
江府町告示第45号

平成25年９月２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25年９月９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６回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成25年９月９日（月曜日）

議事日程

平成25年９月９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４号 平成24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24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歳入歳

出決算認定について

日程第７ 議案第72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）歳入

歳出決算認定について

日程第８ 議案第73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）歳入

歳出決算認定について

日程第９ 議案第74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）

歳入歳出決算認定について

日程第10 議案第75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）歳入歳出決算認定について

日程第11 議案第76号 平成24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24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

日程第13 議案第78号 平成24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24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24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24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歳

入歳出決算認定について

日程第18 議案第83号 平成24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24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24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 議案第86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23 議案第87号 江府町過疎地域自立促進計画の変更について

日程第24 議案第88号 江府町営駐車場にかかる指定管理者の指定について

日程第25 議案第89号 平成25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26 議案第90号 平成25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２号）

日程第27 議案第91号 平成25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28 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（施設勘定）補正

予算（第２号）

日程第29 議案第93号 平成25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）

日程第30 議案第94号 平成25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31 議案第95号 平成25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）
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日程第32 議案第96号 平成25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33 議案第97号 平成25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34 議案第98号 平成25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35 議案第99号 平成25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）

日程第36 議案第 100号 平成25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））

日程第37 議案第 101号 平成25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38 議案第 102号 平成25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39 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 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 白 石 祐 治
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教育長 加 藤 泰 巨 総務課長 影 山 久 志

教育次長 山 川 浩 市 企画財政課長 川 上 良 文

奥大山まちづくり推進課長 矢 下 慎 二 住民課長 森 田 哲 也

福祉保健課長 瀬 島 明 正 建設課長 下 垣 吉 正

農林課長 奥 田 慎 也 奥大山スキー場管理課長 川 上 豊

会計管理者 中 川 久美子 社会教育課長 石 原 由美子

代表監査委員 砂 原 和 省

午前１０時０５分開会

○議長（川上 富夫君） 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２５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（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１１８条の規定により、議長において、６番越峠惠美子議員、７番長岡邦一議員の両名を

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。

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２０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。

〔「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１２日間と決定いたしました。

日程第３ 諸般の報告
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○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。

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２４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。

○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） ６月定例議会以降の行政報告につきましては、お手元に行政報告各課別

をお配りしておりますが、主な事業につきましてのみご報告をさせていただきます。

先ず、１ページ目でございます。６月２３日には、江府町議会議員の選挙が行われたところで

ございます。当日有権者数２，８７７人。投票者総数２，４４３人。投票率は。８４．９１％で

ございました。翌月７月２１日には、参議院議員通常選挙が執り行われ、投票が行われました。

当日有権者数は、２，８９９人。投票者総数２，１６２人。投票率は７４．５８％でございまし

た。

次に２ページでございますが、第５９回鳥取県消防ポンプ操法大会に第２分団が西部を勝ち抜

き、出場し、３位に入賞いたしているところでございます。また集中豪雨への災害対応といたし

まして、７月１５日鳥取県中西部を襲った大雨は、江府町において時間雨量、歴代の最多雨量で

ございますが、８７ミリを記録し報告をしてまいった通り、多くの災害が発生したところでござ

います。対策本部を設置いたしまして、消防団員及び全職員を招集し災害に対応いたしました。

なお、それぞれ地元の建設業者さん、多くの皆さんにご協力いただきながら応急手当を行ったと

ころでございます。

次に４ページに移らせていただきます。町民課関係でございます。敬老記念品９月５日に配布

させていただきました。喜寿から始まりまして、１００歳まで１４９名の皆さんでございます。

高齢者顕彰は、９月６日、私と担当課で満９５歳以上となられる高齢者を顕彰し、記念品を配っ

て参りました。併せて高齢者介護年金手当でございますが、１００歳以上の方が町内に３名おら

れますので、手当金の交付をさせていただきました。
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５ページに移りまして保健関係。住民健診の実施をいたしたところでございます。お蔭さまで

江府町の受診率は、いろいろがん検診等踏まえて高いわけでございます。６９６名が受診された

ところでございます。また、鳥取大学医学部地域医療研究部が本町に参りまして、日の詰 宮市

両集落において、また保健学科は貝田集落において、それぞれ現地調査、家庭訪問調査等を実施

し、その結果報告会も開いて地域の皆さんにご報告するとともに交流を深めているところでござ

います。６ページ、介護でございますが、町と鳥取大学医学部脳神経内科学講座と連携した認知

症対策事業の実施でございますが、８月５日に山村開発センターにおいて、講演会を実施したと

ころであり、７２名の参加をいただいたところでございます。

７ページ、観光でございます。伝統行事江尾十七夜でございますが、お蔭様で天候に恵まれ８

月１７日に予定通り実施させていただきました。来場者公表されておりますのは、１万２，００

０人。例年になく多くの方々に訪れていただきました。また、土曜日ということで出足も結構早

かったようにお聞きしておるところでございます。また、ＮＨＫによりますこだいじ並びに青年

団が実施いたしました大人の相撲大会等の取材のためにおいでいただき、８月１９日他に放映さ

れたところでございます。十七夜大相撲は、先ほど申し上げましたように青年団が実施してくれ

まして、１６名、５０年ぶりの相撲大会でございました。その他ＪＲにおきましては、記念乗車

券２００枚をＪＲでお越しいただく皆さんにお配りいただきまして、乗降者数は５時以降８３８

人いうことで、今までにない過去最高の乗降者をいただいた所でございます。また、地域振興で

は例年訪れていただいております早稲田つなぎやＡｉＴｉｅスタディーツアーが実施をされまし

た。柿原、宮市集落との交流を深め、あいきょうさんの事業につきましての研究を行い報告会も

実施されたところでございます。ただ、本年は早稲田社会連携推進室の副室長奥山氏にご来場い

ただいたところでございます。本年私もＡｉＴｉｅの学生を通じまして、早稲田大学にお邪魔い

たしましてこの奥山氏とも懇談し、担当の教授とも懇談いたしまして、その関係で大学との繋が

りという部分も一歩前に進んだではないかと思っているところでございます。

また、今後の予定でございますが、奥大山秋のイベントが順次予定されております。今分かっ

ております点では、１０月１３日から１４日祝日でございますが、バーガーフェスタの本選が大

山博労座の方で開かれますし、１０月１９日、２０日はエコツーリズム国際大会が実施されます。

本町におきましても古道を中心としたエコツーリズムのメニューが用意されているところでござ

います。また、１０月２６，２７日の土 日は西ノ島町においての交流でございます。１１月に

入りますと２日、文化祭、農協祭りで西ノ島町と例年行っております販売交流もいたすことにし

ております。１１月３日には、奥大山オータムフェア（バーガーフェスティバル）奥大山部門が
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実施されますし、併せて奥大山美味もん祭り共同開催ということで、本年はバーガーと共同で開

催させていただくことになっております。また、行政の方になりますが１１月７日には６０周年

の記念式典を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。

９ページになりますが、農業振興関係では水稲の生産調整の現地確認が行われております。生

産数量の目標は２９４．２ha。江府町作付面積は、２９２．３ha。ほぼ生産数量の目標に達して

おるところでございます。それから７月１５日は、先ほど申し上げました豪雨災害が発生いたし

まして、４４１件報告して参りましたが、件数でございます。８月２２日は、県から「激甚災害

指定」の連絡を受けておるところでございます。

１０、１１ページでございますが、地域高規格道路江府三次線につきましては、総会を庄原市

で開催いたし、その後広島整備局並びに国土交通省に要望活動を実施させていただいております。

特に江府道路の予算枠の拡大、並びに日南町から庄原に抜けます鍵掛トンネルの実施につきまし

てお願い申し上げました。現在のところ、鍵掛は広島三次工事事務所が担当しておりますが、鳥

取県側につきましては鳥取国土交通の倉吉で対応いただきたいということも強く赤沢政務官を通

じながらお願いしたところでございますが、赤沢政務官のところに行きましたら、道路関係のト

ップに招集がかかりましてすぐその場で国交省だけでなく、県との連絡協議会をつくって、県の

予算も付いてまわりますので、その調整をやってるということでございますが、江府三次の場合

はそれが実施されてなかったということで、即、支持が出まして国と広島県と鳥取県と一緒にな

ってきちんと事業の進捗、負担割合という問題も整理するように、すぐ電話で指示が広島の整備

局長に出たところでございます。今後、より一層の進捗を期待いたしておるところでございます。

砂防関係につきましても三の沢等で実施されておりますけどもこれにつきましては、順調に進

んでいるようにお聞きいたしておりますが、今後は江府町に一部かかりますが日光小学校の上流

部に日光の砂防が計画されておりまして、担当課長が地元との折衝等に対応いたしておるところ

でございます。三の沢は、中国地方では最大の砂防でございますが、日光はそれを上回る予定だ

そうでございまして、町関係に最大の砂防堰堤が建設されるということでございます。ただ、９

月１５日の災害によりまして、南部町坂本町長からお聞きいたしましたが、砂防堰堤等つくる時

には地元からこれだけの大きな投資をしてどうなのかという議論があったわけですが、この度の

災害ではその砂防が集落を守ったという現実を報告されておりまして、やはりこの度の豪雨の中

では砂防というものの役割は大きなものになって参ります。また治山等も同じだと思います。町

内でも砂防計画ございましたので、私もちょうど集落に呼んでいただきましたので、その事例を

発表しながら問題点等あろうと思いますが、こういう部分でのご理解をお願い申しあげてきたと
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ころでございます。

以上、６月定例会以降の主だった報告をさせていただきました。なお、詳細資料をご覧いただ

ければ幸いだと思います。

○議長（川上 富夫君） 以上で、諸般の報告は終わります。

日程第４ 報告第４号

○議長（川上 富夫君） 日程第４、報告第４号、平成２４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（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 報告第４号、平成２４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。

よろしくお願い申し上げます。

○議長（川上 富夫君） 主管課長より、詳細説明を求めます。

川上企画財政課長。

○企画財政課長（川上 良文君） 失礼いたします。報告第４号、平成２４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、ご説明いたします。

１枚おはぐり下さい。報告書をご覧ください。平成２４年度において、実質赤字、連結赤字は

ございません。実質公債費比率については、平成２２年度から２４年度の３か年の平均になりま

すが、今回１７．０％となっております。これは、公債費比率の計算根拠となります起債の償還

額が減少したことが大きな点でございます。昨年度の１９．６％より、２．６ポイントの減とな

りました。

特に、平成２４年度単年度計算では１４．６％と前年単年度より３．２ポイントの大幅減とな

っており順調に改善されていると考えます。

また、将来負担比率も、６６．８％と前年より３５．２ポイントの大幅減で、この要因として

地方債残高が新規発行抑制により減少しているためでございます。以上報告申し上げます。

○議長（川上 富夫君） 以上、詳細説明が終了いたしました。
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日程第４、報告第４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（川上 富夫君） 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（川上 富夫君） 日程第５、議案第７０号、平成２４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２４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（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 議案第７０号、平成２４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３５億２，０６５万９，６３６円。歳出総額３３億６，５

６５万７７円。差引額１億５，５００万９，５５９円。うち翌年度へ繰越すべき財源、繰越明許

費繰越額は、１，３９０万６，０００円でございます。

次に議案第７１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歳入歳

出決算認定について。歳入総額１６８万３，７８７円。歳出総額１４５万５４２円。差引額２３

万３，２４５円でございます。

次に議案第７２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）歳入

歳出決算認定について。歳入総額３億８，３０８万２６８円。歳出総額３億３，６３８万８，０

６５円。差引額４，６６９万２，２０３円でございます。

議案第７３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）歳入歳出

決算認定について。歳入総額２億５，５３３万１，８０２円。歳出総額２億３，８０６万７，７

２４円。差引額１，７２６万４，０７８円でございます。

次に議案第７４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）

歳入歳出決算認定について。歳入総額５億４，７５９万１，３３３円。歳出総額５億１，８９６

万７，１０６円。差引額２，８６２万４，２２７円です。

議案第７５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）
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歳入歳出決算認定について。歳入総額３２４万６，２１１円。歳出総額１９２万１，１７０円。

差引額１３２万５，０４１円でございます。

議案第７６号、平成２４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４，８１５万６，９２９円。歳出総額４，５３４万３，７７４円。差引額２

８１万３，１５５円でございます。

議案第７７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歳入歳出決算認定に

ついて。歳入総額５，５４３万５，８８７円。歳出総額５，３８１万８，０４３円。差引額１６

１万７，８４４円でございます。

議案第７８号、平成２４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７，２２９万２，６８６円。歳出総額６，２９８万６，０４５円。差引額９３０万６，

６４１円でございます。

議案第７９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歳入歳出決算認定につ

いて。歳入総額１億２，３７２万５，６３３円。歳出総額１億２，１８７万７，２１９円。差引

額１８４万８，４１４円。うち翌年度へ繰越すべき財源、繰越明許費繰越額は、３万８，０００

円でございます。

議案第８０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歳入歳出決算認定

について。歳入総額２億１，６３６万９，１８３円。歳出総額２億３９５万３，６２３円。差引

額１，２４１万５，５６０円。うち翌年度へ繰越すべき財源、繰越明許費繰越額は、２４万１，

０００円でございます。

議案第８１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歳入歳出決算認定

について。歳入総額５８７万１５円。歳出総額５２８万３３３円。差引額５８万９，６８２円。

議案第８２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歳入歳

出決算認定について。歳入総額５，９３７万２，０８５円。歳出総額５，６３９万３，７２９円。

差引額２９７万８，３５６円。

議案第８３号、平成２４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２７５万４，５００円。歳出総額１７万５，６９３円。差引額２５７万８，８０７

円。

議案第８４号、平成２４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６７万１，４５１円。歳出総額３８万６，４９４円。差引額２８万４，９５７円。

議案第８５号、平成２４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
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て。歳入総額４，７２０万６，３９０円。歳出総額４，５７３万９，１７４円。差引額１４６万

７，２１６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２４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２４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１７日から８月１日までの間、延べ６日間

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（川上 富夫君） 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（川上 富夫君） 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１７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。

各帳票あるいは提出を要望いたしました書類等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。

２ページに２４年単年度収支を掲載していますが、歳入総計決算額５３億４，３４４万８，０

００円、歳出総計決算額５０億５，８３９万９，０００円。単年度収支マイナス４，２０７万３，
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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。５ページ、収入未済額は毎年増加

しており、不納欠損額平成２３年度６８万９，０００円、２４年度９４万円と増加しております。

７ページ財政指数等で２３年度までは公債費比率で掲載してみましたが、実質公債費比率に変

更いたしました。積立金現在高は、財政調整資金に２億５，３２３万円。ふるさと納税の取組み

による２７３万円等の積立により２億５，７６９万円の増となっております。ただ各町財政規模

にもよると思いますが、多い方ではないと思います。

平成２３年度台風による災害、本年７月１５日豪雨による災害が発生し、今後の江府町財政、

基幹産業に大きな影響が出ることが予想されます。引き続き経常経費の削減等、財政健全化に向

けたと取組みをお願いいたします。

次に、８月２日から５日までの２日間、別冊にしております地方公共団体の健全化に関する法

律第３条第２項に基づき審査いたしました。審査の方法として、健全化に関する法律第３条第１

項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類及び同法２２条第

１項の規定による資金不足比率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。

２４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１７．０％となり、２３年

度１９．６％に比べ２．６ポイント、将来負担比率も２３度１０２．０％から６６．８％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１５．６％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、ハザードマップの見直しを検討されたい。２４年度作成されましたが、７月１５日

豪雨のため指定された避難所に川の氾濫により行けない箇所、指定された避難所の裏の崩れが出

ている箇所が発生しています。本年ハザードマップ作成は、土砂災害防止法に基づく調査結果を

もとに作成されたものであり、イエロー、レッドゾーン以外で土砂災害はないか等含め、見直し

を検討していただきたい。

二点目は、職員コンプライアンスし研修を充実し、より一層の資質向上を図られたい。

今春他町で、職員が公金を着服する事件、８月にも他町臨時職員が町民からの預かり金等を横領、

同月他町職員が預り金を引き出しに保管し、公金２１万円を紛失した事件が発生しております。

監査委員といたしましても、なぜ監査時発見出来なかったか、現在の監査方法で良いのか、監
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査方法の変更はどうしたらいいのか、検討している状況でございます。今回決算審査の際、聴取

いたしましたが、あまりコンプライアンス研修は実施されていないとの回答をいただきました。

住民から信頼される職員であることが重要であり、職員指導の機会を増やす検討をお願いします。

三つ目は、公共施設の管理運営効率化を図られたい。エバーランド奥大山、旧小学校、市民農

園等あまり活用されていない施設、今後も現在江府中学校の跡地の活用が検討課題となります。

江府町財政の有効活用、効率化を早期に取り組みいただきますようお願いいたします。

四つ目は、遅滞債権回収に努力されたい。徴税の徴収率は、県下トップクラスであり、維持し

続けていただきたい。しかし、過年度分の徴収額、不能欠損処理額も増加しており、従来から税

や使用料等の滞納は自治体における深刻な問題ありとされていますが、公金の賦課、徴収を怠る

ことのないよう、滞納対策の更なる充実強化に努めていただきますようお願いいたします。６月

経済財政諮問会議において、経済財政運営指針、骨太の方針素案で地方行政改革、地方の活性化

の努力を算定し、頑張る地方自治体に交付税を重点配備する方針が示されました。地域の特性を

活かし、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（川上 富夫君） 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（川上 富夫君） 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４７分休憩

午前１０時４８分再開

○議長（川上 富夫君） 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（川上 富夫君） 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２４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（川上 富夫君） 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。
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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（川上 富夫君） 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、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、特別会計決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名を、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） 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（川上 富夫君） 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、越峠議員、副委員長、三好議員。特別会計決算特別委員会委

員長、田中議員、副委員長、三輪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。
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日程第２２ 議案第８６号 から 日程第３８ 議案第１０２号

○議長（川上 富夫君） 日程第２３、議案第８６号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変

更についてから、日程第４０、議案第１０２号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特

別会計補正予算（第１号）まで、以上１７議案を一括議題とします。

町長から、提案理由の説明を求めます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 議案第８６号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について。

本案は、江府御机 下蚊屋辺地において、平成２３年度策定した公共的施設の総合整備計画を

２件変更するものであり、この度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８７号、江府過疎地域自立促進計画の変更について。本案は平成２２年度策定した江府

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１０件、ハード事業９件を追加

変更するものであり、この度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８８号、江府町営駐車場にかかる指定管理者の指定について。本案は、江尾駅前の江府

町営駐車場について、江府町商工会を指定管理者として指定するものであります。

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。

案第８９号、平成２５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２５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３億７，３

４６万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４９億６，０２６万５，０００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、総務費５５２万５，０００円の増額、民生

費２，０８６万４，０００円の増額、衛生費７７万４，０００円の増額、農林水産業費１８万１，

０００円の増額、商工費１３３万３，０００円の増額、土木費８７万３，０００円の増額、消防

費２４万２，００円の増額、教育費４８２万１，０００円の増額。災害復旧費２億５，１１７万

３，０００円の増額、諸支出金８，２００万円の増額、予備費５６８万１，０００円の増額。
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歳入につきましては、地方特例交付金１６万６，０００円の増額。地方交付税６，６６１万８，

０００円の増額、分担金及び手数料５，８５０万円の増額、国庫支出金５，８９８万３，０００

円の増額、県支出金９，７９０万９，０００円の増額、財産収入８８９万８，０００円の増額、

諸収入 ５４万１，０００円の減額、町債８，１８５万２，０００円の増額。以上により補正予

算を編成いたしました。

議案第９０号、平成２５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２号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１万２，０００円を減額し、予算総額を３２２万

円といたすものであります。

補正いたします内容は、繰越金と繰り上げ償還金利子の確定により、予備費の増額と利子の減

額をいたすものです。

議案第９１号、平成２５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、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１，３４２万１，０００円を追加し、予算総額を

４億１，９０２万１，０００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

いては、国保税の税率改定により増額１０８万７，０００円、前期高齢者交付金を本年度分の決

定により７３８万９，０００円の増額、前年度繰越金の確定により４，６６９万１，０００円の

増額、これに伴い、基金繰入金を４，２００万円減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４８万千円の増額、

後期高齢者支援金の今年度負担額の決定により１４万９，０００円の減額、昨年度受けました国

の療養給付費負担金の超過分の返還として、償還金１，２１８万９，０００円の増額。差額の調

整として、予備費に７５万７，０００円を充当いたすものであります。

議案第９２号、平成２５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５４２万８，０００円を追加し、予算総額を２億

４，５９４万４，０００円といたすものであります。補正いたします内容は、歳入において診療

報酬１万４，０００円の増額、財産収入１５万円の増額、前年度繰越金を確定に伴い５２６万４，

０００円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内容は、総務費 一般管理費で修繕料等を３０万３，００

０円の増額、医業費 医療用材料器具費を修繕料７８万８，０００円の増額、基金費 積立金を
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１５万円増額、予備費に差額４１８万７，０００円を充当いたすものであります。

議案第９３号、平成２５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１，６００万１，０００円を追加し、予算総額を

５億５，２６０万円といたすものであります。補正いたします主な内容は、歳入において前年度

繰越金の確定に伴い２，８００万１，０００円を増額し、それに伴い財政安定化事業債を１，２

００万円減額するものであります。

歳出におきましては、国 県の平成２４年度介護給付費負担金の精算金として、諸支出金の還

付金を１，０４５万円増額し、予備費に５５５万１，０００円を充当いたすものであります。

議案第９４号、平成２５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２万５，０００円を追加し、予算総額を２６９万

５，０００円といたすものであります。補正いたします内容は、歳入において前年度繰越金の確

定に伴い２万５，０００円を増額し、歳出において介護予防サービス事業費の旅費１１万９，０

００円を増額し、予備費を９万４，０００円減額いたすものであります。

議案第９５号、平成２５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１６１万６，０００円を追加し、予算総額を５，

２７３万円といたすものであります。

補正いたします内容は、歳入においては、前年度繰越金を額の確定に伴い１６１万６，０００

円を増額し、歳出においては、総務管理費の需用費を４万２，０００円増額、予備費に１５７万

４，０００円を充当いたすものであります。

議案第９６号、平成２５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、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ１，５９０万６，０００円を追加し、予

算総額を９，２０４万９，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入につきましては、繰越金９３０万６，０００円と町債６６０

万円を追加するものであります。

歳出につきましては、索道管理費において、委託料６０万円、使用料及び賃借料等１７万９，

０００円、工事費６００万円を増額し、予備費についても８５２万８，０００円の増額補正をす

るものであります。

議案第９７号、平成２５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）。
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本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ８０万１，０００円を追加し、予算総額を９，８

５７万６，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳出につきましては、繰越金の確定により予備費を７１万円追加、

一般管理費の消耗品費１０万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８１万円を追加いたすものであります。

議案第９８号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１，９２１万５，０００円を追加し、予算総額を

２億９６８万８，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳出につきましては、繰越金の確定に伴い、予備費を１，０９８

万２，０００円追加、杉谷地区農業集落排水施設整備費を７２３万３，０００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１，２２１万５，０００円を追加、町債を７００万円追加いたす

ものであります。

議案第９９号、平成２５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５６万９，０００円を追加し、予算総額を６１０

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、繰越金の確定に伴い、予備費を５６万９，０００円追加いたすも

のであります。

議案第１００号、平成２５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２５７万８，０００円を追加し、予算総額を８，

３４９万７，０００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２０７万８，０００円追加、総務

費の修繕料を５０万円追加いたすものであります。

議案第１０１号、平成２５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）。

本案は、平成２５年度鳥取県日野郡江府町江尾財産区特別会計予算の総額に歳入歳出それぞれ

２万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ ２７８万円といたすものであります。

議案第１０２号、平成２５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）。
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本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１４０万２，０００円を追加し、予算総額を６６

５万２，０００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、町行造林間伐事業にかかる木材売払による

負担金９８万円、予備費４２万２，０００円をそれぞれ追加いたすものであります。

歳入につきましては、雑入９８万円、繰越金４２万２，０００円追加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（川上 富夫君） 日程に従い順次主管課長より詳細説明を求めます。

川上企画財政課長。

○企画財政課長（川上 良文君） 議案第８６号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更に

ついてご説明いたします。１枚おはぐりください。

本案は、江府町御机 下蚊屋辺地において、平成２３年度策定した「辺地に係る公共的施設の

総合整備計画」の下線部分２事業を変更するものであります。

１件目の変更は、水工場ヨーデル設備改修事業、水処理加工施設のペットボトルシュリンクラ

ベル自動装着機を新たに導入 設置いたすもので、事業費１，１９３万３，０００円の増額によ

り、変更後の事業費は２，８８９万円となり、内辺地債を２，８８０万円予定いたすものであり

ます。

２件目は農業集落排水事業（杉谷）の処理場施設の位置変更に伴います管路の延長よるもので

あり、事業費９８１万７，０００円の増額をし、変更後の事業費は１億２，８０１万７，０００

円で、内辺地債を３，２１０万円予定いたすものであります。

続いて議案第８７号、江府町過疎地域自立促進計画の変更についてご説明申し上げます。

１枚おはぐりいただきたいと思います。本案は、江府町過疎地域自立促進計画において、事業

計画にソフト事業を８件追加、２件変更、ハード事業を４件追加し、５件を変更いたすものであ

ります。

まず、１ページ目の区分、産業の振興では、交流施設改修工事、地域振興施設道の駅の整備を

追加いたすものであります。

次に主なものを説明させていただきます。奥大山イメージアップ戦略。町内特産統一イメージ

ロゴの作成や広報などを行い、町の観光物産振興を図る目的で追加するものでございます。

続きまして、２ページをご覧ください。２の交通通信体系整備、情報化及び地域間交流の中で
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は高齢者日常交通確保支援事業といたしまして、変更前はタクシー業者に対して助成をいたして

おりましたが、変更後は交通弱者、高齢者等に対して利用助成をするものでございます。次に３

の生活環境の整備で、濁水対策事業ということで、下蚊屋ダム上流の黒木傾斜地、畑から豪雨時

耕土が流入し農業用用水ダムには濁水がたまり、水質が悪化し、下流域等に大きな影響が発生し

ている。このため濁水調査を行い対策を図るものでございます。続きまして、３ページをご覧く

ださい。

高齢者の保健及び福祉の向上及び増進ということで、中山間地域支援事業、移動販売事業を展

開している業者に対し助成を行っておりますが、変更後は単町事業に県の補助事業を追加するも

のでございます。次に５の医療の確保。病院施設整備で医療機器ＭＲＩを整備する為、日野病院

組合に負担金を支払うものでございます。続きまして４ページをご覧ください。６の教育の振興

でございますが、給食センターの改修、改築。学校給食センターは、建物設備とも老朽化が進ん

でおり、衛生面や調理効率の観点から改修築を行うものを追加いたすものでございます。次に創

作館の改築、江府中学校の移築に伴い、旧校舎の一部を改修し工芸等行う創作館を整備する予定

でございます。最後に７の地域分化の振興等。文化振興事業、美術展を開催し町民の文化振興を

図るものでございます。以上、ハード事業９件、ソフト事業１０件の１９件のご説明を申し上げ

ました。

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（川上 富夫君） 影山総務課長。

○総務課長（影山 久志君） はい。議案第８８号、江府町営駐車場にかかる指定管理者の指定に

ついてご説明申し上げます。おはぐりいただきたいと思います。江府町営駐車場の指定管理者を

次のように指定する。１．施設の名称、江府町営駐車場（江府町第１駐車場）。２．施設の所在

地、江府町大字江尾字中屋敷２０６３番地１７。江尾の駅前でございます。３．指定管理者とな

る団体の名称、江府町商工会会長、川端雄勇。４．指定期間、平成２５年１０月１日から平成２

９年３月３１日までとするものでございます。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（川上 富夫君） 川上財政課長。

○企画財政課長（川上 良文君） 議案第８９号、平成２５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。本案は既定の予算に歳入歳出それぞれ３億７，

３４６万７，０００円を追加し、総額を歳入歳出それ４９億６，０２６万５，０００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。
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第１表歳入歳出予算補正のまず歳入につきまして、主だったものをご説明申し上げます。５０

番地方交付税、５番地方交付税６，６６１万８，０００円。これは、地方交付税額の確定に伴う

ものでございます。６０番分担金及び負担金、５番分担金５，８５０万円農業林業施設災害復旧

に伴います地元の分担金でございます。７０番国庫支出金、５番国庫負担金５，９０８万８，０

００円。これは、生活保護費の負担金、公共土木施設災害復旧費の負担金でございます。飛びま

して、８０番財産収入、１０番財産売払収入８８９万８，０００円。これは、エバーランド奥大

山の地ビール釜及びボイラー等の売払代金でございます。次に１０５番町債、５番町債８，１８

５万２，０００円。臨時財政対策債、災害に伴います災害復旧債でございます。合わせまして３

億７，３４６万７，０００円の歳入補正額でございます。

続きまして１枚おはぐりいただきまして、２ページ目、歳出につきまして主なものをご説明申

し上げます。１０番総務費、補正額５５２万５，０００円。これは町制６０周年記念に伴います

記念品料等でございます。

次に１５番民生費、５番社会福祉費３６２万２，０００円。障害福祉老人福祉、国庫及び県支

出金の平成２４年度精算に伴います返還金でございます。１５番生活保護費、１，７５３万６，

０００円、県支出金の返還と生活扶助費の新規２名分の増額に伴います補正増でございます。

次に４０番土木費、８７万３，０００円の増額。これは江尾団地１号の住宅改修費、武庫第２

団地４号の住宅改修費でございます。次に５０番教育費、４８２万１，０００円の増額。２０番

社会教育費９６万２，０００円の増額。これは臨時職員１名分の増額でございます。２５番保健

体育費２６８万７，０００円。これは運動公園の公有財産購入費でございます。最後に６５番諸

支出金、１０番基金費８，２００万円。財政調整基金の積立金でございます。合わせまして、３

億７，３４６万７，０００円の増額によりまして、トータル４９億６，０２６万５，０００円で

ございます。

さらにおはぐりいただきまして、４ページ。第２表債務負担行為補正でございます。これは一

般廃棄物収集運搬業務は、収集業者の変更に伴いまして平成２５年度から平成２９年度までの限

度額８，７６７万５，０００円を一旦廃止をいたしまして、来年度平成２６年度から平成２９年

度までの６，３４１万６，０００円を再度追加するものでございます。

次に、町営バス運行委託業務は、本年度で指定管理期間が終了するのに伴い、平成２６年度か

ら平成３０年度まで５，８００万円を追加するものであります。

続いて５ページ、第３表地方債補正でございます。過疎対策事業債の限度額を２，８００万円

増額いたしまして１１億１８０万円といたしております。増額いたしました内容は、先の集中豪
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雨災害によります農地等小規模災害ソフト事業のためでございます。

次に、災害復旧事業債といたしまして限度額２，４６０万円を補正いたしております。そして、

臨時財政対策債を限度額２，９２５万２，０００円増額し、１億２，９２５万２，０００円とい

たすものでございます。その他につきましては、同額でございます。

以上ご説明申し上げました。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（川上 富夫君） 森田住民課長。

○住民課長（森田 哲也君） 議案第９０号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町住宅新築金等貸付

事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。本予算は歳入歳出からそれぞれ

１万２，０００円を減額いたしまして、総額３２２万円といたすものでございます。１枚おめく

り下さい。歳入の説明ですが、９５番繰越金、５番繰越金これを各課確定いたしましたので、１

万２，０００円の減額とし、２３万円３，０００円といたしました。２ページをご覧いただきた

いと思います。歳出の説明です。１５番公債費、５番公債費３万８，０００円の減額をいたし、

２９９万１，０００円といたすものです。９０番予備費、５番予備費２万６，０００円を増額い

たしまして、２２万９，０００円といたすものでございます。合わせまして１万２，０００円の

減額で３２２万円といたすものでございます。以下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（川上 富夫君） 瀬島福祉保健課長。

○福祉保健課長（瀬島 明正君） 失礼いたします。議案第９１号、平成２５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に歳入歳出それぞれ１，３４２万２，０００円を追加し、予算総額を４

億１，９０２万１，０００円といたすものでございます。１枚おはぐり下さいませ。歳入歳出予

算補正で、補正いたします内容でございますが、歳入につきましては款５国民健康保険税、項５

国民健康保険税を１０８万７，０００円増額いたしまして、５，０６７万５，０００円。これは、

税率の改正に伴い増額するものでございます。款１２前期高齢者交付金、項５前期高齢者交付金

７３８万９，０００円増額いたしまして、１億４，４３８万９，０００円に。款７０国庫支出金、

項５国庫負担金を８，０００円減額いたしまして、５１３２４０００円に、同じく項１０国庫補

助金を３万円減額いたしまして、２，３９０万５，０００円に、また、款７５県支出金の内、項

１県負担金８，０００円減額いたしまして、３５２万６，０００円に、項２県補助金３０万円増

額いたしまして、１，００８万３，０００円にいたすもので、これらにおきましては２５年度の
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交付決定に基づいて増額並びに減額いたすものでございます。款９０繰入金、項１５基金繰入金

４，２００万円減額し、３，１０７万３，０００円。款９５繰越金、項５繰越金を４，６６９万

１，０００円増額いたしまして、４，６６９万２，０００円といたすもので、これは繰越金確定

に伴い基金からの繰入を減額いたすものでございます。

１枚おはぐり下さいませ。続きまして歳出でございます。款５総務費の内、項５総務管理費４

万２，０００円を増加いたしまして、５８７万５，０００円に。項２０趣旨普及費を４万９，０

００円増加いたしまして１６万５，０００円に。それぞれ消耗品、印刷製本等を増額いたすもの

でございます。また款１０保険給付費、項１０高額療養費を４８万円増額いたしまして、３，２

６２万４，０００円といたし、これにつきましては退職者被非保険者にかかるものでございます。

また項２０出産育児諸費につきましては、組換えを行うものでございます。

次に款１２後期高齢者支援金、項５後期高齢者支援金を１４万９，０００円減額いたしまして、

３，８４１万７，０００円、また款１３前期高齢者納付金、項５前期高齢者納付金を１万５，０

００円増額いたしまして、４万１，０００円といたし、それぞれ２５年度の額の決定に伴い、増

額並びに減額いたすものでございます。款２０共同事業拠出金、項５共同事業拠出金につきまし

ては、財源の組換えを行うものでございます。款２５保健事業費、項５保険事業費につきまして

は、点数手数料の確定に伴いまして３万８，０００円増額いたしまして、３７２万７，０００円

といたし、款４０諸支出金書、項５償還金につきましては、２４年度の療養給付費負担金並びに

特定健診負担金の返還金の確定に伴いまして１，２１８万９，０００円増額し、１，２４７万１，

０００円といたすものでございます。これらに伴いまして、款９０予備費、項９０予備費を７５

万７，０００円増額して、１００万１，０００円といたすものでございます。以下項別明細書を

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。

続きまして議案第９２号、平成２５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）につきましてご説明申し上げます。本案は既定の予算総額に歳入歳出そ

れぞれ５４２万８，０００円を追加し、予算総額を２億４，５９４万４，０００円といたすもの

でございます。１枚おはぐり下さいませ。歳入歳出予算補正で、補正いたします内容でございま

すが歳入につきましては、款５診療報酬、項５外来収入を１万４，０００円増加いたしまして、

１億７，５７５万６，０００円。これにつきましては、２４年度の外来一部負担金が５月末まで

に入らなかったものを滞納分として予算計上したものでございますけども、現在収納が完了して

おりまして、現在では２４年度滞納分はございません。続きまして款８０財産収入、項５財産運

用収入としまして、１５万円増額しまして５０万３，０００円。こちらにつきましては、２４年

－２４－



度に追加積立を行いました財政調整基金の利子の追加分でございます。

次に、款９５繰越金、項５．繰越金につきまして５２６万４，０００円増額いたしまして１，

７２６万４，０００円、これは繰越金の確定に伴い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、つづきまして、歳出でございます。

款５．総務費のうち、項５．施設管理費を３０万３，０００円増額いたしまして１億５，８１

２万円、これは、労働保険料、施設修繕料、自賠責保険料等でございます。

また、款１０医業費、項５医業費を７８万８，０００円増額いたしまして５，９７７万３，０

００円といたし、これは超音波診断装置の修繕料を増額するものでございます。款２０諸支出金、

項１０基金費につきましては、１５万円増額して５０万３，０００円といたしますが、これは、

先ほどの歳入の基金利子をそのまま基金に積み立ていたすものでございます。最後に、款９０予

備費、項９０予備費としまして４１８万７，０００円増額しまして、８１４万４，０００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。

続きまして議案第９３号、平成２５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）につきまして、ご説明申し上げます。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１，６００万１，０００円を追加しまして、予算

総額を５億５，２６０万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。補正いたします主な内容は、歳入につきましては、款９５繰越金、

項５繰越金としまして２，８００万１，０００円増額しまして、２，８００万２，０００円とい

たすものです。これは、前年度繰越金の確定に伴うものでございます。

また、これにあわせまして、款１０５町債、項５町債を１，２００万円減額いたしまして、１，

２００万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、つづきまして、歳出でございます。

款１０保険給付費、項５介護保険サービス等諸費につきましては、繰越金の確定に伴いまして、

総額４億５，８７６万３，０００円の中で財源の組み替えを行うものでございます。また、款３

０諸支出金、項５償還金及び還付加算金として１，０４５万円増額いたしまして、１，０４６万

円といたしておりますが、これは平成２４年度の保険給付費の確定に伴いまして、国、県、並び

に支払基金からの負担金、交付金の超過分を返還いたすものでございます。

最後に、款９０予備費、項９０予備費として５５５万１，０００円充当いたしまして６６２万
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３，０００円といたすものでございます。

次のページに、「第２表 地方債補正」として表を添付しております。先ほどの歳入の補正で

申しあげました、地方債の限度額を１，２００万円に減額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、ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願い致します。

続きまして議案第９４号、平成２５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）につきまして、ご説明申し上げます。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２万５，０００円を追加し、予算総額を２６９万

５，０００円といたすものでございます。１枚おはぐりください。補正いたします内容は、歳入

につきましては、款９５繰越金、項５繰越金を２万５，０００円増額して１，３２万５，０００

円といたすもので、これは前年度繰越金の確定に伴うものでございます。

１枚おはぐりいただきまして、つづきまして、歳出でございます。款１０サービス事業費、項

５介護予防サービス事業費を１１万９，０００円増額して２３０万８，０００円、これは旅費を

増額するものでございます。

これらに伴い、款９０予備費、項９０予備費を９万４，０００円減額して８万７，０００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。

議案第９５号、平成２５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）

につきまして、ご説明申し上げます。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１６１万６，０００円を追加し、予算総額を５，

２７３万円といたすものでございます。

１枚おはぐりください。補正いたします内容は、歳入につきましては、款９５繰越金、項５繰

越金を１６１万６，０００円増額いたしまして１６１万７，０００円といたすもので、これは前

年度繰越金の確定に伴うものでございます。

１枚おはぐりいただきまして、つづきまして、歳出でございます。款５総務費、項５総務管理

費を４万２，０００円増額いたしまして４８１万１，０００円、これは消耗品費を増額するもの

でございます。これに伴いまして、款９０予備費、項９０予備費を１５７万４，０００円増額い

たしまして１５８万４，０００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。
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○議長（川上 富夫君） 川上奥大山スキー場管理課長。

○奥大山スキー場管理課長（川上 豊君） はい。議案第９６号、平成２５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１，５９０万６，０００円を追加し、予

算の総額を９，２０４万９，０００円といたすものでございます。１枚おはぐりください。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９５繰越金、項５繰越金の予算額に９３０

万６，０００円を増額補正し、補正後予算額を９３０万６，０００円とし、款１０５町債、項５

町債の予算額に６６０万円を増額補正し、補正後予算額を６６０万円とし、歳入総額を９，２０

４万９，０００円といたすものであります。１枚おはぐり下さい。歳出につきましては、款１０、

項１０索道の管理費でございますが、既定の予算額に７３７万８，０００円を増額補正し、補正

後予算額を８，３２２万１，０００円と、款９０、項９０予備費８５２万８，０００円を増額補

正し、補正後予算額を８８２万８，０００円とし、歳出総額を９，２０４万９，０００円といた

すものであります。補正の内容ですが、スキー場ゲレンデ内に水洗トイレの設置に係る設計委託

料６，０００万円、工事請負費６０万円と重機借上げ料１７万９，０００円と予備費８５２万８，

０００円を合わせて１，５９０万６，０００円を増額補正いたすものであります。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申し上げます。

○議長（川上 富夫君） 下垣建設課長。

○建設課長（下垣 吉正君） 議案第９７号、平成２５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８０万１，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ９，８５７万６，０００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、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８１万円を補正いたすもので、決算により繰越額が確定したことに

よるものです。

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１０万円を補

正いたすもので、一般管理費の消耗品費でございます。款９０予備費、項９０予備費は７１万円

を補正いたすものです。

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

続きまして、議案第９８号、平成２５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。

－２７－



本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，９２１万５，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９６８万８，０００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、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、１，２２１万５，０００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７００万円を補正いた

すものです。

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総務管理費は、１００万円

補正いたすもので修繕料でございます。款１０農業集落排水事業費、項５農業集落排水施設整備

費は、７２３万３，０００円を補正いたすもので、杉谷地区農業集落排水事業の工事請負費等で

ございます。款９０予備費、項９０予備費は１，０９８万２，０００円を補正いたすものでござ

います。

次のページをお願いします。第２表地方債補正ですが、辺地対策事業債を限度額１，６７０万

円から２，０２０万円に３５０万円補正し、下水道事業債につきましては、限度額４，５２０万

円から４，８７０万円に３５０万円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お願いします。

続きまして、議案第９９号、平成２５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５６万９，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６１０万９，０００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、第１表歳入歳出予算補正ですが、補正いたす主な内容は、歳入

につきまして、款９５繰越金、項５繰越金は、５６万９，０００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。

１枚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予備費でございますが、

５６万９，０００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いたします。

続きまして、議案第１００号、平成２５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２５７万８，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８，３４９万７，０００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、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
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につきまして、款９５繰越金、項５繰越金は２５７万８，０００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。

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５０万円補

正いたすもので修繕料でございます。款９０予備費、項９０予備費ですが２０７万８，０００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いたします。

○議長（川上 富夫君） 矢下奥大山まちづくり推進課長。

○奥大山まちづくり推進課長（矢下 慎二君） 失礼します。議案第１０１号、平成２５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）について、ご説明申し上げます。本案は

繰越金の確定に伴いまして、歳入歳出それぞれ２万８，０００円を追加いたしまして、歳入歳出

それぞれ２７８万円と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、歳入といたし

まして繰越金２万８，０００円の計上でございます。さらに１枚おはぐりいただきまして、歳出

の方でございますが、繰越金の確定２万８，０００円を予備費の方で調整いたしたものでござい

ます。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） 下垣建設課長。

○建設課長（下垣 吉正君） 失礼します。議案第１０２号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町米

沢財産区特別会計補正予算（第１号）につきましてご説明申し上げます。歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ１４０万２，０００円を追加し、予算総額６６５万２，０００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、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、４２万２，０００円を補正いたすもの

で、決算額が確定したことによります。

款１００諸収入、項５諸収入は、９８万円を補正いたすもので、町行造林事業に係る木材売払

によるものです。おはぐりいただきまして、歳出につきまして、款５財産区管理会費、項１０事

業費は、９８万円を補正いたすもので、町行造林事業に係る木材売払による集落への負担金でご

ざいます。款９０予備費、項９０予備費は、４２万２，０００円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（川上 富夫君） 以上、提案理由説明が終わりました。

日程第３９ 陳情書の処理について

－２９－



○議長（川上 富夫君） 日程第３９、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（川上 富夫君） 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（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。どうもご苦労様でした。

午前１１時４９分散会
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