蛍小説化も出来ました。やはりちょっと振り返ってみる江府町の財産は何があ

るかということで、文化的な部分も掘り下げた町の活性化に向けての検討が必要ではないかとい

うことで、努力をするように計画をしておるところでございます。課題としますと、図書館とい

うものが今なかなかきちんとした形ではございませんので、将来的には図書の充実はもちろんで

ございますけど、図書の環境ということも未来計画の中では出てくるんではないかなと推測を致

しているところでございます。

総括的に申し上げておりますが、特別会計につきましてはそれぞれ国保会計、診療所につきま

しては電子カルテ化を図っておるところでございます。このたび医療関係、いえば鳥大にポンと
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行っても診療を受けることが出来ません。診療所の紹介状が無いと受けられないような状況にな

ってまいりましたので、そうしますと、健康情報がいちいちペーパーで出すことはどうかという

ことで、今大きな病院はみんな電子カルテになっていますから、そのような医療機関同士がきち

んと連携できるような形に２７年度で進めていますので、将来的には公営企業等も考えながら対

応しなければいけないという検討事項も持っているところでございます。

以上、大変長い時間をいただきまして大雑把な方針になったかもしれませんが、ご勘弁いただ

きながら説明をさせていただきました。また予算の特別委員会の方で詳細につきましてはご議論

なりご要望なりしていただければと思います。どうも失礼いたしました。

○議長（川上 富夫君） 日程に従い、議案第１３号から議案第２９号までと、議案第４６号から

議案第５６号までは、順次、所管課長より、議案の詳細説明を求めますが、議案第３０号から議

案第４５号については、後日、予算特別委員会構成のもとに、当委員会に付託審査の予定になっ

ておりますので、詳細説明は省略します。よって、議案第１３号から議案第２９号までと、議案

第４６号から議案第５６号について所管課長の説明を求めます。

○議長（川上 富夫君） 篠田教育振興課長。

○教育振興課長（篠田 寛子君） 議案第１３号、江府町いじめ問題調査委員会設置条例の制定に

ついてご説明をいたします。本案はいじめ防止対策推進法２８条の規定に基づき、重大事態に対

処するため第３者的に調査を行い、いじめ問題調査委員会の設置について新たに条例を設置する

ものであります。１枚おはぐりください。この条例は重大事態が発生した場合に必要に応じて５

名以内で西部町村が共同で委嘱した医師、弁護士を含め専門の委員を教育委員会が委嘱で委員会

を立ち上げ、案件を諮問し、事実、関係性、処置対応等について調査を行い、答申するための条

例です。地方自治法第９６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。

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（川上 富夫君） 瀬島総務総括課長。

○総務総括課長（瀬島 明正君） 失礼いたします。議案第１４号、江府町行政不服審査法の施行

に伴う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。本案は行政不服審査法

の改正が平成２８年４月に施行されるのに伴い、それに関係いたします本町の条例、６条例につ

いてその関係部分を一部改正するものであります。１枚おはぐりくださいませ。その６条例のま

ず最初の第１条としまして、江府町情報公開条例の一部改正を挙げております。主な改正点でご

ざいますが、不服申し立てという用語を審査請求という用語に一元化する関係の改正をいたして

おります。それから第１７条の２で、審理員による審理手続に関する規定の適用除外を謳ってお
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りますが、これは情報公開条例が独自に鳥取県西部町村情報公開 個人情報保護審査会に諮問す

るような形をとるようになっておるため、審理員の役割をそこが果たすことになります。そのた

め省略を認めるというものでございます。１枚おはぐりくださいませ。右側のページでございま

す。第２条、江府町個人情報保護条例の一部改正についてでございます。こちらも、情報公開条

例の一部改正と同様でございます。第２９条の２での審理員による審理手続きに関する規定の適

用除外それから第３０条で不服申し立ての用語を審査請求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右側でございます。第３条で江府町固定資産評価審査委員会条例の一部改正

でございます。こちらの方は、この条例の審査の申し出というのがございますが、行政不服審査

法で言う審査請求に該当いたします。ここでの改正も行政不服審査法の審査請求の内容を反映さ

せるものとなっております。続きまして、１枚おはぐりくださいませ。同じく右側第４条、江府

町職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第１９条の３が該当になります。期末手当

の支給の一時差止めに対する不服申し立てとありますものを、左側の行政不服審査法の改正のよ

うに直すものでございます。１枚おはぐりください。続きまして第５条、江府町手数料徴収条例

の一部改正でございます。こちらは行政不服審査法におきます、審査請求人が審理員に対する色

んな書類の写しの交付を求めることが出来るようになります。その手数料について新たに定める

ものでございます。手数料の額については、情報公開条例と同一のものとさしていただいており

ます。続きまして、右側第６条、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正で

ございますけども、こちらの方賦課に対する異議申し立てといいますのを賦課に対する審査請求

と直し、申し立てができる期間を３０日以内とありますものを３月以内に延長するものでござい

ます。平成２８年４月１日からの施行でございます。

続きまして議案第１５号、江府町課室設置条例の一部改正についてご説明を申し上げます。１

枚おはぐりくださいませ。町長部局の各課の設置及び事務分掌について定めた課室設置条例でご

ざいますけども、この度事務分掌の一部を変更いたしますとともに、事務の内容と語句の整理を

併せて行わせていただきたいというものでございます。主な改正を申し上げます。まず企画情報

課につきまして、土地利用計画に関することを奥大山まちづくり推進課から移してきております。

続きまして、農林産業課でございますけども、観光振興それから商業、工業振興に関すること、

こちらの方を奥大山まちづくり推進課の方に移しております。その他、事務内容の整理を行いま

して、農林産業課の業務を６つに整理さしていただいております。１枚おはぐりくださいませ。

奥大山まちづくり推進課でございます。先ほどの商工観光振興に関することを追加しております。

その他につきましては業務の整理を行いまして、８つの業務に整理さしていただいております。

－２４－



平成２８年４月１日からの施行でございます。

続きまして、議案第１６号、江府町職員の定年等に関する条例の一部改正についてご説明申し

上げます。１枚おはぐり下さいませ。本条例に規定してございます町職員の定年の年齢につきま

して、新たに医師、歯科医師に関する規定を追加いたしまして、医師、歯科医師につきましては

定年の年齢を６５歳といたすものでございます。平成２８年４月１日から施行するものでござい

ます。

おはぐり下さいませ。議案第１７号でございます。江府町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改正についてご説明申し上げます。１枚おはぐり下さいませ。

本案は、非常勤の特別職の報酬のうち、監査委員の報酬につきまして改正をお願いいたすもので

ございます。現在、学識経験者としての監査委員の報酬は月額１３，５００円で出してございま

すが、これは県下で最も低い金額となっております。そのため同じ非常勤特別職でございます教

育委員さん、それから農業委員さん等の同額の月額２６，８００円といたすものでございます。

また、議会選出監査委員さんの報酬につきましては、学識監査委員の約７割が全国的なレベルが

というふうになっておりますので、２６，８００円の７割、１８，０００円といたすものでござ

います。平成２８年４月１日からの施行でございます。１枚おはぐりいただきまして、議案第１

８号、江府町税条例の一部改正についてご説明申し上げます。こちらの方は、平成２７年度税制

改正におきまして地方税法が改正されました。平成２８年４月から施行となりますので、本案は

その地方税法の改正に伴い町税条例の一部を改正いたすものでございます。１枚おはぐり下さい

ませ。新たな条例の規定の追加でございます。第８条におきまして、徴収猶予の具体的な手続き

とか分割納付、分割納入の方法について新たに条例で定めております。はぐっていただきまして、

第９条、徴収猶予の申請手続等、それから次もう１枚はぐっていただきまして、第１０条、職権

による換価の猶予の手続等とございますが、これらも具体的な方法につきまして新たに条例化い

たすものでございます。また、５ページに第１１条、申請による換価の猶予の手続等とございま

すけども、これまでは職権でしか認められていなかった、財産の差し押さえによる換価の猶予が、

申請によっても認められる道が開かれました。その手続きについて定めるものでございます。施

行期日を平成２８年４月１日といたすものでございます。以上、条例改正５点につきましては、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定に基づき提案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いたします。

（長岡議員退席）

○議長（川上 富夫君） 川上福祉保健課長。
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○福祉保健課長（川上 良文君） 失礼いたします。議案第１９号、江府町介護保険条例の一部改

正について。本案は、平成２８年度から事業開始予定であった、介護予防 日常生活支援総合事

業を平成２７年度から事業開始することとし、条例の一部を改正しようとするものです。１枚お

はぐり下さい。改正いたします内容は附則第６条（改正法附則第１４条に規定する介護予防 日

常生活支援総合事業等に関する経過措置）の条文中改正前３月３１日とあるものは３月３０日に、

４月１日とあるものは３月３１日に改正しようとするものです。附則としまして、この条例は公

布の日から施行すると規定しようとするもので地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議

会の議決をもとめるものです。

続きまして、議案第２０号、江府町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係

る基準に関する条例の一部改正について。本案は、介護保険法の一部改正により通所介護事業の

利用定員が厚生労働省で定める１９人未満の事業所は、「地域密着型通所介護事業所」に移行す

ることになり、本条例中に規定している基準を国の基準に従い改正するものです。改正いたしま

す主な内容は、１９ページをご覧ください。第１０章地域密着型通所介護（療養通所介護を含

む）の規定を追加しようとするものです。第１節、第２０３条には基本方針を規定してございま

す。第２節、第２０４条から第２０５条につきましては、人員に関する基準を規定してございま

す。２３ページからの第３節、第２０６条につきましては、設備に関する基準を規定してござい

ます。２４ページからの第４節、第２０７条から３２ページの第２２１条までにつきましては運

営に関する基準を規定してございます。次に３２ページからの第５節、第２２２条から第２３９

条までには、指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準を規定

してございます。以上、所要の規定を整備しようとするものでございます。附則といたしまして、

この条例は、平成２８年４月１日から施行すると規定しようとするもので地方自治法第９６条第

１項第１号の規定により議会の議決をもとめるものでございます。

次に、議案第２１号、江府町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に

関する条例の一部改正についてでございます。本条例は、指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、条例の改正をしようとするものです。主なものを

ご説明いたします。２枚おはぐりください。３ページをご覧ください。右側に改正前、左側が改

正後です。まず、第３９条中改正前の第２項を改正後第４項とし、２ページ目、第１項を第３項

とし、同条に第１項、第２項及び第５項を加えるものです。これは協議会を構成し、おおむね６
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月に１回以上運営推進会議を開き必要な要望、助言を聞く機会を設けること、また記録を作成す

るとともに公表しなければならないと規定するものです。これにより３ページ目の改正前の第６

２条は削除するものでございます。その他、関連する条例を改正しようとするものでございます。

附則としまして、この条例は、平成２８年４月１日から施行すると規定しようとするもので、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もとめるものです。ご審議の上ご承認

賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

○議長（川上 富夫君） 瀬島総務総括課長。

○総務総括課長（瀬島 明正君） 議案第２２号、江府町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する

条例の一部改正についてご説明申し上げます。１枚おはぐりくださいませ。本案は公共特定住宅

の１５年を経過したものの家賃の見直し定住対策の一助といたすものでございます。対象の住宅

でございますが、平成１２年度に建築されました武庫の第２団地６棟ございますけども、そのう

ちの４号５号６号棟と山側の３棟でございます。条例の下の方、改正前でございます。下線が引

いてあります４万円、これを改正後上の方の表の下線が引いてございます、３万７千円に減額い

たすものでございます。平成２８年４月１日から施行をお願いするもので、地方自治法９６条第

１項第１号の規定により議会の議決を求めるものでございます。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。

（長岡議員着席）

○議長（川上 富夫君） 梅林建設課長。

○建設課長（梅林 茂樹君） 失礼いたします。議案第２３号、江府町簡易水道等施設の設置及び

給水に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。１枚おはぐりいただきまして、本案

は西成地区の吉原地区統合定義が終わり江府町外の全域の施設整備が終了いたしましたので、統

合計画に基づき各水道事業を統合し、江府町簡易水道といたすものでございます。従来の施設名

を地区名とし併せて第二共同水道と深山口古屋敷飲料水供給施設の名称を俣野地区と変更いたす

ものでございます。附則といたしましてこの条例は、平成２８年４月１日から施行するものでご

ざいます。

続きまして、議案第２４号、町道路線の認定についてご説明を申し上げます。１枚おはぐりい

ただきまして、本案はこの度道路施設勘定広域農道路面道路等の見直しを行い、一部変更路線２

本路線地域にも路線を町道として認定いたすところを提案いたすものでございます。１枚おはぐ

りいただきまして、地図の１ページをご覧いただきたいと思います。整理番号１３番、江尾久連

大谷線ですが久連町営住宅前の道路の日野川沿いの付け替え道路に変更いたすものでございます。
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１枚おはぐりいただきまして、地図２ページをご覧いただきたいと思います。整理番号２１番、

江尾杉谷美用原線ですが宮市杉谷線と一部重複しますが、尻振橋を渡り農道等に杉谷現道にいた

る路線でございます。もう１枚おはぐりいただきまして、地図３ページをご覧いただきたいと思

います。整理番号４２番、宮市杉谷線ですが１０２の宮市貝田線から現道接続と先程の江尾杉谷

美用原線と一部重複しておりますが、尻振橋を渡り農道等に杉谷の現道に係る路線でございます。

１枚おはぐりいただきまして、地図の４ページをご覧いただきたいと思います。整理番号６９番、

下安井舟場線ですが、下安井公民館上から墓地の間を通る路線でございましたが、下の農道に振

替し現道に至る路線にいたすものでございます。１枚おはぐりいただきまして地図の５ページで

ございます。整理番号９９番、宮市線ですが宮市上集落を通る宮市杉谷線に至る路線でございま

すが、圃場整備内道路が多面的機能支払制度に入っておりますので削除しております。１枚おは

ぐりいただきまして地図６ページをご覧いただきたいと思います。整理番号１００番、吉原御机

線ですが、生活路線となっている広域農道吉原御机線を町道といたす路線でございます。１枚お

はぐりいただきまして、地図７ページをご覧いただきたいと思います。整理番号１０１番、柿原

袋原線ですが生活路線となっている南大山農道を町道といたす路線でございます。伯耆町側町道

となっております。１枚おはぐりいただきまして地図８ページをご覧いただきたいと思います。

整理番号１０２番、宮市貝田線ですがこれを生活路線となっている南大山農免農道を町道といた

す路線でございます。１枚おはぐりいただきまして地図９ページをご覧いただきたいと思います。

整理番号１０３番、佐川久連線ですが農道で整備いたした鉄穴橋のところでございますが、生活

路線となっておりますので町道といたすということでございます。以上ご審議の上ご承認を賜り

ますようよろしくお願いします。

○議長（川上 富夫君） 池田企画情報課長。

○企画情報課長（池田 健一君） それでは、議案第２５号、江府町過疎地域自立促進計画の変更

についてご説明いたします。１枚おはぐりください。本案は現計画を事業計画に、ソフト事業を

２件追加し、ハード事業を１件変更するものでございます。まず、区分の２項目の交通通信体系

の整備、情報化及び地域間交流では、町内の橋梁１８基の点検を実施するものでございます。次

に、３項目の生活環境の整備として、第二共同地区簡易水道の水量が不安定となっており、新た

な水源確保に向けての調査事業を実施するものとなっております。４項目は、高齢者の保健及び

福祉の向上及び増進として、児童館の改修を行うもので、新たに外壁の改修、スロープの設置な

どを追加し実施するものでございます。

続きまして、議案第２６号をご覧ください。はぐっていただきまして、辺地に係る公共的施設
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の総合整備計画の変更についてご説明いたします。本案は、江府町吉原 大河原辺地において、

平成２７年度に策定した整備計画を２件変更するものであります。変更いたします内容は、簡易

水道吉原地区統合事業の労務単価及び管路延長の変更等によります事業費の増額となっておりま

す。また併せまして、西成集落の消火栓４基の更新を行うことに伴います事業費の増額となって

おります。事業費は、あわせまして充当が９，９５０万７千円となり、内辺地債を４，０１０万

円の充当を予定しておるものでございます。以上です。

○議長（川上 富夫君） 瀬島総務総括課長。

○総務総括課長（瀬島 明正君） 失礼をいたします。議案第２７条、鳥取県行政不服審査会共同

設置規約に関する協議についてご説明申し上げます。１枚おはぐりくださいませ。行政不服審査

法の改正に伴いまして、県、市町村等の行政機関に審査請求に対する裁決が妥当であるかどうか

を審査する第３者機関行政不服審査会の設置が義務付けられました。本案は、この審査会の設置

が、１町村ではその負担が大きすぎるため、鳥取県並びに他の市町村、一部事務組合と本規約に

よりまして共同設置することについてお諮りするものでございます。規約の款をあげさせていた

だいております。第１条で構成団体、次のページをご覧いただけますでしょうか。別表第１条関

係としまして、構成団体をあげております。鳥取市、米子市、境港市を除きます１６市町村、そ

れから一部事務組合が１０組合入っております。はぐっていただきまして名称が第２条です。鳥

取県行政不服審査会それから、第３条で事務局執務場所が県庁内となっています。第４条、委員

数は５人、それから第５条、委員は知事が任命する。それから第６条、委員の任期は３年という

ふうにしております。それからすいません、もう１度はぐっていただきまして、第１０条に負担

金についてあげております。各団体が協議により定めるとしておりますが、２８年度で審査会を

維持していくための経常経費分として、町村は２万４千円の負担を予定しております。平成２８

年４月１日から施行いたすもので地方自治法第２５２条の７第３項において準用いたします第２

５２条の２の２第３項の規定により議会の議決を得たく提案をさせていただくものでございます。

ご審議、ご承認を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 池田企画情報課長。

○企画情報課長（池田 健一君） 議案第２８号、鳥取県自治体ＩＣＴ共同化広域連携協約の締結

に関する協議についてご説明をさせていただきます。１枚おはぐりください。本案は、鳥取県及

び県内市町村が、住民サービスの向上や情報システムのコスト削減、業務の効率化をめざし、共

同 連携してＩＣＴ化に取り組むため、鳥取県と連携協約を締結することに関する協議となって

おります。ご審議ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。
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○議長（川上 富夫君） 篠田教育振興課長。

○教育振興課長（篠田 寛子君） 議案第２９号、鳥取県西部町村就学指導推進協議会の名称を変

更し及び同協議会規約を変更する協議についてご説明申し上げます。本案は、中央教育審議会分

科会報告、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育、システム構築のための特別支援教育の

推進における提言等を踏まえた学校教育法施行令の一部改正に伴う改正の趣旨に沿って西部町村

で共同設置し西部町村会が事務局として運営しています本協議会の名称及び字句の修正を行うも

のであります。１枚おはぐりください。この規約の改正は右が改正前、左が改正後です。主な内

容は協議会の名称にもなっています、就学指導という表現を就学支援、障害の文字標記の変更、

対象者に幼児を加えたものへ平成２８年４月１日から施行するものです。地方自治法第２５２条

の６の規定により議会の議決をいただき評議会へ回答するものです。ご審議の上ご承認賜ります

ようお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） お諮りします。午前中は審議の時間が経過しておりますけども、引き続

き進めさせてよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）ありがとうございます。

○議員（竹茂 幹根君） ５分ほど休憩して。

○議長（川上 富夫君） それぞれ行ってください。審議の方は説明は進めさせてもらいます。よ

ろしくお願いします。行ってください。

○議員（竹茂 幹根君） いいですか。

○議長（川上 富夫君） 行ってください。それでは説明求めます。瀬島総務総括課長。

（竹茂議員 退席）

○総務総括課長（瀬島 明正君） 失礼をいたします。議案第４６号でございます。平成２７年度

鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第７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９，３９７万７千円を追加いたしまして、総額を３５億７，

９０４万５千円といたすものでございます。１枚おはぐりくださいませ。歳入歳出予算補正につ

いてあげております。まず歳入でございますが、主なものについてご説明申し上げます。まず款

５の町税それから項１０. 固定資産税でございますが、４５３万１千円の増額となっております。

こちらは土地、家屋の３年ごとの評価替えに乗なるものが主なものでございます。それから中ほ

どでございます款３０. 地方消費税交付金、項５. 地方消費税交付金でございますが６１８万４

千円の増額でございます。交付決定による増額となっております。おはぐりいただきまして、款

７０の国庫支出金で項１０. 国庫補助金でございます。すいません、項. ５国庫負担金でござい

ます。６２０万３千円の減額となっております。こちらの方は社会福祉費の負担金それから生活
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保護関係の負担金の減が主なものでございます。それから項１０. 国庫補助金でございます。５，

８４７万５千円の増額でございます。こちらの方、地方創生加速化交付金それから情報セキュリ

ティ対策も補助金そういったものが主なものでございます。それから次、款７５. 県支出金の項

１０. 県補助金でございます。６２３万円の増額となっております。後期高齢者の医療の補助金

の増でございます。それから同じく項１５. 県委託金６８２万１千円程でございますが、県道除

雪委託の減額でございます。それから下がりまして款１００. 諸収入でございます。項２０. 受

託事業収入でございますが８４１万１千円減額、農地中間管理事業の減によるものでございます。

それから項２５. 雑入こちらが９８８万９千円の減、宝くじのコミュニティ事業の雑入の減が主

なものでございます。それから款１０５. 町債、項５. 町債でございますが３，６１０万円の増

でございます。情報セキュリティ対策の事業債の増でございます。続きまして次のページ歳出に

つきまして主なものをご説明させていただきます。まず款の１０番総務費でございますけども、

項の５番総務管理費９，２２２万３千円の増額でございます。こちらの方、情報セキュリティ対

策それから地方創生加速化交付金事業に伴う増額によるものでございます。それから款１５. 民

生費の項５. 社会福祉費で６７４万円の減額でございますが、介護給付費の減ということでござ

います。それから款２０. 衛生費、項５. 保健衛生費でございますが７４８万５千円の減です。

法定接種委託料の減となっております。それから款３０. 農林水産業費の項５. 農業費でござい

ます８６５万４千円の減、これは機構集積協力金それから地籍調査の減ということでございます。

それから款３５. 商工費の項５. 商工費でございますが、３，２３０万９，０００円の増索道会

計の繰出金の増が主なものでございます。それから、はぐっていただきまして款５０. 教育費、

項５. 教育総務費でございますが、４９０万の減が出ておりますが、これは教育長の給与費の関

係の減でございます。不在の期間がございましたので、その関係の面でございます。次のページ

５ページに繰越明許費それから６ページの方に債務負担行為の補正、それから７ページの方に地

方債の補正の表をあげさしていただいとります。８ページ以降に事項別明細書をあげております

ので、ご覧いただきましてご審議ご承認を賜りますようよろしくお願い致したいと思います。ま

た本案件につきましては先議をお願いしています。よろしくお願いいたします。

（竹茂議員 着席）

○議長（川上 富夫君） 川上福祉保健課長。

○福祉保健課長（川上 良文君） 議案第４７号、平成２７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３号）。本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ８６

７万８千円を追加し、予算総額を４億５，３６８万円にしようとするものです。歳入におきます
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主な補正内容は、退職者、被保険者の医療費の増により負担金、交付金が増額したものでござい

ます。歳出において補正します主な内容といたしましては、今年度の負担額の決定または決算見

込みに基づき補正予算編成をしたものでございます。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。

議案第４８号、平成２７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５号）でございます。本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ８３５万６千円を減額

し予算総額を２億４，３１３万円にしようとするものです。補正します主な内容は、歳入におき

ましての減額は、外来患者の減少によるものでございます。歳出における主なものといたしまし

ては、派遣医師の減員及び医薬材料費の減による減額補正を致しております。次に第２表地方債

の補正です。過疎対策事業債及び病院事業債それぞれ限度額を２０万円減額し５２０万円にしよ

うとするものでございます。以下事項別明細書を添付しておりますのでご覧ください。

続きまして議案第４９号、平成２７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５号）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３７８万

５千円を追加し予算総額を５億８，８３４万円にしようとするものです。歳入におきます主な補

正内容は、国庫負担金の増による増額補正でございます。歳出におきます主な内容は、実績見込

みによりまして減額をしたものでございます。款９０の予備費で調整をさせていただいておりま

す。以下事項別明細書を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。

次に議案第５０号、平成２７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２

号）でございます。本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ１５８万７千円を減額し、予

算総額を５，２１８万１千円にしようとするものでございます。１枚おはぐりいただきまして、

補正いたします主な内容でございますが歳入においては保険料を減額しようとするものでござい

ます。１枚おはぐりいただきまして、歳出におきまして主なものは、後期高齢者医療広域連合納

付金を１５８万６千円減額補正をしようとするものでございます。歳入歳出いずれも決算見込み

に基づき補正予算の編成をいたすものでございます。以下、事項別明細書を添付しておりますの

で、ご覧の上ご審議ご承認賜りますようよろしくお願い致します。以上です。

○議長（川上 富夫君） 下垣農林産業課長。

○農林産業課長（下垣 吉正君） 失礼いたします。議案第５１号、平成２７年度鳥取県日野郡江

府町索道事業特別会計補正予算（第４号）につきましてご説明申し上げます。本案は、既定の歳

入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ１，１２１万８千円を減額し、予算総額を７，５２５万５

千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、第１表歳入歳出予算補正でござ
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います。歳入につきまして、主な内容は今年の雪不足による決算見込みによります一般会計繰入

金を補正するものでございます。款６５. 使用料及び手数料、項１０. 使用料３，９３０万４千

円を減額補正し款９０. 繰入金、項５. 繰入金を３，５００万補正いたし、款１００. 諸収入、

項２５. 雑入の既定の予算から６９１万４千円を減額し、歳入総額を７，５２５万５千円といた

すものでございます。１枚おはぐりいただきまして、歳出につきましては、款１０. 索道管理費、

項１０. 索道管理費でございますが、既定の予算額から８１２万２千円を減額補正するもので主

なものは賃金を３９３万円、需用費の燃料費を２０９万８千円、役務費を４６万円、委託料を１

７０万円それぞれ減額補正いたすものでございます。款９０. 予備費、項９０. 予備費の既定予

算から３０９万６千円を減額し、歳入歳出総額を７，５２５万５千円と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よろしくお願いいたしま

す。

○議長（川上 富夫君） 梅林建設課長。

○建設課長（梅林 茂樹君） 失礼します。議案第５２号、平成２７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５号）につきましてご説明申し上げます。本案は既定の歳入歳出

予算総額に歳入歳出それぞれ１，２２５万３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２億１，０７５万８千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、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、歳入につきまして款９０. 繰入

金、項５. 繰入金を２３４万７千円増額いたします。款１０５. 町債、項５. 町債を１，４６０

万円減額補正いたすものでございます。１枚おはぐりいただきまして、歳出につきまして款５.

総務費、項５. 総務管理費を１６万９千円増額。款１０. 水道事業費、項５. 水道施設整備費を

１，２４２万２千円を減額補正いたすものでございます。吉原地区の西成統合整備に伴う請け負

い減によります。次のページですが第２表繰越明許費でございますが、款１０. 水道事業費、項

５. 水道施設整備費におきまして国道１８１号江府道路整備事業の内、洲河崎工事用道路の本体

の工事が繰越になりましたので、請負補償費として計上するものでございます。それと併せまし

て第二共同の変更認可の委託決定とあわせて１，０４４万円を平成２８年度に繰り越しするもの

でございます。１枚おはぐりいただきまして、第３表地方債補正ですが右側に補正用の額を記載

しておりますが水道整備費の減額に伴い簡易水道事業債を３，１７０万円に、過疎対策事業債を

１，８５０万円に、辺地対策事業債を３，１７０万円にそれぞれ限度額を変更いたすものでござ

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よろしくお願い

致します。
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続きまして議案第５３号、平成２７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５号）につきましてご説明申し上げます。本案は既定の歳入歳出予算総額から歳入歳出そ

れぞれ７７万４千円を増額いたし歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，８１３万円

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、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、歳入につきまして款９０. 繰入金、項５. 繰入金が１８７万

４千円を増額補正いたすものでございます。款１０５. 町債、項５. 町債は１１０万円を減額補

正いたすものでございます。これは平準化債の借入れによるものでございます。１枚おはぐりい

ただきまして、歳出におきまして款５. 総務費、項５. 総務管理費は人件費の職員手当の増によ

り７７万４千円を増額補正いたすものでございます。次のページをご覧いただきまして第２表繰

越明許費でございます。款１０. 農業集落排水事業費、項５. 農業集落排水施設整備費におきま

して江府道路整備事業の洲河崎工事用道路工事に伴う移転補償工事を３９５万６千円を２８年度

に繰り越すものでございます。１枚おはぐりいただきまして、第３表地方債補正ですが下水道事

業債の限度額を３，９５０万円を３，８４０万円に減額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よろしくお願いいたします。

続きまして議案第５４号、平成２７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３号）につきましてご説明申し上げます。本案は既定の歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ１，３００万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ６，９３０万７千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、歳入につきましては款７０. 国庫支出金、

項１. 国庫補助金は６５０万円を減額補正いたすものでございます。款９０. 繰入金、項５. 繰

入金は一般会計からの繰り入れを８０万円増額補正いたすものでございます。款１０５. 町債、

項５町債は７３０万円減額補正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つ

きましては款１０. 公共下水道事業費、項５. 公共下水道施設整備費が１，３００万円減額補正

いたすものでございます。これは農水省の財産処分の手続きが遅れ川筋地区の統合整備を次年度

に計上いたすことになったためでございます。次のページをご覧いただきたいと思います。第２

表地方債補正ですが、過疎対策事業債の限度額を３２０万円を無くすものでございます。下水道

事業債の限度額を１，４４０万円を１，０３０万円に減額いたしまして、合計で１，０３０万円

に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

ようよろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 瀬島総務総括課長。
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○総務総括課長（瀬島 明正君） 失礼をいたします。議案第５５号、平成２７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５１万１千円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ３１４万円といたす

ものでございます。１枚おはぐりくださいませ。歳入でございますが、款８０. 財産収入、項５.

財産売払収入を４７万４千円に増額補正いたしまして、６２万４千円といたすものでございます。

それから繰越金を３万７千円増額いたしまして、２５１万４千円といたすものでございます。１

枚おはぐりくださいませ。歳出の方でございます。款５. 財産区管理会費、項５. 財産区管理会

費でございます。補正額が４９万３千円足しまして７２万３千円といたすものでございます。そ

れから予備費の方を１万８千円を増額いたしまして、２４１万７千円で予算の方を出します。財

産管理会費の方が道路工事に伴います土地及び立木の資産の売払収入が入ってきたために増額さ

せていただくことになります。よろしくお願い致します。

○議長（川上 富夫君） 梅林建設課長。

○建設課長（梅林 茂樹君） 失礼します。議案第５６号、平成２７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３号）についてご説明申し上げます。本案は既定の予算内で組替

え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第１表歳入歳出予算補正でございま

すが、歳入について補正はございません。１枚おはぐりいただきまして歳出でございますが、款

５. 財産区管理会費、項５. 財産区管理会費として１０万円増額し、４１７万４千円といたすも

のでございます。款９０. 予備費、項９０. 予備費として１０万円を減額して５３万６千円とい

たすものでございます。これは中国電力の伐採補償費の増額によるものでございます。以下、事

項別明細書を添付しておりますので、ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願い致します。

○議長（川上 富夫君） 以上、提案理由説明が終了いたしました。続きまして、これより、日程

第３７、議案第４６号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第７号）、及び日

程第４４、議案第５３号、平成２７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５号）、以上、２件を議題とし、本案の審議を先議いたします。

日程第３７、議案第４６号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第７号）、

議案第４６号の質疑を行います。

○議長（川上 富夫君） はい、上原議員。

○議員（上原 二郎君） 議案第４６号は平成２７年度の補正予算となっております。補正の内容

は概要の説明を聞きましたが、例えば地方創生加速化交付金事業これも非常に大きく多岐にわた

っております。また農業公社の損益がでるということで４８０万をいれるということも入ってお
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ります。それから索道事業については赤字部分約３, ５００万円を繰り入れるという大きな内容

がありますので、今後お金がいる一般会計、特別会計と審議の中で再度質問をする機会を与えて

いただきたいと思います。

○議長（川上 富夫君） 質問は予算審議の中でも出来るように計らいたいと思います。他にござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

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（川上 富夫君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

議案第４６号、本案は原案のとおり決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（川上 富夫君） 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。

日程第４４、議案第５３号、平成２７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５号）。

議案第５３号の審議を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 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（川上 富夫君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

議案第５３号、本案は原案のとおり決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（川上 富夫君） 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。

日程第４８ 予算特別委員会の設置について

○議長（川上 富夫君） 予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、新年度予算議案の件は、特別委員会を設置して審査を
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行いたいが、これの設置について、異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よって、予算審議は、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、一般会計予算特別委員会とし５名、特別会計予算特別委員会と

し５名以上をもって、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（川上 富夫君） 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条第２項の規定に

より、議長において指名することとし、一般会計予算特別委員会委員には、越峠惠美子議員、三

好晋也議員、川端雄勇議員、長岡邦一議員、川上富夫の５名、特別会計予算特別委員会委員には、

田中幹啓議員、三輪英男議員、森田智議員、上原二郎議員、竹茂幹根議員の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（川上 富夫君） 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。

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。暫時この場で休憩といたします。

午後０時４５分休憩

午後０時４６分再開

○議長（川上 富夫君） 再開します。

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。

一般会計予算特別委員会委員長、越峠惠美子議員、副委員長、三好晋也議員。特別会計予算特

別委員会委員長、田中幹啓議員、副委員長、三輪英男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いたします。

一般会計予算特別委員会は議案第３０号を、特別会計予算特別委員会は議案第３１号から、議

案第４５号までの１５件を、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。
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日程第４９ 陳情書の処理について

○議長（川上 富夫君） 日程第４９、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「請願 陳情文書表」のとおりであります。

おはかりします。陳情第１号、陳情第２号は、教育民生常任委員会に陳情第３号は総務経済常

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（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よって、陳情第１号、第２号は教育民生常任委員

会に陳情第３号は総務経済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。継続審査となっております陳情第８号は、引き続き総務経済常任委員会に付託し会期中の審

査をお願いします。

○議長（川上 富夫君） 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。どうもありがとうございました。

午後０時４８分散会
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