
江府町告示第83号

平成24年12月５日

江府町長 竹 内 敏 朗

第９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12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９回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成24年12月10日（月曜日）

議事日程

平成24年12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 議案第 108号 専決処分した事項の承認について（平成24年度鳥取県日野郡江府町一

般会計補正予算（第４号））

日程第５ 議案第 109号 鳥取県西部広域行政管理組合規約を変更する協議について

日程第６ 議案第 110号 財産の処分について

日程第７ 議案第 111号 平成24年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第５号）

日程第８ 議案第 112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２号）

日程第９ 議案第 113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３号）

日程第10 議案第 114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３号）

日程第11 議案第 115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２号）

日程第12 議案第 116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

２号）

日程第13 議案第 117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２号）

日程第14 議案第 118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３

号）

日程第15 議案第 119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３号）

日程第16 議案第 120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
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２号）

日程第17 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）

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 加 藤 泰 巨 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

教育振興課長 山 川 浩 市 会計管理者 森 田 哲 也

建設課長補佐 小 林 健 治

午前１０時００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９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、配付のとおりであります。

地方自治法第１２１条第１項の規定により、今期定例会に出席を求めた者は、お手元に配付し
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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、５番、上原二郎議員、

６番、越峠惠美子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催され、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１２月１４日までの５

日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、５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。

９月議会以降の議会活動は、主な項目を印刷して、お手元に配付のとおりであり、説明を省略

しご覧いただくことでご了承願います。

また、監査委員から各月の例月出納検査の結果報告書及び定期監査報告書が、議長の手元に提

出されております。詳細につきましては、事務局の方でご覧願います。

続いて、町長報告を行います。

町長からの報告事項がありましたら、この際報告をしていただきます。

竹内町長。

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

をお配りしておりますが、主な事業につきましてのみご報告させていただきます。

まず、１ページ目でございます。行政関係でございますが、１１月１９日から２２日にかけま

して、全国町村長大会を中心に国保、地産、砂防等全国大会が開催されまして出席させていただ

きました。特に地方の活性化について、強く要望をいたしたところでございます。

次に公共料金見直し委員会を設置、開催をいたしました。平成１９年度に上下水道について、
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見直しの協議を委員会を立ち上げて答申をいただき、改正をいたしたところでございますが、今

後５年後に見直しをという答申内容もございましたので、１１月２６日に委員を委嘱いたしまし

て、第１回の上下水道の料金見直しについて諮問をいたしたところでございます。

次に選挙関係でございます。１２月２日、選挙人名簿の定時登録が行われ、登録者数は２，９

３０人ということになっております。在外選挙人登録者は１名ということでございます。

次に防災関係でございます。今年度江府町地域防災計画の見直し、なお土砂災害ハザードマッ

プ作成を事業としておりますが、江府町防災会議の開催を９月２０日に１５名の方に辞令交付を

行い、江府町地域防災計画の見直しについて諮問を行ったところでございます。

次に「江府町防災の日」総合防災訓練を実施。１０月７日午前９時から町内一斉に実施をさせ

ていただき、３８集落、１，１７３人にご参加いただきました。また、栗尾集落では自衛消防隊、

江府町消防団並びに江府町赤十字奉仕団により、現地訓練を行ったところでございます。

２ページでございます。第３回になります。奥大山で儲けよう「奥大山旨いもん祭り」。１０

月２７ ２８日に奥大山スキー場特設会場で実施いたしました。今年は１１団体、昨年に比べ多

くの参加をいただき、２日間とも天候に恵まれまして、それぞれ出店されました。店舗におきま

してはそれぞれ完売いたしたところでございます。大変多くの皆さんにご来場いただき、江府町

奥大山のＰＲを併せて行わせていただきました。

また「江府町まちづくり町民会議」。各集落の人材育成を目的に行ってきておりますが、先の

１２月６日に防災情報センターで、南部町の「金田川ホタルの里」代表に来ていただきまして、

ご講演をいただいたところでございます。今後、集落での活性化を期待いたしたいところでござ

います。

町民関係でございます。江府町戦没者並びに殉職者慰霊祭を１０月１６日に山村開発センター

で開催させていただきました。今年は仏式で挙行し、６９名のご遺族の皆さんに、またご来賓の

皆さん、議会をはじめ、多数のご来賓の皆さんにご参列を賜ったところでございます。

次に４ページでございます。江府町食生活改善推進協議会が、栄養関係功労者として厚生労働

大臣表彰をお受けになっております。おめでとうございます。

また、医療関係では鳥取大学医学部医学科に対しまして本町の福祉保健課長が講師に任命を受

けておりますので、講義等に出かけております。併せて、奥大山プライマリケア研究会の開催等、

本町を中心としたそれぞれの研究会、また学会への参加等実施させていただいておるところでご

ざいます。

次に６ページ、介護関係でございますが、高齢者の健康に関するアンケートの実施が行われて
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おります。１０月２５日から１１月５日までの期間、鳥取大学医学部脳神経内科と地域包括支援

センターとが連携いたしまして、６０歳以上の皆さんにアンケートを行い、現在鳥取大学のほう

で集計をいただいているところでございます。今後、認知症対策につきましての基礎資料になる

と期待いたしております。

７ページでございます。第１０回日野川源流米コンテストが、１１月１１日にJA鳥取西部ふれ

あい村アスパルで実施されました。本町からは、８３点が出品され上位１０点のうちに２点が入

り、奨励賞に選ばれているところでございます。併せて第１４回になります、米 食味分析鑑定

コンクール国際大会が、１１月２２、２３日の２日間長野県木島平で開催されたところでござい

ます。全国から、また海外から３，９１５点の出品がございまして、江府町からは１１点が出品

され、小学校部門では江府小学校が３年連続、環境王国部門で末次輝夫さんがそれぞれ特別優秀

賞に入賞されました。併せて環境王国の総会も開催され、私自身も出席させていただいたところ

でございます。

次の８ページでございます。林業振興でございます。全国植樹祭カウントダウンイベント リ

レー植樹の開催を行います。１１月５日、奥大山鏡ヶ成高原めぐみの森において、実施させてい

ただきました。大変天候の悪い中、議員の皆さんにもご出席いただきまして有難うございました。

また先般は、全体的なカウントイベントということで米子駅前で除幕を受けたところでございま

す。来年５月２６日に日程が決まりましたので、それに向けて準備が加速されてきているところ

でございます。江府町におきましても、実行委員会並びに議員の皆さん、多くの方々に情報提供

しながらご相談を申し上げ、成功に導きたいと考えているところでございます。

９ページでございます。大山環境会議準備委員会が開催されております。これは大山サミット

の中で、大山の環境宣言ということをやってはどうかというお話が出てまいりました。来年２月

を目標に、この宣言が出来るよう準備をいたしておるところでございます。

次に「とっとりバーガーフェスタ」。昨年に続きまして１０月７日、８日に大山寺で開かれて

約３万５，０００人の来場者があったところでございます。また１１月３日には、「奥大山オー

タムフェスタ」を奥大山スキー場で開催いたしました。１０月７日、８日の「とっとりバーガー

フェスタ」優勝の北海道「別海ジャンボホタテバーガー」ほか準優勝、上位の３店においでいた

だき、またその他県外からおいでいただく中で、姉妹町でございます島根県西ノ島町からも初め

てご参加をいただきまして、約６，５００人程度の来場者があったところでございます。

次に道路関係につきましては、１２ページ以降でございますが、それぞれ各種期成同盟会の大

会、また国での大会、出身国会議員の皆さんに要望したり、国交省に要望したりということが順
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次９月以降実施されまして、出来るだけ多くの会議に出席させていただいて江府三次線の早期完

成に向けて強く要請いたしたところでございます。併せて米子道四車線、鳥取県内四車線化も強

く要望いたしてきたところでございます。

１４ページからは、教育委員会を表示いたしておりますが、私の説明につきましては以上でご

ざいますが、ご承知いただきますように１２月１日をもちまして、加藤泰巨教育長が任命を受け

たところでございます。前藤原教育長につきましては、長年に亘りご苦労をおかけし、また江府

町の教育振興にご尽力賜りまして、本当に有難うございました。以上で、報告を終わります。

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

○議員（９番 川端 雄勇君） 議長。

○議長（日野尾 優君） 川端議員。

○議員（９番 川端 雄勇君） 公共料金の見直しがされて、第１回の検討委員会が開催されてお

りますが、これは基本的に２４年度内に答申をしていただくのか、それともう一点は、現状及び

改定案について説明をおこなったということですが、そうしますと料金を上げるのか、下げるの

か、その２点についてお伺いいたします。

○議長（日野尾 優君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） はい。まず、１点目の答申時期ですが、今、お願いしておりますのは、

来年２月に答申をいただきたいということで、大変会議が忙しいとは思いますが、お願いしてい

るところでございます。それから内容でございますが、一応事務局案といたしましては、繰入金

がどうしても維持管理が増えております。こういうことで、多少引き上げの案を提案させていた

だきながら、委員さんのご議論に附しているところでございます。以上でございます。

○議長（日野尾 優君） よろしいですか。

○議員（９番 川端 雄勇君） はい。

○議長（日野尾 優君） その他、ありますか。

○議員（８番 田中 幹啓君） はい。

○議長（日野尾 優君） 田中議員。

○議員（８番 田中 幹啓君） あの、委員長には浦部二郎さん、名前を出して恐縮ですが、この

方は政治的には町長の後援会長ですか。もし、後援会長であったならば、こういう公共料金の委

員長には政治的に中立の人がなられるべきではないかなと思いました。町長の感覚としては、そ

んなこと関係ないではないかという感覚かも分かりません。かつて、選挙管理委員に奥さんであ

られる方がされて、そういう質問をして降ろされた経過もございます。人の名前ですし、大変心
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苦しいわけですけども、町長の意向によって物事を進められる可能性が非常に強いではないかと

私は思いますので、どういう見解のもとに任命されたのかお伺いしたいと思います。

○議長（日野尾 優君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） まず、１点。任命はいたしておりません。あくまでも委員の皆さんが互

選で選任された結果でございまして、事務局からまた私から何ら発言もいたしておらないところ

でございます。

○議長（日野尾 優君） 田中議員。

○議員（８番 田中 幹啓君） 委員としては、誰が選任されたですか。そういうことになる可能

性を含めた人事の発表は誰が最初に提案したんですか。総務課長ですか。副町長ですか。誰です

か。

○議長（日野尾 優君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 当然、委員任命は町長辞令を出させていただきました。選任につきまし

ては、前回の公共料金検討委員さんを中心にしながら経過が分かっておりますので、事務局で選

任をさせた上で、辞令交付は私のほうで委嘱状を出させていただいております。

○議長（日野尾 優君） 田中議員。

○議員（８番 田中 幹啓君） もうこれ以上は言いませんが、このような声が出たということだ

けは受け止めておいていただきたいと思います。

○議長（日野尾 優君） その他ございませんか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） 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１０８号 から 日程第１６ 議案第１２０号

○議長（日野尾 優君） 日程第４、議案第１０８号、専決処分した事項の承認について（平成２

４年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第４号））から、日程第１６、議案第１２０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２号）まで、以上１３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。

竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 本定例会に提出いたしております要旨の大要につきまして、ご説明申し

あげます。
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まず、専決処分した事項について。議案第１０８号につきましては、緊急を要し、議会を招集

する時間的余裕がないため、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項の規定により議会に報告いたします。

議案第１０８号、専決処分した事項の承認について（平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般会

計補正予算（第４号））。

本案は、衆議院議員選挙の執行に係る経費の補正として、既定の歳入歳出総額に歳入歳出それ

ぞれ６４０万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３２億６，９０５万９，０００円とい

たしました。

補正いたしました主な内容は、歳入につきましては、県支出金６４０万円の増額。歳出につき

ましては、総務費６４０万円の増額。以上により補正予算を編成いたしました。

議案第１０９号、鳥取県西部広域行政管理組合規約を変更する協議について。

本案は、平成２４年６月２７日に「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉

施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が公布され、「障害者自立支援法」の一部が

改正されることとなりました。

これに伴い、当該法律の名称が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」に改められたことにより、鳥取県西部広域行政管理組合規約の別表第９項の一部を改正する

ため、規約の変更を協議するものであります。地方自治法第２９０条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１１０号、財産の処分について。本案は、米沢財産区所有の江府町大字御机字笠良原７

４１番地１５９及び７４１番地１６０の土地、３４，５７４ をサントリー食品インターナショ

ナル株式会社に売却処分いたすものであり、地方自治法第９６条第１項８号及び江府町議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を得た

く提案いたすものであります。

議案第１１１号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第５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７３８万８，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３２億６，１６７万１，０００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、議会費９万円の減額、総務費２１９万５，

０００円の増額。民生費７７３万９，０００円の減額、衛生費１８７万４，０００円の増額、労

働費７８万１，０００円の減額、農林水産業費１４万５，０００円の増額、商工費３４万１，０
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００円の増額、土木費３４６万３，０００円の増額、消防費１２万６，０００円の増額、教育費

３０４万３，０００円の増額、諸支出金１６０万円の増額、予備費１，１５６万５，０００円の

減額。歳入につきましては、町税９０万円の増額、分担金及び負担金１７２万１，０００円の減

額、国庫支出金１，００５万４，０００円の減額、県支出金９０万４，０００円の減額、寄付金

１６０万円の増額、繰入金１５４万９，０００円の増額、諸収入１２４万２，０００円の増額。

以上により補正予算を編成いたしました。

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。

議案第１１２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２号）。

本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ７９万４，０００円を減額し、予算総額４億３，

０４４万７，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入において、国保基盤安定負担金の交付申請に基づき７９万４，

０００円を減額いたすものであります。

また、歳出において、今後の見込みにより保険給付費が増加見込みのため３１４万円を増額し、

高額療養費においても増加が見込まれるために１２０万５，０００円増額いたすものであり、こ

れらに伴い予備費から５１５万７，０００円充当いたすものであります。

議案第１１３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３号）。

本案は、既定の予算総額２億５，６４５万円内での組み替えを行うものであります。歳出にお

いて補正いたします主な内容は、総務費の修繕料４万２，０００円を増額し、役務費の手数料５

万７，０００円を減額し、これに伴い予備費から１万５，０００円を充当いたすものであります。

議案第１１４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３号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１，９９３万５，０００円を追加し、予算総額５

億４，１２８万８，０００円といたすものであります。補正いたします主な内容は、歳入におい

て、保険給付費等の増加に伴い国 県等の規定の負担率により増額となるのもので、国庫負担金

９４１万円、県負担金６５６万２，０００円、一般会計繰入金３９６万３，０００円をそれぞれ

増額いたすものであります。

歳出においては、保険給付費において増加が見込まれるため、１，６１０万１，０００円を増

額し、諸支出金において、平成２３年度精算に基づき一般会計繰入金を返還するため１５５万円
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を増額し、予備費を１４７万円増額いたすものであります。

議案第１１５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２号）。

本案は、既定の予算総額２９１万８，０００円内で組み替えを行うものであります。補正いた

します主な内容は、歳出において旅費２万２，０００円を増額し、需用費の消耗品費２万２，０

００円を減額いたすものであります。

議案第１１６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２

号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１１万５，０００円を追加し、予算総額５，５５

７万円といたすものであります。補正いたします主な内容は、歳入において、保険基盤安定繰入

金を交付申請にもとづき１１万５，０００円を増額いたすものであります。

歳出において一般管理費１万７，０００円を増額し、後期高齢者医療広域連合納付金の増加が

見込まれるために７２万５，０００円を増額し、これらに伴い６２万７，０００円を予備費から

充当いたすものであります。

議案第１１７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２号）。

本案は、既定の歳入歳出予算総額６，９８６万１，０００円の内で、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、歳出につきましては、索道管理費において決算見込みに

より委託料１３３万２，０００円、通信運搬費他５７万５，０００円、合わせて１９０万７，０

００円を減額補正し、賃金１３８万円、消耗品費１９万４，０００円、修繕料１８万３，０００

円、保険料１５万円の増額補正をいたすものであります。

議案第１１８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３号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１４６万７，０００円を追加し、予算総額１億２，

２００万２，０００円といたすものであります。補正いたします主な内容は、歳出につきまして

は、総務管理費を修繕料等１３６万増額、簡易水道災害復旧費の大河原簡易水道事業の工事請負

費を１４６万７，０００円増額、予備費を１３６万円減額いたすものであります。

歳入につきましては、大河原簡易水道事業にかかる国庫補助金の補助率の嵩上げにより１９５

万５，０００円を増額、繰入金を８万８，０００円減額、町債を４０万円減額いたすものであり

ます。

議案第１１９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３

号）。
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本案は、既定の予算歳入歳出予算総額から２億２１８万円の内で組み替え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、農業集落排水施設整備費の職員手当を１

６万９，０００円増額し、予備費を１６万９，０００円減額いたすものであります。

議案第１２０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２号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ４，２７０万円を追加し、予算総額を４，７１７

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、財

産の処分に伴い、使用権付与地負担金を４，２２０万円増額いたすものです。

歳入につきましては、財産売払収入を４，２２０万円増額、諸収入を５０万円増額いたすもの

です。

以上、補正予算１０議案につきまして、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の

議決を得たく提案いたすものであります。

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

議、ご承認を賜りますようお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 日程に従い、議案１０８号から議案第１２０号まで、順次各主管課長よ

り議案の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） 議案第１０８号、専決処分した事項の承認について（平成２４

年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第４号））について、ご説明いたします。

本案は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分した事項につきましてご報告い

たすものでございます。１枚おはぐりください。内容は、平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般

会計補正予算（第４号）でございます。１枚おはぐりください。補正の内容といたしましては、

歳入歳出にそれぞれ６４０万円を追加いたしまして、歳入歳出予算総額をそれぞれ３２億６，９

０５万９，０００円といたすものでございます。これは衆議院議員選挙の執行に伴います経費を

補正いたしたものでございます。地方自治法第１７９条第３項の規定により報告いたすものでご

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。

○議長（日野尾 優君） 本高課長。

○福祉保健課長（本高 善久君） 失礼いたします。議案第１０９号、鳥取県西部広域行政管理組

合規約を変更する協議について、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。鳥取県西部広域行政管理組合規約の一部を改正する規約でございます。これは、西部広域
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行政管理組合におきまして、障害者自立支援法に基づきます障害程度区分の認定業務を西部広域

が行っております。その障害者自立支援法がこの度、名称と一部改正が行われるために規約の変

更を求めるものでございます。第１条中程でございますが、別表第９項中「障害者自立支援法」

という名称をこの度「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める

ものでございます。また第２条でございます別表第９項にございます「障害程度区分」という名

称を「障害支援区分」に改めるものでございます。附則といたしまして、この規約中第１条の規

定は平成２５年１月１日から、第２条の規約は平成２６年４月１日から施行するものでございま

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） 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１１０号、財産の処分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。１番、財産処分する土地の所在地、地

目、地籍でございますが、日野郡江府町大字御机字笠良原７４１番地１５９、原野２０，１１８

。日野郡江府町大字御机字笠良原７４１番地１６０、原野１４，４５６ 。地籍合計３４，５

７４ でございます。２番、処分の方法、売買。３番、処分価格４，２１８万６，６９３円。４

番、買受人東京都港区台場二丁目３番３号、サントリー食品インターナショナル株式会社、代表

取締役社長、鳥井信宏。以上、ご審議、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 矢下企画政策課長。

○企画政策課長（矢下 慎二君） はい。議案第１１１号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般

会計補正予算（第５号）について、ご説明申し上げます。本案は、既定の予算総額から歳入歳出

それぞれ７３８万８，０００円を減額いたしまして、予算す総額を３２億６，１６７万１，００

０円と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。第１表、歳入歳出予算

補正といたしまして、主だったものを説明させていただきます。まず歳入です。６０番分担金及

び負担金、５番分担金といたしまして１７２万１，０００円の減額でございます。これはしっか

り守る農林基盤交付金事業の事業量の減に伴います分担金の減でございます。７０番国庫支出金、

５番国庫負担金といたしまして、１，０２３万９，０００円の減額でございます。これは、生活

保護費負担金の減額でございます。８５番寄附金、５番寄附金１６０万円の増額でございます。

ふるさと応援基金寄附金に関するものでございます。９０番繰入金、１５番特別会計繰入金とい

たしまして、１５４万９，０００円の増額でございます。介護保険包括支援事業分、平成２３年

度の精算による返還でございます。１枚おはぐりいただきたいと思います。歳出でございます。

歳出の主だったものは、１０番総務費といたしまして２１９万５，０００円の増額でございます。
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法改正に伴います給与システムのシステム改修１１０万３，０００円。その他防犯灯の修繕、

日常生活交通支援事業の補助金の計上でございます。１５番民生費といたしまして、トータル７

７３万９，０００円の減額でございます。主なものは、障がい者支援の電算システム改修１５６

万５，０００円の増額。介護保険の給付分の繰出し３９６万５，０００円。そして生活保護扶助

費１，４５０万３，０００円の減額。２０番衛生費といたしまして、１８７万４，０００円の増

額をいたしております。これは各種健診の実績に伴います受診者増に伴う委託料の増額でござい

ます。４０番土木費といたしまして３４６万３，０００円の増額です。これは町道の補修工事費

の増額、除雪車のレンタル代でございます。５０番教育費といたしまして、３０４万３，０００

円の増額でございます。これは公金にいたします給食費の管理システムの導入費、委託費でござ

います。６５番諸支出金１６０万円の増額でございます。これは、ふるさと応援基金積立金を年

度末に繰出すものでございます。９０番予備費１，１５６万５，０００円の減額でございます。

予備費のほうから組み替えをいたしまして、各予算に充てるものでございます。トータル７３８

万８，０００円の減額補正でございます。

１枚おはぐりいただきたいと思います。第２表債務負担行為の補正でございます。追加といた

しまして、一般廃棄物収集運搬業務といたしまして、平成２５年度から平成２９年度までの５年

間、限度額９，５００万円を補正いたすものでございます。こちらは、一般廃棄物収集運搬業務

の契約更新に伴いまして地方自治法２３４条の３、施行令１６７条の１７の規定に基づきまして

江府町の継続規約を締結することができる契約を定める条例に定められた事項に基づいて５年間

の債務負担行為について定め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、ご覧いただきましてご審議の上、ご承認賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 本高福祉保健課長。

○福祉保健課長（本高 善久君） 議案第１１２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２号）についてご説明いたします。本案は、既定の予算総

額から歳入歳出それぞれ７９万４，０００円を減額いたしまして、予算の総額を４億３，０４４

万７，０００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。９０番繰入金、５番一般会計繰入金。補正額７９万４，０００円を減額い

たすものでございます。これは、国保の基盤安定制度繰入金を減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３１４万円を増額いたしております。１０番高額療養費、１２０万５，
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０００円を増額いたしております。これは、退職被保険者に関わります受給者の皆さんの高額療

養費の増額が見込まれるために増額補正をいたすものでございます。９０番予備費、９０番予備

費５１５万７，０００円を減額いたすものでございます。

以下事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧いただきましてご審議の上、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１１３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３号）について、ご説明いたします。本案は既定の予算総額２億５，６４５

万円内での組み替えによるものでございます。１枚おはぐりいただきまして、歳入におきます補

正は、今回ございません。もう１枚おはぐりいただきまして、歳出の主な補正の内容でございま

す。５番総務費、５番施設管理費でございます。１万５，０００円を減額補正いたしております。

これは、歯科の診療室内の照明機器の修繕に伴う４万２，０００円の増額と今まで県がインター

ネット上で加入サービスの公開を行っておりました手数料５万７，０００円がこの度から国が行

うようになりまして、手数料が不用となったために減額となっ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。

次に議案第１１４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３号）について、ご説明いたします。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それ

ぞれ１，９９３万５，０００円を追加し、予算の総額を５億４，１２８万８，０００円といたす

ものでございます。１枚おはぐりいただきまして、歳入におきます主な補正の内容でございます。

国庫から繰入金までございますが、これは歳入におきましての介護給付費の増加見込み、特に施

設介護サービス給費の増加が見込まれることに伴いまして規定の負担割合に基づきまして、それ

ぞれ歳入の国庫、県費の一般会計繰入金の額が増加いたすものでございます。７０番国庫支出金、

５番国庫負担金９４１万円増額でございます。７５番県支出金、５番県負担金６５６万２，００

０円の増額でございます。９０番繰入金、５番一般会計繰入金３９６万３，０００円の増額でご

ざいます。

１枚おはぐりいただきまして、歳出におきます主な補正の内容でございます。１０番保険給付

費、総額で１，６１０万１，０００円となっております。この中で特に５番介護保険サービス等

諸費でございますが、１，３４９万４，０００円の増額となっております。これが施設介護サー

ビス給付費の今後の増加が見込まれるために増加いたすものでございます。また３０番諸出金、

１０番繰出金１５５万円でございますが、平成２３年度の精算に基づきまして一般会計に繰出す
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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

ますようよろしくお願いいたします。

続きまして、議案第１１５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２号）につきまして、ご説明いたします。本案は、既定の予算総額

２９１万８，０００円内での組み替えを行うものでございます。おはぐりいただきまして５ペー

ジをご覧いただきたいと思います。歳出でございますが、１０番サービス事業費、５番介護予防

サービス事業費、節で旅費２万２，０００円の増額でございます。需用費の中で消耗品費が２万

２，０００円の減といたしております。旅費の増額のほうでございますが、介護支援専門員の研

修、また認知症介後の研修の増加に伴いまして、旅費の増額をいたしております。

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。

続きまして議案第１１６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２号）につきまして、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１１万５，０００円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ５，５５７万円といたすものでございます。１枚おはぐりいただきまして、歳入に

おきます主な補正の内容でございます。９０番繰入金、５番一般会計繰入金１１万５，０００円

を増額補正しております。これは、後期高齢者医療保険基盤安定負担金の交付金額によりまして、

増額いたすものでございます。

１枚おはぐりいただきまして、歳出の主な補正の内容でございます。１０番後期高齢者医療広

域連合納付金、５番後期高齢者医療広域連合納付金７２万５，０００円を増額補正いたしており

ます。これは給付金の増額見込みによりまして、増額いた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、ご覧いただきまして、ご審議の上、ご承認賜りますようよろ

しくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 岡田スキー場管理課長。

○奥大山スキー場管理課長（岡田 雄成君） 議案第１１７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２号）につきましてご説明いたします。本案は、既定の歳入歳出

予算総額６，９８６万１，０００円の内で組替えを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、１ページの歳入につきましては補正はござ

いません。おはぐりいただきまして、歳出につきましては、款１０、項１０索道管理費内での組

替えでございますが、主な内容はグリーンステージからの派遣職員が２名減により、委託料１３
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３万２，０００円の減。決算見込みにより、通信運搬費３２万円の減、使用料及び賃借料９万７，

０００円の減。消費税の確定によりまして公課費１５万８，０００円の減。併せて１９０万７，

０００円を減額補正いたしまして、組替えによりまして賃金１３８万円の増、パトロール員のス

タッフユニフォーム代金として消耗品費１９万４，０００円の増、草刈車の修理のため修繕料が

１８万３，０００円の増、スキー場の保険、前年度精算確定によりまして保険料が１５万円の総

額補正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

賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 小林建設課長補佐。

○建設課長補佐（小林 健治君） 失礼します。議案第１１８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３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１４６万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１億２，２００万２，０００円といたすものであります。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７０番国庫支出金、

１番国庫補助金は大河原簡易水道災害復旧事業の補助率が当初２分の１が３分の２にかさ上げと

なりまして、１９５万５，０００円補正いたすものであります。９０番繰入金、５番繰入金は８

万８，０００円を減額補正いたすものであります。１０５番町債、５番町債は、国庫補助金の補

助率かさ上げに伴い４０万円を減額補正いたすものであります。

おはぐりいただきまして、歳出につきまして５番総務費、５番総務管理費は、１３６万円を補

正いたすもので、水道施設の修繕料を２２５万１，０００円補正、水質検査委託料が契約確定に

よりまして８９万１，０００円減額補正いたすもので１４番災害復旧費、５番簡易水道災害復旧

費は、大河原簡易水道災害復旧工事の電気設備の変更に伴いまして、工事請負費１４６万７，０

００円補正いたすものでございます。９０番予備費、９０番予備費は水道施設の修繕に伴い、１

３６万円減額補正いたすものでございます。次ページ第２表、地方債補正でございますが、簡易

水道施設災害復旧費を国庫補助金の増額に伴い、２，１２０万円から２，０８０万円に変更いた

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い

たします。

続きまして、議案第１１９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２億

２１８万円の内で組替えをいたすものであります。おはぐりいただきまして、第１表歳入歳出予
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算補正ですが、歳入におきましては補正はございません。おはぐりいただきまして、歳出におき

まして１０番農業集落排水事業費、５番農業集落排水施設整備費は、職員手当１６万９，０００

円補正いたすものであります。９０番予備費、９０番予備費は職員手当補正に伴い１６万９，０

００円を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。

○議長（日野尾 優君） 影山総務課長。

○総務課長（影山 久志君） 議案第１２０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２号）につきまして、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。第１表歳入歳出予算補正。歳入におきまして、款８０

財産収入、項１０財産売払収入４，２２０万円増額するものでございます。款１００諸収入、項

５諸収入５０万円を増額するものでございますが、これは使用権付与地補償費等で増額するもの

でございます。歳入合計４，２７０万円を追加補正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。歳出におきまして、款５財産区管理会費、項１０事業費におきまして４，２

７０万円を追加補正するものでございます。これは、使用権付与地負担金として、支払い続ける

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（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１７ 陳情書の処理について

○議長（日野尾 優君） 日程第１７、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。陳情第１４号、陳情第１５号、陳情第１６号の３件は、総務経済常任委員

会に、陳情第１７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） 御異議なしと認めます。よって、陳情４件は、それぞれ所管の常任委員

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。
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○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。

○議員（５番 上原 二郎君） 議長。

○議長（日野尾 優君） はい、上原議員。

○議員（５番 上原 二郎君） よろしいですか。先ほど行政報告にありました、公共料金見直し

検討委員会が開催されたということです。住民の直接水道手数料の見直しということですが、議

会として全く説明を受けておりません。この議会中に議会として内容を把握する必要があると思

いますので、説明を求めます。

○議長（日野尾 優君） はい。

○議員（８番 田中 幹啓君） はい、議長。

○議長（日野尾 優君） 田中議員。

○議員（８番 田中 幹啓君） 今、突然発言されたですが、議運を開いて決めてください。

○議長（日野尾 優君） そういうご意見ですので、協議させてください。ただいまの上原議員の

意見を真摯に受け止めて議運等で協議させてください。

これをもって散会とします。どうも御苦労さまでした。

午前１１時００分散会
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