
江府町告示第33号

平成24年６月５日

江府町長 竹 内 敏 朗

第４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24年６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４回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成24年６月12日（火曜日）

議事日程

平成24年６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１号 平成23年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰越計算書について

日程第５ 報告第２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）

繰越明許費繰越計算書について

日程第６ 報告第３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繰越明許費繰越計

算書について

日程第７ 報告第４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繰越明許費繰

越計算書について

日程第８ 議案第53号 専決処分した事項の承認について（江府町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例）

日程第９ 議案第54号 専決処分した事項の承認について（損害賠償の額の決定）

日程第10 議案第55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11 議案第56号 江府町過疎地域自立促進計画の変更について

日程第12 議案第57号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について

日程第13 議案第58号 江府町地下水採取に関する条例の制定について

日程第14 議案第59号 江府町特別医療費助成条例の一部改正について

日程第15 議案第60号 江府町印鑑条例の一部改正について

日程第16 議案第61号 江府町手数料徴収条例の一部改正について

日程第17 議案第62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18 議案第63号 平成24年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第１号）

日程第19 議案第64号 平成24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
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予算（第１号）

日程第20 議案第65号 平成24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１号）

日程第21 議案第66号 平成24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22 議案第67号 平成24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

１号）

日程第23 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

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 教育振興課長 山 川 浩 市

会計管理者 森 田 哲 也
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午前１０時３０分開会

○議長（日野尾 優君） おはようございます。本日の欠席通告はございません。

これより、平成２４年第４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（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、２番、川上富夫議員、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（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６月１５日までの４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４日間と決定いたしました。

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。３月

議会以降の議会活動並びに会議規則第１２０条ただし書の規定による議員の派遣については、お

手元に配付しました議会活動報告及び議員派遣の報告のとおりであり、説明を省略しご覧いただ

くことでご了承願います。

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。
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○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） ３月定例議会以降の行政報告につきましては、お手元に各課別行政報告

をお配りいたしておりますが、主なものにつきましてのみご報告させて頂きます。その他につき

ましては、ご覧頂きたいと思います。

行政関係では、本年お世話になります各集落区長さんの会議を４月２４日に開催いたしまして、

予算の状況なり財政の状況、また本年の主要施策について説明したところでございます。今後ご

協力いただきながら、江府町の活性化につなげていきたいと、またご協力いただきますようにお

願いいたしたところでございます。

また平成２４年度第１回鳥取県日野地区連携 共同協議会が開催されております。平成２３年

度からいろいろ事業共同で、日野地区の日南 日野 江府３町でまた県を含む４団体で協力し合

っていこうという中で、道路維持管理や除雪また監査委員事務局の共同設置に向けた検討会また

福祉 保健分等につきまして、具体的に事業を取り組んでいくようにお話をしておりますが、新

たに農業分野も加えまして鳥獣害対策や農地利用促進についての共同化に向けての方向決定をい

たしたところでございます。今後も県と３町の共同で具体的な事業を一歩ずつ進めてまいりたい

と考えているところでございます。

次に選挙関係でございますが、江府町議会解散請求代表者証明書の交付をいたしております。

また選挙管理委員会を６月１日開催いたしまして、定時登録を行ったところでございます。選

挙人名簿登録者数２，９５２人となっております。在外選挙人名簿登録者数１人ということでご

ざいます。

次に企画制作関係でございますが、ふるさと納税特産品プレゼントを本年から開始させていた

だくようにいたしました。従来はふるさと納税制度に伴いまして、私もプレゼントというのはど

うなのかと疑問点を抱いておりましたが、併せて江府町にもそれぞれ特産を数多くの団体企業、

その他頑張っていただいております。このような形での大きなＰＲの機会でもあると、本年から

実施し、先般１６業者の皆さんに１９品目によりまして、協力いただきながら発送式も挙行いた

したところでございます。今後、より多くの皆さんに特産品を届け、ＰＲが出来れば幸いだと思

っておりますし、１６業者の皆さん、昔１０年前には特産振興課という一つの組織があったわけ

ですが、現在はなかなか取りまとめの部分もございませんので、観光協会等を中心に連携がとれ

ていければ幸いだなと、そういう思いも込めたところでございます。また町づくり町民会議委員

の研修会を先般開催いたしまして、講演をいただいたところでございます。ＮＰＯ法人学生人材
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バンク代表の田中さんをお迎えいたしまして、学生が各農村で１６プロジェクトをしながら地域

の皆さんのご支援をしたり、活動の報告を伺ったところでございます。具体的にはその実践は日

野町でなされているようでございます。

また鳥取 岡山県境連携推進協議会総会が日南町でございまして出席させていただいて、岡山

鳥取の県境の課題について議論をし、今後、鳥取県知事並びに岡山県知事にそれぞれの課題に

ついて要望していこうという決議を行ったところでございます。

次に保健、医療、福祉関係につきましては、それぞれ行政報告を載せておりますし、各関係団

体が総会を実施いたしておりますのでご覧いただければと思います。

６ページになりますが、林業振興です。第６４回全国植樹祭江府町実行委員会を立ち上げさせ

ていただきました。来年の春の実施に向けていろいろご協議を申し上げていきたいと思います。

成功を成し遂げていきたいと思っているところでございます。

観光関係でございますが、江府町観光協会の総会が５月２８日に開催されたとことでございま

す。本年は特に十七夜におきまして、鳥取県が推奨しております漫画サミット関連、漫画に関す

る手だてを本町としましても協力し、実施していこうと協議されているところでございます。

また企業誘致でございます。「企業立地フェア２０１２」ということで、５月２３日から２５

日、東京のビッグサイトで開催されました。従前より西部２市７町村、９市町村で一丸となって、

鳥取県西部に企業を誘致すべきではないかと、それによって各町村から例えば米子市に企業が進

出した場合についても通勤圏内でございますので、雇用増進が図れるという思いから連携をして

一歩踏み出そうと協議を重ねておりましたが、具体的に企業立地フェアという形で対応したとこ

ろでございます。

次に建設課関係でございますが、議員の皆さんにもご出席していただきました平成２４年４月

１５日、国道４８２号下蚊屋バイパス供用開始式が行われたところでございます。現在車の通行

を見てみますと、結構バイパスが大きな役割を果たしているのではないかと思っておりますが、

ただ一点だけ笠良原に向う入り口がなかなか分からないという欠点も出ております。本議会を通

じまして、補正予算で看板の設置をお願いしているところでございます。

また、例年日野川の美化推進事業ということで、愛漁会の皆さんのご協力、また町職員のボラ

ンティア等によりましてこいのぼりを久連橋並びに夜振橋に掲げていただきまして、子どもの成

長と美化推進という願いを込めております。４月２９日から５月６日の間に実施をいただきまし

た。

次に学校教育関係につきましては、５月２２日、江府小学校の田植え体験が実施されておりま
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す。常時、ご報告申し上げておりますけども子供たちが育てたお米は全国食味鑑定等に出品いた

し、それぞれの賞をここ２年いただいているようなことでございまして、本年も秋にはそのよう

な形で応募をしてみたいと考えておるところでございます。

たくさんの行事予定を掲げておりますが、一部をご報告し、後はご高覧いただければと思いま

す。どうかよろしくお願い申し上げます。

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

ないので、日程第３、諸般の報告は終わります。

日程第４ 報告第１号 から 日程第７ 報告第４号

○議長（日野尾 優君） 日程第４、報告第１号、平成２３年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越

明許費繰越計算書についてから日程第７、報告第４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繰越明許費繰越計算書についてまで、以上４件を一括議題とします。

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１号、平成２３年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰越

計算書について。

本報告は、平成２３年度において実施予定でありました「台風１２号公共土木災害復旧事業」

他８事業１億８，５４６万５，０００円を平成２４年度で実施することといたしたものでありま

す。

次に報告第２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）繰

越明許費繰越計算書について。

本報告は、平成２３年度に実施予定でありました介護保険システム改修事業３８７万６，００

０円を平成２４年度に繰越し、実施することにいたしたものであります。

次に報告第３号、平成２３年度鳥取県日野郡江府町簡易水事業特別会計繰越明許費繰越計算書

について。

本報告は、平成２３年度において実施予定でありました美用地区集落排水事業繰越額３４０万

円を平成２４年度で実施することといたしたものであります。美用地区集落排水事業関連により

まして、簡水の工事ということであります。

次に報告第４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繰越明許費繰越

－７－



計算書について。

本報告は、平成２３年度において実施予定でありました美用地区農業集落排水事業繰越額２，

４５８万８，０００円を平成２４年度で実施することといたしたものであります。

以上、報告第１号から第４号までの４件の繰越計算書につきましては、地方自治法施行令第１

４６条第２項規定により議会に報告いたすものであります。どうかよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 次に、所管課長より、詳細説明を求めます。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。報告第１号、平成２３年度鳥取県日野郡江府

町一般会計繰越明許費繰越計算書について、ご説明いたします。１枚おはぐりください。繰越い

たしました事業は、奥大山スキー場雪崩事故対策に係る和解事件、子ども手当てシステム改修事

業、台風１２号災害復旧等、全９件の事業でございます。該当事業総額１億８，６７０万８，０

００円のうち１億８，５４６万５，０００円を平成２４年度に繰越して事業を行うものでござい

ます。

以上報告終わります。

○議長（日野尾 優君） 次に、本高福祉保健課長。

○福祉保健課長（本高 善久君） 報告第２号、平成２３年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業会

計（保険事業勘定）繰越明許費繰越計算書についてご説明申し上げます。１枚おはぐり頂きたい

と思います。事業名でございますが、介護保険システム改修事業でございます。事業費が４３５

万９，０００円でございます。平成２４年度に繰り越しいたすものが３８７万６，０００円でご

ざいます。財源といたしましては、概ね２分の１が国費、あとは一般財源でございます。これは、

介護保険に伴います介護報酬等の額が平成２３年度末に決定いたしたために年度内に事業が出来

ず、平成２４年度に繰り越すこととなります。以上ご報告申し上げます。

○議長（日野尾 優君） 下垣建設課長。

○建設課長（下垣 吉正君） 失礼します。報告第３号、平成２３年度鳥取県日野郡江府町簡易水

道事業特別会計繰越明許費繰越計算書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、平成２３年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書、款１０水道事業費、項５水道施設整備費、事業名、水道施設整備事業。事業費

の９９３万７，０００円のうち美用地区農業集落排水事業に伴います補償工事を３４０万円、平

成２４年度に繰り越すものでございます。

続きまして報告第４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繰越明許

費繰越計算書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、平成２３年度鳥取県
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日野郡江府町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書。款１０農業集落排水事業費、項

５農業集落排水施設整備費、事業名、美用地区農業集落排水事業のうち事業費１億１，０３２万

３，０００円のうち管路工事を２，４５８万８，０００円、平成２４年度に繰り越すものでござ

います。

よろしくお願いいたします。

○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１号から日程第７、報告第４号まで以上４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。

まず、報告第１号、平成２３年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰越計算書について、

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。

続いて、報告第２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）繰越明許費繰越計算書について、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。

続いて、報告第３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繰越明許費繰越

計算書について、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。

続いて、報告第４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繰越明許費

繰越計算書について、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、４件の報告は終了いたします。

日程第８ 議案第５３号 から 日程第２２ 議案第６７号

○議長（日野尾 優君） 日程第８、議案第５３号、専決処分した事項の承認について（江府町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例）から日程第２２、議案第６７号、平成２４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１号）まで以上１５議案を一括議題としま
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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） 専決処分した事項について。議案第５３号につきましては、緊急を要し、

議会を召集する暇がないため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしました

ので、同条第３項の規定により、また、議案第５４号につきましては、議会の権限に属する軽易

な事項として指定された事項であり、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたし

ましたので、同条第２項の規定により議会に報告いたします。

議案第５３号、専決処分した事項の承認について（江府町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例）。本案は、平成２４年度国民健康保険税の税額決定にあたり、江府町国民健康保険運営

協議会に上程し、ご承認を得ましたので、所要の改正をいたしたものであります。

議案第５４号、専決処分した事項の承認について（損害賠償の額の決定）。

本案は、平成２４年３月１５日に日野町上菅地内において、職員の運転する公用車が、個人所

有の車と衝突事故を起こしたため、損害賠償金として４１万１，７９３円を支払ったものであり

ます。

議案第５５号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について。

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５６号、江府町過疎地域自立促進計画の変更について。

本案は、昨年度策定した江府町過疎地域自立促進計画において、事業計画についてソフト事業

１１件を追加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、過疎地域自立

促進特別措置法第６条第７項において準用する同条第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５７号、鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について。

本案は、平成２１年７月１５日に「出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が

公布されたことに伴い、新たな在留管理制度が平成２４年７月９日から施行されることとなり、

鳥取県後期高齢者医療広域連合規約にある「外国人登録原票」の文言を削除いたすものであり、

－１０－



地方自治法第２９１条の１１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５８号、江府町地下水採取に関する条例の制定について。

本案は、地下水の採取に必要な規制を行ない、江府町の全域について地下水の自然涵養と保全

に努めるとともにその適正な利用を図り、持続可能な地下水利用を目的に制定をいたすものであ

り、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５９号、江府町特別医療費助成条例の一部改正について。

本案は、平成２２年の税制改正において年少扶養控除等が廃止されたことにより所得税が課せ

られるひとり親に対し、従来どおり特別医療費の助成を行うことができるようにするために条例

の一部を改正いたすものであり、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６０号、江府町印鑑条例の一部改正について。

本案は、住民基本台帳法の一部改正により、外国人登録法が廃止され、外国人住民が住民基本

台帳に記録されるようになり関係条文を改正いたすものであり、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６１号、江府町手数料徴収条例の一部改正について。

本案は、住民基本台帳法の一部改正により、外国人登録法が廃止されることに伴い、外国人登

録に関する証明手数料を廃止いたすものであり、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６２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。

本案は、スポーツ振興法の全部改正によりスポーツ基本法が施行され、「体育指導委員」が

「スポーツ推進委員」に名称変更されたことにより、本条例の一部を改正いたすものであり、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６３号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第１号）について。

本案は、平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算の総額にそれぞれ６６３万７，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３０億１，６６３万７，０００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、議会費４０１万６，０００円の減額、総務

費１，８６１万３，０００円の減額、民生費３９万６，０００円の減額、衛生費４５９万７，０
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００円の増額、労働費４万９，０００円の増額、農林水産業費２，０４５万７，０００円の増額、

商工費１３１万５，０００円の増額、土木費３１３万８，０００円の増額、消防費４６万２，０

００円の増額、教育費１３６万円の増額、予備費１７１万６，０００円の減額でございます。歳

入につきましては、町税７，０００円の増額、分担金及び負担金１５万９，０００円の減額、使

用料及び手数料２８万円の増額、国庫支出金２８万３，０００円の増額、県支出金４６１万１，

０００円の増額、諸収入１６１万５，０００円の増額であります。以上により補正予算を編成い

たしました。

議案第６４号、平成２４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２億５，１２８万３，０００円内での組み替えをいたすものでありま

す。

補正いたします主な内容は、給与表の改定及び共済掛け金率の変更により総務費３０万４，０

００円を減額し、予備費３０万４，０００円を増額いたすものであります。

議案第６５号、平成２４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１号）。

本案は、既定の予算総額５億２４３万円内での組み替えをいたすものであります。補正いたし

ます主な内容は、人事異動に伴い給料等が変更になったため地域支援事業費１６万１，０００円

を増額し、予備費１６万１，０００円を減額いたすものであります。

議案第６６号、平成２４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２４６万３，０００円を減額し、予算総額を１億

１，９２０万４，０００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、人事異動に伴い人件費２４９万３，０００円を減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２４６万３，０００円を減額いたすものであります。

議案第６７号、平成２４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１

号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１４２万８，０００円を追加し、予算総額を１億

９，２５４万４，０００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、人事異動に伴い人件費１４２万８，０００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１４２万８，０００円を増額いたすものであります。

以上、補正予算５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
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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、議案第５３号から議案第６７号まで、順次、所管課長の説

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５３号、専決処分した事項の承認についてご説明いたしま

す。

２枚おはぐりいただきたいと思います。江府町国民健康保険税条例の一部を改正する条例第３

条は、医療分の所得割額を１００分の６．６４から１００分の７．１０に改正いたすものです。

第４条は医療分の資産割額を１００分の２６．１０から１００分の２７．４３に改正いたすもの

です。第５条は医療分の均等割額を２万円から２万１，０００円に改正いたすものです。第５条

の２第１項でありますが２ページをお願いいたします。医療分の平等割額を１世帯当たり１万６，

０００円から１万７，０００円に、特定世帯を８，０００円から８，５００円に改正いたすもの

です。第６条は 後期高齢者支援金等の所得割額を１００分の１．８０から１００分の１．９８

に改正いたすものです。第７条は 後期高齢者支援金等の資産割額を１００分の６．１０から１

００分の７．５０に改正いたすものです。第８条は 介護納付金の所得割額を１００分の１．４

７から１００分の１．６７に改正いたすものです。第９条は 介護納付金の資産割額を１００分

の７．４０から１００分の７．８０に改正いたすものです。第１５条１項のアは ７割減額する

医療分の均等割額を１万４，０００円から１万４，７００円に改正いたすものです。３ページを

お願いいたします。イは７割減額する医療分の平等割額ですが、特定世帯以外の世帯を１万１，

２００円から１万１，９００円に、特定世帯を５，６００円から５，９５０円に改正いたすもの

です。２項のアは５割減額する医療分の均等割額を１万円から１万５００円に改正いたすもので

す。イは５割減額する医療分の平等割額ですが、特定世帯以外の世帯を８，０００円から８，５

００円に、特定世帯を４，０００円から４，２５０円に改正いたすものです。３項のアは２割減

額する医療分の均等割額を４，０００円から４，２００円に改正いたすものです。イは２割減額

する医療分の平等割額ですが４ページをお願いいたします。特定世帯以外の世帯を３，２００円

から３，４００円に、特定世帯を１，６００円から１，７００円に改正いたすものです。附則と

いたしまして、この条例は、平成２４年６月１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します。

－１３－



○議長（日野尾 優君） 影山総務課長。

○総務課長（影山 久志君） 失礼いたします。議案第５４号、専決処分した事項の承認について

ご説明いたします。１枚おはぐり頂きたいと思います。公用車の事故に係る損害賠償の額の決定

につきまして、５月１０日専決処分いたしましたのでご報告させて頂きます。１枚おはぐり頂き

たいと思います。事故の相手方でございますが、日野町在住個人の方でございます。事故の概要

でございますが、平成２４年３月１５日午後４時５０分ごろ、公務のため国道１８０号線を日野

町から江府町に向けて走行中、日野町上菅地内で対向車線の大型車両に気を取られ、左車線路肩

に停車中の相手車両に衝突したものでございます。この事故により相手方の車両に損害が生じた

ものでございます。損害賠償額４１万１，７９３円。以上報告させて頂きますのでご承認賜りま

すよう宜しくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 企画政策課長、矢下君。

○企画政策課長（矢下 慎二君） はい。議案第５５号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

策定についてご説明申し上げます。１枚おはぐり下さい。本案は、既存の辺地に係る公共的施設

の総合整備計画に大山第２広域農道改良事業といたしまして事業費１，１３０万円を新たに追加

いたしまして、また水工場の設備改良事業として工場屋根の改修分事業費４３２万１，０００円、

内起債対象といたしまして４３０万円を増額いたすものでございます。この度県との協議が終了

いたしましたので、議会の議決を得たく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。

続きまして、議案第５６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枚おはぐり頂きたいと思います。以下追加の項目を挙げておりますので、よろしくお願いい

たします。本案は、既存の過疎地域自立促進計画に事業１１件を追加いたしたものでございます。

今回は、防災計画やハザードマップの作成を中心といたしまして、住民の生活環境の改善に掛か

りますソフト事業を再計画に追加いたしまして起債事業として実施するものでございます。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５７号、鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関

する協議について、ご説明いたします。１枚おはぐり頂きまして、鳥取県後期高齢者医療広域連

合規約の一部を改正する規約でございます。改正前、改正後の下線の部分でございますが、改正

前下線部分の外国人登録原票の文言を削除するものでございます。これは平成２１年７月１５日

に出入国管理に関する特例法の一部の開設法律が公布されたことに伴いまして、新たな管理制度
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が平成２４年７月９日から施行されます。これによりまして、いままでの外国人登録制度が廃止

され規約にあります外国人登録原票の文言を削除いたしますので、規約の変更をいたすものでご

ざいます。附則としまして、施行日を平成２４年７月９日から施行いたすものでございます。経

過措置といたしまして、この規約による変更後の規定は、平成２５年度分の関係市町村の負担金

から適用し、平成２４年度分までの関係市町村の負担金についてはなお従前の例によるものでご

ざいます。以上ご審議の上、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） 奥田産業振興課長。

○産業振興課長（奥田 慎也君） 失礼いたします。議案第５８号、江府町地下水採取に関する条

例の制定について。１枚おはぐり頂きたいと思います。この条例は、法令に特別の定めがある場

合を除き、地下水の採取に必要な規制を行い江府町の全域について地下水の自然涵養と保全に努

めるとともにその適正な利用を図ることで、公共用の水道資源及び湧水資源を保全し、あわせて

大量採取による地盤沈下を未然に防止し、もって住みよい生活環境を確保することを目的といた

しております。規制区域といたしましては、国立公園地内を制限区域といたしております。併せ

てそれ以外の区域につきましては、一般家庭用排水口並びにそれ以上の排水口による大量採取を

区別しております。以上ご審議の上、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５９号、江府町特別医療費助成条例の一部改正について

ご説明いたします。１枚おはぐり頂きまして、この度の改正は、平成２２年の税制改正により年

少扶養控除等が廃止されたことにより、ひとり親家庭に対し従来通り特別医療費の助成を受けら

れるように、所要の改正を行うものでございます。改正前、改正後をご覧頂きたいと思います。

第３条の助成でございますが、この中には対象者、対象の内容、負担金とそれぞれ分かれており

ましたのを改正後におきまして補助金等、それぞれ変更いたしておるものでございます。下にペ

ージを付けておりますので、５ページをご覧頂きたいと思います。５ページ、一部負担金第４条

でございますが、先ほどの改正前の第３条におきます補助金の交付に関する区分と医療費補助金

を受ける方の一部負担の部分とが混在している関係でございます。この度第４条で一部負担を新

設して分かりやすくいたしておるものでございます。７ページをご覧頂きたいと思います。先ほ

ど第４条が出来ました関係で、助成の方法等以下第４条でありましたものが第５条に変更いたす

ものでございます。

８ページをご覧頂きたいと思います。第１２条の下に別表があります。（１）が身体障害者受

級資格の対象者所得についてのものでございまして、改正後におきまして明確に定義を付け加え
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たものでございます。９ページでございますが、附則、この条例は平成２４年７月１日から施行

いたすものでございます。また経過措置といたしまして、改正後の江府町特別医療費助成条例の

規定は、この条例の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用するものでございます。

またその下ですが、改正前と改正後が載っております。これは、経過措置の４番、ひとり親家庭

の助成が行われるように定義いたしたものでございます。以上ご審議の上、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６０号、江府町印鑑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たいと思います。江府町印鑑条例の一部を改正する条例、第２条登

録の資格でありますが 外国人登録法の廃止により文言を削除するものです。第５条登録の拒否

でありますが、住民票に記録されていない文字で作成された印鑑の登録を拒否するものです。２

ページをお願いします。第６条 印鑑票でありますが第５条と同じ内容です。第１０条登録事項

の修正でありますが第２条と同じ内容です。第１２条 登録のまっ消でありますが登録している

印鑑の文字が住民票に記載されなくなった場合又は、外国人住民が、住民票に記載されなくなっ

た場合に登録をまっ消するものです。

３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、平成２４年７月９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します。

議案第６１号、江府町手数料徴収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

ただきたいと思います。江府町手数料徴収条例の一部を改正する条例。本案は、住民基本台帳法

の一部改正により、外国人登録法が廃止されることに伴い外国人登録に関する証明手数料を廃止

するものです。附則といたしまして、この条例は、平成２４年７月９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） 失礼します。議案第６２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、ご説明いたします。１枚おはぐり頂きたい

と思います。一部改正条例をお付けいたしておりますが、スポーツ振興法が全文改正されたこと

によりまして、スポーツ基本法が施行されました。その中で「体育指導委員」の名称が「スポー

ツ推進委員」に変更となっております。そのため所要の改正を行うものでございまして、別表第

１の区分中「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に改めるものでございます。この条例は公
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布の日から施行するものでございます。ご審議、ご承認賜りますようよろしくお願いします。

○議長（日野尾 優君） 企画政策課長、矢下君。

○企画政策課長（矢下 慎二君） 議案第６３号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正

予算（第１号）について、ご説明申し上げます。

本案は、歳入歳出それぞれ６６３万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ３０億１，６６３万７，０００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。主だったものにつきまして、ご説明いたします。先ず歳入ですが、７５番県支出金、１

０番県補助金４６１万１，０００円の増額でございます。これは、認知症施策総合推進事業補助

金１２７万円、農業者戸別所得補償制度推進事業補助金１２２万３，０００円でございます。１

００番諸収入、２５番雑入、１６１万５，０００円の増額でございます。中身といたしましては、

建物災害共済金１０５万６，０００円、案内看板設置負担雑入４６万２，０００円を見込んだも

のでございます。

６６３万７，０００円の増額補正でございます。続きまして、歳出でございます。５番議会費

４０１万６，０００円の減額、これは報酬等の減額でございます。１０番総務費、５番総務管理

費１，７１８万３，０００円の減額でございます。主なものは、異動に伴います人件費の組み替

え等の調整でございます。２０番衛生費、５番保健衛生費６８６万円の増額、１５番上水道費２

４６万３，０００円の減額でございます。これも、異動に伴います人件費の繰出金の調整でござ

います。３０番農林水産業費、５番農業費１，９４３万３，０００円の増額でございます。これ

は、特産野菜導入支援補助金、農業再生協議会補助金の増額、異動に伴います人件費の組み替え

でございます。３５番商工費、５番商工費１３１万５，０００円の増額でございます。下蚊屋バ

イパス道路工事完了に伴います観光案内看板整備工事費でございます。４０番土木費、５番道路

橋梁費２４６万８，０００円の増額でございます。これは、道路修繕工事費、道路新設改良費等

でございます。５０番教育費、トータル１３６万円の増額でございます。外国人教師の交代に伴

います旅費、体育館の修繕費等でございます。予備費といたしまして１７１万６，０００円の減

額でございます。トータル６６３万７，０００円の増額補正でございます。以下事項別明細書を

添付いたしておりますので、ご覧頂きましてご審議の上、ご承認いただき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６４号、平成２４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、ご説明いたします。本案は、２億５，１２
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８万３，０００円の組み替えをいたすものでございます。１枚おはぐり頂きまして、歳入での補

正はございません。もう１枚おはぐり頂きまして、歳出におきます主な内容でございます。５番

総務費、５番施設管理費３０万４，０００円を減額いたしまして、１億５，８８８万９，０００

円といたすものでございます。これは、給与表の改正及び共済掛金率の変更によるものでござい

ます。

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

ますようよろしくお願いいたします。

続きまして、議案第６５号、平成２４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１号）について、ご説明申し上げます。

本案は、既定の予算総額５億２４３万円内での組み替えをいたすものでございます。１枚おは

ぐりいただきたいと思います。歳入におきましての補正はございません。もう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。２０番地域支援事業費、１０番包括的支

援等事業費でございます。補正額１６万１，０００円を増額いたしまして、１，２７５万４，０

００円といたすものでございます。これは、職員の人事異動により給与等が変更になったため、

増額いたすものでございます。９０番予備費でございます。１６万１，０００円を減額いたし、

１１４万５，０００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、ご覧頂きましてご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 下垣建設課長。

○建設課長（下垣 吉正君） はい。失礼いたします。議案第６６号、平成２４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）につい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に歳入歳出それぞれ２４６万３，０００円を減額し、歳入

歳出それぞれ１億１，９２０万４，０００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、第１表歳入歳出予算補正でございますが、補正いたす主な内容は、歳入につきましては款

９０繰入金、項５繰入金は、２４６万３，０００円を減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つきましては、款５総務費、項５総務管理費は、人事異動に伴います人

件費を２４９万３，０００円減額、償還金利子及び割引料の水道使用料還付金を３万円増額いた

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

うよろしくお願いします。

続きまして、議案第６７号、平成２４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１号）についてご説明申し上げます。
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本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４２万８，０００円を追加し、歳入

歳出それぞれ１億９，２５４万４，０００円といたすものであります。１枚おはぐりいただきま

して第１表歳入歳出補正予算ですが、補正いたす主な内容は、歳入につきましては、款９０繰入

金、項５繰入金１４２万８，０００円を増額いたすものであります。１枚おはぐりいただきまし

て、 歳出につきましては、款１０農業集落排水事業費、項５農業集落排水施設整備費は、人事

異動に伴い人件費を１４２万８，０００円増額いたすものであります。１枚おはぐりいただきま

して、第２表地方債の補正につきましては、辺地対策事業債と過疎対策事業債について変更をお

こなうものあります。辺地対策事業債につきましては、当初限度額１，６７０万円から１，３４

０万円に変更いたすものでございます。過疎対策事業債につきましては、限度額を３３０万円に

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します。

○議長（日野尾 優君） 以上、提案理由説明が終了いたしました。

日程第２３ 陳情書の処理について

○議長（日野尾 優君） 日程第２３、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。

お諮りいたします。受理第７号の１件は、総務経済常任委員会に付託し、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。よって陳情２件は、それぞれ所管の委員会に付

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。

午前１１時３０分散会
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