
江府町告示第56号

平成24年９月４日

江府町長 竹 内 敏 朗

第６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９月10日

２、場 所 江府町役場議場

○開会日に応招した議員

三 輪 英 男 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６回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成24年９月10日（月曜日）

議事日程

平成24年９月10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５号 平成23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70号 平成23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71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歳入歳

出決算認定について

日程第７ 議案第72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）歳入

歳出決算認定について

日程第８ 議案第73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）歳入

歳出決算認定について

日程第９ 議案第74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）

歳入歳出決算認定について

日程第10 議案第75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）歳入歳出決算認定について

日程第11 議案第76号 平成23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12 議案第77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歳入歳出決さん

認定について

日程第13 議案第78号 平成23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

日程第14 議案第79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歳入歳出決算認定

について
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日程第15 議案第80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歳入歳出決算

認定について

日程第16 議案第81号 平成23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17 議案第82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歳

入歳出決算認定について

日程第18 議案第83号 平成23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19 議案第84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歳入歳出決算認定

について

日程第20 議案第85号 平成23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21 特別委員会の設置について

日程第22 企業誘致調査特別委員会、議会改革調査特別委員会、庁舎等調査特別委

員会の各委員会委員の選任について

日程第23 議案第86号 江府町個人情報保護条例の一部改正について

日程第24 議案第87号 江府町消防団条例の一部改正につい

日程第25 議案第88号 江府町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正

について

日程第26 議案第89号 江府町特産品等流通販売施設に係る指定管理者の指定について

日程第27 議案第90号 平成24年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第２号）

日程第28 議案第91号 平成24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92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（事業勘定）補正

予算（第１号）

日程第30 議案第93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２号）

日程第31 議案第94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２号）
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日程第32 議案第95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（サービス事業勘

定）補正予算（第１号）

日程第33 議案第96号 平成24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97号 平成24年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第35 議案第98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

２号）

日程第36 議案第99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

２号）

日程第37 議案第 100号 平成24年度度鳥取県日野郡江府町林業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）

日程第38 議案第 101号 平成24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39 議案第 102号 平成24年度鳥取県日野郡江府町江尾財産区特別会計補正予算（第

１号）

日程第40 議案第 103号 平成24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41 陳情書の処理について

出席議員（10名）

１番 三 輪 英 男 ２番 宇田川 潔 ３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（なし）
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事務局出席職員職氏名

事務局長 梅 林 茂 樹

説明のため出席した者の職氏名

町長 竹 内 敏 朗 副町長 宮 本 正 啓

教育長 藤 原 成 雄 総務課長 影 山 久 志

企画政策課長 矢 下 慎 二 町民生活課長 西 田 哲

福祉保健課長 本 高 善 久 農林課長 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０８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２４年第６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、８番田中幹啓議員、９番川端雄勇議員の両名を指

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２１日までの１２日間

といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
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〔「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１２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。

６月議会以降の議会活動報告は、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２３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ご報告をさせていただきます。

先ず、１ページ目でございますが、鳥取県日野地区連携 共同協議会を行っております。県と

三町が共同して事業を行っておるところでございますが、２年の役員任期が満了いたしましたの

で、先般８月２８日に臨時協議会が米子で開催されました。それに基づきまして再任をいただき

まして会長職として務めることになりましたのでご報告させていただき、今後ともよろしくお願

いいたします。なお、２年の任期でございます。

次に「県政推進に向けた県組織のあり方検討会議」現地視察ということで、それぞれ検討委員

４名の方が日野郡においでになり、各町の事情につきまして意見交換を行い、理解を得たところ

でございます。この問題につきましては、まだまだ議論をすべきところもございます。江府町議

会におかれましても担当局長等、おいでいただいて説明を聞いたり、今後予定されておりますけ

ども日野郡のあり方につきまして、しっかりと提言をしていき、より良い県の組織になるよう意

見を申し上げていきたいと思いますので、議員の皆様方にもよろしくお願いいたします。

次に選挙関係でございます。任期満了になりました江府町長選挙、告示が７月１７日、投票が

２２日で実施されました。なお、江府町長選挙では、無投票当選をさせていただいたところでご

ざいます。江府町議会議員補欠選挙におきましては、２２日の投票ということでそれぞれ数値を
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整理いただいておりますが、投票率は６６．２２％でございます。そして、三輪議員さんが当選

の栄を受けられました。次に２ページ目でございます。一番下のほうでございますが平成２４年

度西部広域消防圏連合演習が江府町洲河崎地内で、８月２６日に実施されたところでございます。

洲河崎地区に対しまして、西部地区また西部広域消防から参加をいただき、消防の連携を深めた

ところでございます。次に３ページ。「ふるさと納税」リニューアル後の経過でございます。い

ま若手職員によりまして、ふるさと納税の働きかけについて、いろいろ通信網を使って新しい感

覚で対応していただいておりますが、そこに書いてあります通り、８月末で３６件、４８万円。

昨年度のトータルが７件でございました。このようにそれぞれ努力をしていただいたお陰で、全

国から江府町に対しましてふるさと納税がなされているところでございます。今後も各機会を通

じてＰＲを勧めていきたいと思います。併せまして、初めてのことでございましたが、鳥取県Ｉ

ＪＵターンＢＩＧ相談会ということで、大阪のほうで初めて参加させていただきました。相談者

との面談情報提供は６件ということで、それぞれ田舎暮らし、また農業暮らし、農業経営と色々

な部分について相談を受けたところでございます。今後においてもこのようなつながりを持ちな

がら、少しでも江府町にＩＪＵという形での人口増加ということで、対応していかなければいけ

ないと考えているところでございます。次に早稲田大学つなぎやＡｉＴｉｅスタデーツアーでご

ざいます。早稲田大学と書き上げておりますが、実は江府町の８月におきましては、たくさんの

学生が江府町をベースに研修またインターンシップを行ったところでございます。十七夜前後に

おきましては、広島修道大学の学生がやってきております。併せて鳥取大学医学部関係、のちほ

ど福祉保健課関係のところで出てまいりますけど、地域学科、看護学科、たくさんの学生が参っ

て集落との交流を深めながら、健康対策等の事業を行っております。また美作大学から栄養学専

攻の学生３名が実習という形で行っております。そして、早稲田大学つなぎやＡｉＴｉｅスタデ

ーツアーということで、あいきょうさんを中心に学生を募集されて１３名の方がおいでになって

おられました。中には徳島大学、帝京大学の学生も含まれておりました。その報告会が８月３１

日に行われ、町内外の方が参集されました。私が思いますのに、やはりこれからの時代、学生を

問わず町外の皆さんの大きな視点と言いますか、提言またそういう部分を取り入れて、町の活性

化につなげていかなければいけないと思っておりますので、今後とも大学生を中心としながら江

府町に研修に来ていただく受け入れ体制も考えていかなければいけないと考えております。今、

一番悩んでおりますのは、鳥取大学医学部は３０名来られたそうで、宿泊していただける場所ま

たセーブしなければいけない点など、検討を深めなければいけません。

次に４ページでございます。今年も敬老記念品を９月７日に９５歳以上の方に配らせていただ
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きました。私自身、各ご自宅を訪問いたした次第でございます。その他につきましては、一覧表

に掲げております。約２６名の方にお渡しをさせていただいたわけでございますが、今年は特に

記念品以外に、鳥取県西部の柿と花を作っておられる組合が普及したいという声を聞きましたの

で、花束を添えて飾っていただきたいとお配りいたしました。

次に５ページでございます。住民健診の実施をいたしております。７月１７日から２０日まで

４日間行っておりまして、７１２名の方に受診していただきました。最近健診で悪い箇所が見つ

かり精密検査をして手術をし、早期発見ができて助かったという声も耳にいたします。そういう

意味でも多くの方に健診を受けていただき、健康に過ごしていただきたいと思います。次に鳥取

大学関係を書いておりますが、そこに鳥取大学保健学科並びに地域医療研究部、そして次の６ペ

ージには医学部の脳神経内科学講座とこのように各科において、多くの方においでいただき、ま

た集落にも出掛けていただいておりますので住民の健康につながっていくことと大変喜んでいる

ところでございます。

７ページでございます。農業関係でございます。実は昨年から日野連携の中で一つの大きな事

業として奥大山菜の花ボランティアを募集しながら、本年笠良台地４ヘクタールにおいて、菜種

を播種いたしました。昨年は播種いたしましたが、９月１日の台風１２号によりまして相当数の

面積で被害を受けたわけでございますが、先般、私も現地に行きましたら、芽が出てある程度成

長いたしておりました。実はこのプロジェクトでございますが一石七鳥くらいの効果があるでは

ないかと判断して、担当課ともども事業を推進いたしております。一点は、当然花が咲きますと

来年の５月、６月には４ヘクタールに花が咲き、通行される方々の名所という事になり観光客や

通行客の一時停留ということにつながっていくと思います。併せて日野郡連携でやっております

のは、菜種の実を採取いたしまして、黒坂の作業所に持ち込みまして菜種油に加工するわけでご

ざいます。この身障者の雇用を拡大するという大きな目的がございます。併せて当然特産品が出

来てまいりますので、これらの普及効果も出てくると思います。もう一点、私が睨んでおります

点は、下蚊屋ダムに黒ぼく流失があると。これは以前、中国電力俣野発電所で起きていた現象で

ございます。ただ最近町内の地域の方からもこの汚濁によりまして、水路の水が濁ったり、臭い

がきついというようなご批判も承るような状況になりましたので、なんとか上流部では農業とい

う農地としての大切さがございますけども、その中でなんとか黒ぼく流出が止められる方法はな

いだろうかということで、菜種等を播種したことで泥が流出しにくいんじゃないかと、そのよう

な思いも込めております。ただ昨年のような相当な雨が降ればやはり被害、黒ぼく流出が起きる

わけでございますが、町といたしましてもこの対策は講じていきたい、また色々な形で農業振興
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と併せて出来ればいいのではないかと考えております。

８ページでございます。伝統行事「江尾十七夜」。本年も観光協会の主催で実施をいただきま

した。たくさんの方に来ていただきました。総勢８，５００人と発表になっておりますが、１万

人近くの方に来ていただき、天候にも恵まれたわけでございます。最近、お話を聞きますと結構

若い世代の方が十七夜においでいただいて、楽しんでいただいているということでございます。

大変喜んでいるところでございます。今年は特に「まんが博」ということで、鳥取県が一生懸命

進めております。当然江府町といたしましても一助をしなければいけないわけですが、まんが博

ということで、十七夜のポスター並びにうちわ、まんが教室ということで大学生や高校生等多く

の方にお世話になりながら実施をさせていただきました。次に８ページの一番下、産業振興でご

ざいますが、「鳥取発次世代社会モデル創造特区推進協議会」が開催されました。鳥取県が国に

対して創造特区の申請をしておりましたところ、認定ではございませんが一応指定ということで

ございます。江府町に関係がございますのは、下蚊屋ダム小水力発電を行うということでござい

まして、これに併せて停電時には下蚊屋、助沢の集落での長期停電についてはこの水力から発電

された電力を流していこうということですが、随分規制がありましたので、この特区でその規制

を排除していこうということであります。このことが実証されますと、各地域での対応に広がっ

ていくという形になろうかと期待をいたしているところでございます。あと、それぞれ課別に表

示をいたしておりますので、ご高覧いただければ幸いと存じます。

以上で行政報告を終わります。

○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 ５号

○議長（日野尾 優君） 日程第４、報告第５号、平成２３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５号、平成２３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２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。
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なお、内容の詳細につきましては主管課長より報告いたさせますので、よろしくお願い申し上

げます。

○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。

○企画政策課長（矢下 慎二君） 失礼いたします。報告第５号、平成２３年度決算に係る財政の

健全化判断比率及び公営企業会計の資金不足比率についてご説明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。報告書をご覧いただきたいと思います。先ず、平成２

３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、

２１年度から２３年度の３ヵ年の平均になりますけども、今回は１９．６パーセントとなってお

ります。公債費比率の計算根拠になります起債償還額が減少したことが、大きな点でございます。

昨年度の２１．２パーセントより１．６ポイントの減となっております。特に平成２３年度単年

度計算では１７．８ポイントとなっておりまして、前年度の単年度より１ポイント下がっており

ます。

次に将来負担比率でございますけども、こちらのほうも起債残高の減少等によりまして、１０

２．０パーセントと前年より１２．３ポイント減少しております。以上報告を申し上げます。

○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５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７０号 から 日程第２０ 議案第８５号

○議長（日野尾 優君） 日程第５、議案第７０号、平成２３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２０、議案第８５号、平成２３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１６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それぞれのご説明いたします。先ず、議
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案第７０号、平成２３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３５億８，３５７万６，４８３円。歳出総額３３億７，５１４万６，９２８円。差引額

２億８４２万９，５５５円。うち繰越明許費は、３，７０５万４，０００円でございます。

次に議案第７１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歳入歳

出決算認定について。歳入総額２４８万３，９６９円。歳出総額１８１万１，６７０円。差引額

６７万２，２９９円でございます。

次に議案第７２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）歳入

歳出決算認定について。歳入総額４億２，０５８万４，３３０円。歳出総額３億６，９２０万７，

０９４円。差引額５，１３７万７，２３６円。

議案第７３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）歳入歳出

決算認定について。歳入総額３億１，２１７万１，９３６円。歳出総額２億８，９３０万４，９

０２円。差引額２，２８６万７，０３４円でございます。

次に議案第７４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）

歳入歳出決算認定について。歳入総額５億１，７６４万８２２円。歳出総額４億９，８５１万２，

６８１円。差引額１，９１２万８，１４１円。

議案第７５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）

歳入歳出決算認定について。歳入総額３０６万３，９３１円。歳出総額１５１万５，６００円。

差引額１５４万８，３３１円。

議案第７６号、平成２３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９，５６２万３６５円。歳出総額９，５６１万８，７７４円。差引額１，５

９１円。

議案第７７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歳入歳出決算認定に

ついて。歳入総額４，８２７万５，００３円。歳出総額４，６６１万１，８３５円。差引額１６

６万３，１６８円。

議案第７８号、平成２３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６，５９４万６，４５９円。歳出総額６，５９４万６，４５９円。差引額はございませ

ん。

議案第７９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歳入歳出決算認定につ

いて。歳入総額１億３０８万５，５４５円。歳出総額９，９３９万７，２４４円。差引額３６８

万８，３０１円。
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議案第８０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歳入歳出決算認定

について。歳入総額２億２，８８３万８，７２５円。歳出総額２億１，７８０万１，８３６円。

差引額１，１０３万６，８８９円。

議案第８１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歳入歳出決算認定

について。歳入総額５７５万７，７６８円。歳出総額５２５万３，５９４円。差引額５０万４，

１７４円。

議案第８２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歳入歳

出決算認定について。歳入総額５，９０６万１，２２０円。歳出総額５，６３１万７，３４４円。

差引額２７４万３，８７６円。

議案第８３号、平成２３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２８４万６，７００円。歳出総額２１万９，６２１円。差引額２６２万７，０７９

円。

議案第８４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歳入歳出決算認定につ

いて。歳入総額３５万４，６８７円。歳出総額７万１，２４５円。差引額２８万３，４４２円。

議案第８５号、平成２３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７５２万５，８９２円。歳出総額６９７万３，９１４円。差引額５５万１，９７８

円。

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２３年度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２３年度の各会計におきます予算の執行にあたりましては、議会のご意思を尊重し、ご理

解とご協力をいただきながら、住民の皆さんへのサービス向上を基本に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、厳しい財政状況が続くなか、少しずつ改善されており今後も回復傾

向にあります。

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改めて敬意と感謝を申し上げる次第であります。

今後におきましては、一層の財政健全化に努めるとともに、町民の信頼と付託に応えるため、

行動を起こしていく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１８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２３年度決算書、同主要施策の成果と事業実績等について、説明と資料の提示作成を求め、

予算の執行状況、事業の内容と適合性、財務の健全性等を重点に関係帳簿、証拠書類を検証して

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ページに２３年単年度収支を掲載していますが、歳入総計決算額５４億５，６８３万４，０

００円、歳出総計決算額５１億２，９７１万２，０００円、単年度収支４，９３３万６，０００

円です。

歳入状況は３ページ、歳出状況は４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２１年度２２万９，０００円、２２年度３４６万，０００円、２３年度６８万９，

０００円となっています。２２年度は１０年以前を一括処理され増加したものです。

７ページ財政指数等で経常収支比率は２１年度９４．２％、２２年度８７．６％、２３年度８

８．９％、町村では７０％程度が望ましいとされ町独自施策に充当できる財源が少ないと思われ

ます。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、一昨年末、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、

一般会計に２３年度も影響が出ています。再発防止に万全を期していただきますようお願いいた

します。

また、本年３月保育料収納事務に不適正事案が発生したことは誠に遺憾であり、そのチェック

体制はどうなっていたのか、他の収納事務体制はどうなのか、個人情報保護管理体制は機能して
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いるか。この度担当部署に聴取いたしましたが、正規取扱の徹底をお願いいたします。

８月２日及び８月６日の２日間、別冊にしております地方公共団体の健全化に関する法律第３

条２項に基づき審査いたしました。

審査の方法として、健全化に関する法律第３条第１項の規定による健全化判断比率及びその算

定の基礎となる事項を記載した書類、及び同法第２２条第１項の規定による資金不足等につきま

しても見せていただきました。

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

れていることを確認いたしました。

２３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１９．６％となり、２２年度

２１．２％に比べ１．６ポイント、将来負担比率も２２度１１４．７％から１０２．０％に改善

されました。２２年度鳥取県町村平均実質公債費比率は１６．９％、将来負担比率９３．９％で

あり，なお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。

一つ目は、先ほども申し上げましたが、収納業務適正化に取組み願いたい。不適正な事務処理

についてはコンプライアンスの強化、職員の意識改革に取組み、違法行為や不正、ミスが行われ

ることなく、組織が健全かつ有効 効率的に運営されるよう体制づくりをお願いいたします。

二つ目は、遅滞債権回収を検討されたい。徴収未済額が毎年増加しており、特に過年度未済分

の回収率が低い。徴収業務が大変であることは理解出来、努力されていますが回収策の工夫に取

組み願います。

三つ目は、公共施設の管理運営効率化を図られたい。江府町第４次総合計画基本計画第１章第

２節、財政基盤の確立、経費削減と効率化のなかでも財産の有効な使用、活用と処分等による整

理が挙げられています。本年２月、日本海新聞に東洋大学根本教授が地方公共施設を調査し、建

て替えで将来財政を圧迫すると指摘され、「各自治体は将来に備え、施設の統廃合や売却を真剣

に考える必要がある」と提言されています。本町におきましても遊休施設があり、今後江府中学

校の跡地をどうするか、また管理委託施設、借地のものもあり課題は沢山あります。まさに財産

の有効活用、効率化を図っていただきたい。

四つ目は起債について、緊急性、重要性及び将来性を見込んだ事業実施を検討されたい。公債

費支出もピークを過ぎ減少傾向にありますが、高齢化率も４０％台となり福祉や医療の経費を中

心に経常経費の増加、自主財源の低下等引続き厳しい財政状況が予想されます。中学校建設計画

もあり、他の事業計画もあろうとおもいます。公債費負担適正化計画のとおり取組み願います。
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最後になりますが、住民が安心、安全で暮らせ、将来展望の持てる江府町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４６分休憩

午前１０時４７分再開

○議長（日野尾 優君） 再開いたします。

日程第２１ 特別委員会の設置について

○議長（日野尾 優君） 日程第２１、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２３年度決算認定議案の１６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５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

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、三輪英男議員、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。
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〔「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４９分休憩

午前１０時５０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７０号を、特別会計決算特別委員会は議案第７１号から議案

第８５号までの１５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２２ 企業誘致調査特別委員会、議会改革調査特別委員会、庁舎等調査特別委員会の

各委員会委員の選任について

○議長（日野尾 優君） 日程第２２、企業誘致調査特別委員会、議会改革調査特別委員会、庁舎

等調査特別委員会の各委員会委員の選任についてを議題とします。１番、三輪英男議員に係る企

業誘致調査特別委員会、議会改革調査特別委員会、庁舎等調査特別委員会の各委員会委員の選任

について、委員会条例第６条第１項の規定により、議長において指名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。よって議長において指名いたします。

三輪英男議員を、企業誘致調査特別委員会、議会改革調査特別委員会、庁舎等調査特別委員会

の各委員会委員に指名いたします。

ただいま指名いたしました三輪英男議員を企業誘致調査特別委員会、議会改革調査特別委員会、
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庁舎等調査特別委員会の各委員会委員に選任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、ただいま指名いたしました三輪英男議員を各委員会委員に選任することに決定いたし

ました。

日程第２３ 議案第８６号 から 日程第４０ 議案第１０３号

○議長（日野尾 優君） 日程第２３、議案第８６号、江府町個人情報保護条例の一部改正につい

てから、日程第４０、議案第１０３号、平成２４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１８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８６号、江府町個人情報保護条例の

一部改正について。本案は死亡された方の診療録や診療報酬明細書などの個人情報の遺族開示に

ついてはすでに国により取扱い要綱等が定められ、健康保険組合や民間の医療機関については、

これに基づいた取扱いがなされていることから本町における死者の個人情報の取扱いについて、

遺族に情報開示できるよう所要の改正を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８７号、江府町消防団条例の一部改正について。

本案は、消防組織法が改正されたことにより、規定条項の変更が生じたため所要の改正を行う

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８８号、江府町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正につい

て。

本案は、消防組織法が改正されたことにより規定条項の変更が生じたため所要の改正を行うも

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８９号、江府町特産品等流通販売施設に係る指定管理者の指定について。

本案は、江府町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき、江府町特産品等
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流通販売施設（エーデルワイス）のを適切な管理運営を図るため、奥大山高原の駅代表清水和也

を指定管理者として指定いたすものであり、地方自治法第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９０号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第２号）。

本案は、平成２４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２億４，６

０２万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３２億６，２６５万９，０００円

といたすものであります。

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

５８万２，０００円の増額、民生費９２４万９，０００円の増額、衛生費２８８万円の増額、農

林水産業費１，８９２万９，０００円の増額、商工費８０万円の増額、土木費４８４万７，００

０円の増額、消防費５３万円の増額、教育費５，４４９万６，０００円の増額、災害復旧費６６

０万円の増額、諸支出金１億２，６９０万円の増額、予備費１，５１８万７，０００円の増額と

いたしております。歳入につきましては、地方交付税８，６９１万１，０００円の増額、分担金

及び手数料９０万１，０００円の増額、県支出金３６９万１，０００円の増額、繰入金７，５０

０万円の減額、繰越金１億３，９２９万１，０００円の増額、諸収入５２万７，０００円の減額、

町債８，９７０万１，０００円の増額、以上により補正予算を編成いたしました。

議案第９１号、平成２４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５万６，０００円を追加し、予算総額

を１５１万７，０００円といたすものであります。

補正いたします内容は、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９２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（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２，１２５万１，０００円を追加し、

予算総額４億３，１２４万１，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入において交付決定により前期高齢者交付金３９０万３，００

０円の増額、国庫支出金５４８万円の減額、県支出金１０１万８，０００円の増額、繰入金の基

金３，０００万円を減額し、前年度繰越金の確定に伴い５，１３７万６，０００円を増額いたす

ものであります。

歳出において補正いたします主な内容は、今後の見込みにより保険給付費２５３万４，０００

円の増額、交付決定により共同事業拠出金３６８万４，０００円の増額、諸支出金として過年度

分の精算金５９３万６，０００円を増額し、予備費に８４７万２，０００円を充当いたすもので
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あります。

議案第９３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２号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ５１６万７，０００円を追加し、予算

総額２億５，６４５万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、前年度繰越金の確定に伴い５１６万７，０００円を

増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、医業費の医療用衛生材料費１５４万円を増額

し、予備費に３６２万７，０００円を充当いたすものであります。

議案第９４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２号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１，８９２万３，０００円を追加し、予算総額５

億２，１３５万３，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入において交付決定により支払基金交付金３５４万８，０００

円の増額、交付申請にもとづき国庫支出金３３４万円及び県支出金２３５万９，０００円を減額

し、前年度繰越金の確定に伴い１，７１８万８，０００円を増額し、諸収入において鳥取県介護

保険財政安定化基金からの返還金として３８８万６，０００円を増額するものであります。

歳出におきましては、今後の見込みにより保険給付費９８０万２，０００円を増額し、過年度

分の精算及び鳥取県からの返還金を基金に積み立てるために、諸支出金５３８万１，０００円を

増額し、予備費に３７４万円を充当いたすものであります。

議案第９５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（サービス事業勘定）

補正予算（第１号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２４万８，０００円を追加し、

予算総額２９１万８，０００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２４万８，０００円を増額し、

歳出において介護予防サービス事業費の消耗品費３万円を増額し、予備費に２１万８，０００円

を充当いたすものであります。

議案第９６号、平成２４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１６６万２，０００円を追加し、予算総額５，５

４５万５，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、前年度繰越金の確定に伴い１６６万２，０００円を増額し、予備

費に１６６万２，０００円を充当いたすものであります。
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議案第９７号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町索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８７万７，０００円を追加し、予算総額６，９８

６万１，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳出につきましては、索道管理費において委託料を２５万円、江

府町地域振興（株）に係る負担金補助交付金６２万７，０００円をそれぞれ増額し、その他予算

組替えを行い、合わせて８７万７，０００円の増額補正をいたすものであります。

歳入につきましては、索道使用料を８７万７，０００円増額補正するものであります。

議案第９８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２号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１３３万１，０００円を追加し、予算総額１億２，

０５３万５，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳出につきましては、修繕料を５３万円増額、繰越金の確定に伴

い予備費を８０万１，０００円追加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５３万円、繰越金８０万１，０００円をそれぞれ追加いたすものであります。

議案第９９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２

号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ９６３万６，０００円を追加し、予算総額２億２

１８万円といたすものであります。補正いたします主な内容は、歳出につきましては、繰越金の

確定に伴い予備費を９６３万６，０００円追加いたすものであります。歳入につきましては繰越

金を１，０８３万６，０００円追加し、町債を１２０万円減額いたすものであります。

議案第１００号、平成２４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４８万４，０００円を追加し、予算総額６０４万

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、繰越金の確定に伴い予備費

を４８万４，０００円追加いたすものであります。

議案第１０１号、平成２４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２３４万３，０００円を追加し、予算総額５，９

４８万７，０００円といたすものであります。補正いたします主な内容は、繰越金の確定に伴い

予備費を２３４万３，０００円追加いたすものであります。

議案第１０２号、平成２４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）。
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本案は既定の予算総額から歳入歳出それぞれ３万３，０００円を減額し、予算総額をそれぞれ

３１２万９，０００円といたすものであります。補正いたします内容は、前年度繰越金の確定に

より、予備費を減額いたすものであります。

議案第１０３号、平成２４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から歳入支出それぞれ２７万９，０００円を減額し、予算総額を４４７

万１，０００円といたすものであります。補正予算の主な内容は、繰越金の確定に伴い、予備費

を２７万９，０００円減額いたすものであります。

以上補正予算１４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） ここで暫時休憩いたしますが、いかがでしょうか。

〔「休憩、休憩」の声あり〕

○議長（日野尾 優君） では、１０分間休憩します。

午前１１時１０分休憩

午前１１時２０分再開

○議長（日野尾 優君） 再開します。日程に従い順次主管課長より詳細説明を求めます。

影山総務課長。

○総務課長（影山 久志君） 議案第８６号、江府町個人情報保護条例の一部改正について、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。江府町個人情報保護条例の一部を

改正する条例をお付けしております。第１２条第２項におきまして、死者の相続人など遺族等が

死者の個人情報の開示を請求することが出来るよう規定するものであります。また同条第３項に

おきまして、遺族等につきましても代理人による請求が出来るよう規定するものでございます。

第１３条第２項におきまして、開示請求しようとする者は、死者の情報の開示請求することがで

きる者であることを証明する書類の提出または提示する義務があることを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１４条第１項におきまして、死者に関する情報につ

きましてその内容によりましては、当該死者の名誉を傷付けたりすることのないよう、開示しな

いこともできることを規定するものでございます。

続きまして第１９条第２項におきまして、診療記録等の開示期限を３０日以内と規定するもの
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でございます。

附則といたしまして、この条例は平成２４年１０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８７号、江府町消防団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。一部を改正する条例をお付けしておりますが、第１条

におきましてこの条例の根拠法例であります消防組織法が改正されたことによりまして、規定条

項を改正するものでございます。改正内容はご覧いただきたいと思います。附則といたしまして、

この条例は公布の日から施行するものでございます。

続きまして、議案第８８号、江府町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一

部改正についてご説明いたします。

１枚おはぐりいただきたいと思います。改正の条例案をお付けしておりますが、これも先ほど

と同様でございまして、根拠法例でございます消防組織法が改正されたために第１条にあげる規

定条項を改正するものでございます。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するも

のでございます。以上ご審議、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） 岡田奥大山スキー場管理課長。

○奥大山スキー場管理課長（岡田 雄成君） 議案第８９号、江府町特産品等流通販売施設に係る

指定管理者の指定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、日野郡江府町大字御机８３７番地５に所在します、江

府町特産品等流通販売施設（エーデルワイス）の指定管理者を「奥大山高原の駅」代表清水和也

に定め、適切な管理運営を図るため指定いたすものであります。

なお、指定期間は平成２４年１０月１日から平成２７年３月３１日までといたすものでありま

す。

ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○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９０号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正

予算（第２号）について、ご説明いたします。本案は、既定の予算に歳入歳出それぞれ２億４，

６０２万２，０００円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ３２億６，２６５万９，０００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。第１表歳入歳出予算補正でござい

ます。主だったものをご説明いたします。先ず、５０番地方交付税、５番地方交付税といたしま

して、この度８，６９１万１，０００円の増額といたしております。続きまして７５番県支出金、

３６９万１，０００円の増額でございます。うち１０番県補助金といたしまして、３５４万３，
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０００円の増額。これは、災害復旧補助、緑樹産業化の補助等でございます。９０番繰入金、１

０番基金繰入金といたしまして、７，５００万円の減額でございます。交付税、繰越金等確定い

たしましたので、当初の予定の基金からの繰入を減額いたしたものでございます。９５番繰越金、

５番繰越金１億３，９２９万１，０００円の増額でございます。続いて１０５番町債、５番町債。

８，９７０万１，０００円の増額でございます。これにつきましては、中学校建設に係る設計測

量等で５，０８０万円、そして臨時財政対策債３，４１０万１，０００円の増額でございます。

トータル２億４，６０２万２，０００円の増額補正でございます。

１枚おはぐりいただきまして、歳出でございます。歳出の主だったものでございますが、１０

番総務費５５８万２，０００円の増額のうち、５番総務管理費といたしまして５１４万５，００

０円の増額でございます。これは、高規格道路と光ケーブルの移設工事等で２１８万円他、修繕

料として計上いたしております。１５番民生費９２４万９，０００円の増額でございます。５番

社会福祉費といたしまして、６１７万２，０００円の増額、１５番生活保護費といたしまして３

０６万７，０００円の増額でございますが、２３年度の補助金確定に伴います返戻金の見込みに

よる増額補正でございます。３０番農林水産業費といたしまして、１，８９２万９，０００円の

増額でございます。内５番農業費といたしまして、１，１９５万２，０００円の増額。県営農村

災害対策農道整備事業、緑樹産業化支援事業の補助金等でございます。１０番林業費といたしま

して、６９７万７，０００円の増額でございます。来年度の植樹祭関連の駐車場整備等にかかる

補正でございます。４０番土木費４８４万７，０００円の増額でございます。うち５番道路橋梁

費といたしまして、４７０万９，０００円の増額でございます。町道修繕、測量関係等の増額で

ございます。５０番教育費といたしまして、５，４４９万６，０００円の増額のうち、１５番中

学校費といたしまして、４，９５６万６，０００円の増額でございます。これは、中学校建設に

かかります設計、土質調査等の増額補正でございます。そして、２５番保健体育費といたしまし

て、４９１万３，０００円の増額。これは、中学校建設に伴います町民プール等の移設にかかる

設計を見込んでおります。５５番災害復旧費、５番農林水産施設災害復旧費６６０万円の増額で

す。こちらは、農道災害復旧費工事設計等の増額でございます。６５番諸支出金、１０番基金費、

１億２，６９０万円の増額でございます。財政調整基金への積立てを見込んでおります。９０番

予備費、９０番予備費といたしまして、１，５１８万７，０００円の増額でございます。トータ

ル歳出２億４，６０２万２，０００円の増額補正をいたしております。

更に１枚おはぐりいただきたいと思います。４ページ、第２表債務負担行為補正でございます。

農業経営基盤強化資金利子補助金といたしまして、平成１２年度から平成４２年度まで、１，６
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６５万１，０００円の負担行為を挙げておりましたけども内容の更新約２５万円の増額になって

おりますが、これに伴いまして一旦廃止をいたしまして、その下の部分来年度平成２５年度から

平成４２年度までの部分だけを再度追加で挙げさせていただいたものでございます。

続いて５ページ、第３表地方債補正でございます。この度の第２表の補正に伴いまして、過疎

債と臨時財政対策債を減額補正いたしております。先ず、過疎対策事業債でございますが、限度

額６，１４０万円ですが、１億１，７００万円、５，５６０万円の限度額の増額でございます。

そして、臨時財政対策債として、１億円のものを１億３，４１０万１，０００円。３，４１０万

１，０００円の増額補正をいたしております。その他につきましては、同額でございます。以下

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

たします。

○議長（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９１号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等

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

入歳出それぞれ５万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５１万７，

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。歳入の繰越金であり

ますが、５万６，０００円を補正し、６７万２，０００円といたし、歳入総額を１５１万７，０

００円といたすものです。枚おはぐりいただきたいと思います。歳出の予備費を５万６，０００

円補正し、６万６，０００円に、歳出総額１５１万７，０００円といたすものです。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） 本高福祉保健課長。

○福祉保健課長（本高 善久君） 議案第９２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（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２，１２５万１，０００円を追加いたしまして、

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３，１２４万１，０００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。１２番前期高齢

者交付金、５番前期高齢者交付金でございますが、補正額３９０万３，０００円を増額いたすも

のでございます。これは、交付決定額に基づいての増額でございます。次に７０番国庫支出金、

５番国庫負担金でございます。補正額５４８万円を減額いたすものでございます。これも、交付

決定額に基づいての減額でございます。続きまして、９０番繰入金、１５番基金繰入金でござい
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ます。補正額３，０００万円を減額いたしております。これは、前年度繰越金等の確定に伴いま

して財源確保が可能となったために減額いたすものでございます。９５番繰越金、５番繰越金、

補正額５，１３７万６，０００円を増額いたすものでございます。これは、前年度繰越金等の確

定に伴い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たいと思います。歳出におきます主な補正の内容でございます。１０番

保険給付費、５番療養給付費、補正額１８９万円でございます。これは、退職被保険者等診療費

等が今後、増額の見込みとなるものでございまして、増額いたしておるものでございます。１０

番保険給付費、１０番高額療養費、６４万４，０００円増額いたすものでございます。これも、

退職被保険者等高額療養費の増額が見込まれるために増額いたしておるものでございます。２０

番共同事業拠出金、５番共同事業拠出金、３６８万４，０００円を増額いたしております。これ

も、拠出金決定額に基づきまして増額いたしたものでございます。４０番諸支出金、５番償還金、

５９３万６，０００円を補正で増額いたしておりますが、これは平成２３年度の国庫負担との精

算によりまして返戻いたすものでございます。９０番予備費、９０番予備費、８４７万２，００

０円を増額いたしておるものでございます。前年度繰越金等の確定に伴いまして、予備費に充当

いたしてお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、ご覧いただき

たいと思います。

続きまして、議案第９３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５１６万７，０００円を追加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ２億５，６４５

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、歳入におきます補正の内容でご

ざいます。９５番繰越金、５番繰越金、補正額５１６万７，０００円を増額いたしております。

これは、前年度繰越金の確定に伴いまして、予算を計上させていただいておるものでございます。

続きまして、次おはぐりいただきまして、歳出でございます。１０番医業費、５番医業費、補

正額１５４万円を増額いたしております。これは、医療費の衛生材料費の歯科技工材料が今後増

加いたす見込みでございますので、増額いたすものでございます。９０番予備費、９０番予備費、

補正額３６２万７，０００円を増額いたしておりました前年度の繰越金の確定に伴いまして、予

備費に充当させております。以下事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧いただきたい

と思います。

続きまして、議案第９４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
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それぞれ１，８９２万３，０００円を追加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ５億２，

１３５万３，０００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

す補正の内容でございます。１０番支払基金交付金、５番支払基金交付金、補正額３５４万８，

０００円を増額いたしております。これは、今後の介護給付費の状況を踏まえまして、交付申請

額に基づきまして増額いたしたものでございます。７０番国庫支出金、５番国庫負担金、５４２

万４，０００円を減額いたしておりました。今後の介護普及状況によりまして、減額いたしてお

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。１，７１８万８，０００円を補

正額で増額いたしております。これは、前年度繰越金の確定に伴いまして、増額いたしたもので

ございます。１００番諸収入、１５番雑入、補正額３８８万６，０００円を増額いたしておりま

す。これは、鳥取県から各市町村の介護保険の給付の安定化を図るために県から基金をいただい

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。１０番保険給付費、５番介護保険サービス

等諸費、補正額４８０万円の増額でございます。これは、今後の施設介護サービスの増加が見込

まれますので、増額いたしたものでございます。３０番諸支出金、５番償還金及び還付加算金、

補正額１４９万４，０００円の増額でございます。これは、過年度分の国庫負担の精算に伴いま

して返戻いたすものでございます。また、１５番基金費でございます。補正額３８８万７，００

０円を増額いたしております。これは先ほど歳入のほうで説明させていただきましたけんからの

介護保険給付の返戻金でございますが、そのものを本町の基金のほうに積み立てて、今後年次毎

に介護給付費のほうに充当いたすためのものでございます。９０番予備費、９０番予備費、３７

４万円を増額いたしております。繰越金の確定に伴いまして、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、ご覧いただきたいと思います。

続きまして、議案第９５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（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２４万８，０００円を追加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ２９１万

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、歳入におきます補正の

内容でございます。９５番繰越金、５番繰越金、２４万８，０００円の増額でございます。これ

は、前年度繰越金の確定に伴い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番介護予防サービス

事業費、補正額３万円を増額いたしております。これは、介護予防サービスにおきます交信ソフ

トの購入を行うために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、２１
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万８，０００円の増額補正をいたしております。前年度繰越金の確定に伴いまして、予備費に充

当いたしてお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、ご覧いただ

きたいと思います。

続きまして、議案第９６号、平成２４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２４万

８，０００円を追加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ５，５４５万５，０００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補正の内容でござ

います。９５番繰越金、５番繰越金、補正額１６６万２，０００円を増額いたしております。こ

れは、前年度繰越金の確定に伴いまして、増額いたしております。

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１６６万２，０００円を増額いたしております。これは前年度繰越金の確定に

伴い、予備費に充当いたすものであります。以上ご審議の上、ご承認賜りますよう何卒よろしく

お願い申し上げます。

○議長（日野尾 優君） 岡田奥大山スキー場管理課長。

○奥大山スキー場管理課長（岡田 雄成君） 議案第９７号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町索

道事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。

本案は、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ８７万７，０００円を追加し、予算の総

額を６，９８６万１，０００円と致すものであります。１枚おはぐり頂きまして、第１表、歳入

歳出予算補正でございますが、歳入につきましては、款６５使用料及び手数料、項１０使用料の

既定の予算額に８７万７，０００円を増額補正し、補正後予算額を５，８６６万１，０００円と

し、歳入総額を６，９８６万１，０００円といたすものであります。

１枚おはぐり頂きまして、歳出の主なものでございますが、款１０、項１０、索道管理費。既

定の予算額に８７万７，０００円を増額補正し、補正後予算額を６，９５６万１，０００円とし、

歳出総額を６，９８６万１，０００円といたすものであります。

補正の主な内容は、スキー場情報ホームページ作成委託料２５万円と第二リフト固定資産税分

の負担金６２万７，０００円、合わせて８７万７，０００円を増額補正し、その他予算の組替え

をいたすものであります。

以下、事項別明細書をご覧いただきまして、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたしま

す。

○議長（日野尾 優君） 下垣建設課長。
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○建設課長（下垣 吉正君） 失礼いたします。議案第９８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２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１３３万１，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，０５３万５，０００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繰入金、項５繰入金は５３万円を補正いたすもので、修繕費に充当いたすものです。款９

５繰越金、項５繰越金は、８０万１，０００円を補正いたすもので、前年度決算により繰越額が

確定し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、５３万円を補正

いたすもので、水道施設の修繕料です。款９０予備費、項９０予備費は８０万１，０００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。

議案第９９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２

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９６３万６，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２億２１８万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、１，０８３万６，０００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。款１０５町債、項５町債は、１２０万円を減額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１５公債費、項５公債費は、財源の組替をいた

すものです。款９０予備費、項９０予備費は９６３万６，０００円を補正いたすものです。おは

ぐりいただきまして第２表地方債補正ですが、下水道事業債につきましては、限度額を補正後は

３，９１０万円といたすものです。

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１００号、平成２４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。

本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４８万４，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６０４万８，０００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繰越金、項５繰越金は、４８万４，０００円を補正いたすもので、決算により繰
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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予備費、項９０予備費ですが４８万４，０

００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。

続きまして、議案第１０１号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業

特別会計補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。

本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３４万３，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ５，９４８万７，０００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９

５繰越金、項５繰越金は、２３４万３，０００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予備費、項９０予備費

ですが２３４万３，０００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） 矢下企画政策課長。

○企画政策課長（矢下 慎二君） 失礼いたします。議案第１０２号、平成２４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、ご説明いたします。

本案は、歳入歳出の予算総額から歳入歳出それぞれ３万３，０００円を減額いたしまして、歳

入歳出それぞれ３１２万９，０００円といたすものでございます。おはぐりいただきまして、歳

入９５万円、繰越金３万３，０００円減額いたしまして、歳入総額３１２万９，０００円でござ

います。

１枚おはぐりいただきまして、歳出のほうでございますけども９０番予備費、５番予備費、３

万３，０００円減額いたしまして、歳出総額３１２万９，０００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） 下垣建設課長。

○建設課長（下垣 吉正君） 議案第１０３号、平成２４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。

本案は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２７万９，０００円を減額し、予算総額４

４７万１，０００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、２７万９，
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０００円を減額補正いたすもので、決算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予備費、項９０予備費は、２７万９，０００円を減額補正いたすもので

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。

○議長（日野尾 優君） 以上、提案理由説明が終わりました。

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。

おはかりいたします。受理第９号、受理第１０号、受理第１１号、受理第１２号、受理第１３

号の５件は、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（日野尾 優君） ご異議なしと認めます。よって、陳情５件は、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。

○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５５分散会
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