
江府町告示第95号

平成27年９月１日

江府町長 竹 内 敏 朗

第７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27年９月８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

○９月９日に応招した議員

森 田 智
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第７回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成27年９月８日（火曜日）

議事日程

平成27年９月８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26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89号 平成26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90号 平成26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91号 平成26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92号 平成26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93号 平成26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94号 平成26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95号 平成26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96号 平成26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97号 平成26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98号 平成26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99号 平成26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 100号 平成26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

日程第17 議案第 101号 平成26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 102号 平成26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 103号 平成26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 104号 平成26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 105号 平成27年度鳥取県日野地区連携 共同協議会会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第23 議案第 106号 江府町社会福祉法人の助成に関する条例の制定について

日程第24 議案第 107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25 議案第 108号 江府町手数料徴収条例の一部改正について

日程第26 議案第 109号 江府町個人情報保護条例の一部改正について

日程第27 議案第 110号 江府町職員の再任用に関する条例の一部改正について

日程第28 議案第 111号 江府町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部改正について

日程第29 議案第 112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

日程第30 議案第 113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31 議案第 114号 江府町過疎地域自立促進計画の変更について

日程第32 議案第 115号 平成27年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第３号）

日程第33 議案第 116号 平成27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34 議案第 117号 平成27年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補
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正予算（第１号）

日程第35 議案第 118号 平成27年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補

正予算（第２号）

日程第36 議案第 119号 平成27年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘

定）補正予算（第２号）

日程第37 議案第 120号 平成27年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービス事業

勘定）補正予算（第１号）

日程第38 議案第 121号 平成27年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）

日程第39 議案第 122号 平成27年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第40 議案第 123号 平成27年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）

日程第41 議案第 124号 平成27年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）

日程第42 議案第 125号 平成27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43 議案第 126号 平成27年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）

日程第44 議案第 127号 平成27年度鳥取県日野郡江府町神奈川財産区特別会計補正予算（第１

号）

日程第45 議案第 128号 平成27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46 陳情書の処理について

出席議員（９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

欠席議員（１名）
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10番 森 田 智

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

事務局長 加 藤 泉

説明のため出席した者の職氏名

町長 竹 内 敏 朗 副町長 白 石 祐 治

教育長 加 藤 泰 巨 総括課長 瀬 島 明 正

消防防災担当課長 川 上 豊 財務担当課長 奥 田 慎 也

企画情報課長 池 田 健 一 住民課長 山 川 浩 市

福祉保健課長 川 上 良 文 建設課長 梅 林 茂 樹

農林産業課長 下 垣 吉 正 奥大山まちづくり推進課長 加 藤 邦 樹

教育委員会事務局次長 矢 下 慎 二 教育振興課長 篠 田 寛 子

社会教育課長 生 田 志 保 会計管理者 森 田 哲 也

代表監査委員 砂 原 和 省

午前１０時４８分開会

○議長（川上 富夫君） ご苦労様です。本日の欠席通告は森田智議員の１名ですが、定足数に達

しております。

これより、平成２７年第７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。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（川上 富夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１２５条の規定により、議長において、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。
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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。

お諮りします。今期定例会の会期は、本日より９月２５日までの１８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１８日間と決定いたしました。

日程第３ 諸般の報告

○議長（川上 富夫君） 日程第３、諸般の報告を行います。

初めに議長報告を行います。

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

ますようお願いします。

○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） 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、主な事業のみ報告をさせていただきます。

先ず、１ページでございます、行政関係でございますが、従前設置をいたしておりました鳥取

県日野地区連携共同協議会につきましては、６月３０日をもって廃止するということで、鳥取県

日野郡ふるさと広域連携協約に基づいて今度新たなスタートを切ろうということで締結式を６月

２７日に日野町役場で行ったところでございます。鳥取県知事、江府町、日野町、日南町の各町

長出席のもとに締結式が行われたところでございます。今まで以上により連携をした事業が推進

できるものと確信をいたしてるところでございます。１番下の欄でございますが、本年は１０月

１日が基準日でございます国勢調査が実施されます。今後国勢調査に基づき色んな意味で人口の

基礎数値に使われるわけでございます。これに伴いまして、調査員の事務打合せ会を８月３１日

に行ったところでございます。この調査員に基づきまして、全集落において調査が実施されると
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ころでございます。

次に、２ページですが消防関係、議員の皆様にもお出かけをいただいてご声援をいただきまし

た。鳥取県の消防ポンプ操法大会出場いたしました。第１分団のみの出場ではございましたが、

選手一生懸命奮闘いたしましたけれども、順位的には厳しい状況であったということでございま

す。また、平成２７年度の西部広域消防圏連合演習も毎年実施しておりますが、本年は南部町に

おいて実施を８月２３日に行われたところでございます。

次、３ページ人権同和教育関係それぞれ色んな事業また特に「たんぽぽ学級」等実施を行って

おりますが、特に７月３１日に人権同和問題研修会として石川さんをお迎えし「命の重さと輝

き」ということで実習をいただきました。参加者５１名の参加をいただいたところでございます。

その他につきましては、列挙しておりますのでご覧をいただきたいと思います。

次に企画関係４ページでございます。江府町とＮＴＴ西日本( 株) 鳥取支店と包括連携協定の

調印式を７月１３日に結ばせて頂きました。ＮＴＴが持っております、情報通信技術を利用して

町の活性化、安全安心な町づくりに向けて相互が連携して協定することを目的とした協定を締結

したところでございます。

次に江府町まち ひと しごと総合戦略策定会議を実施してまいりました。各部会、全体会、

有識者会議等を経まして現在の所、最終的な段階、整理が出来そうなところでございます。今議

会中につきましても最終的なものをお配りします。なお、議会には８月２０日に協議をいただい

て、議論をいただいとりますので、変更点が一部ございましたので、その点が分かる資料として

配布させていただき、今のところ９月の２８日を予定に県を通じて国に提出するように計画をい

たしているところでございます。

それから５ページでございます。町民関係でございます、高齢者の顕彰でございますが、昨日

９月７日本年の１２月３１日までに満９５歳になられる方に記念品をお配りを私自身させていた

だきました。該当２７名でございます。明日、改めてお邪魔できなかったところには行こうと思

いますが、ひとつの感想でございますが、まわらせていただきますと９５歳といいながら元気に

玄関までお出かけをいただいて、顔を見ていただきたいということでご挨拶をいただいた方が結

構あるなと、ただ女性が大ございますんで、ひと言付け加えておきたいと思います。あと１００

歳以上の方が２名ございまして高齢者の介護年金手当、介護をしていただく方に感謝の気持ちを

送ったところでございます。本町では１０７歳が最高年齢ということになろうかと思います。そ

れから、敬老記念にこれは直接配るわけではございませんが、ぞれぞれ喜寿、傘寿、米寿、白寿、

１００歳ということでそれぞれ１４１名該当者がございますので、記念品を贈らせていただいて
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敬老のお祝いを申し上げたところでございます。

それから、環境関係では鳥取県西部で大規模災害時における災害廃棄物の処理及び協力に関す

る協定の締結をおこなったところでございます。県の産業廃棄物協会並びに鳥取県清掃事業協同

組合と結ばせていただきました。災害が発生した時に、災害ごみの処理がなかなか単町では出来

にくいということで業者さんの協力を得るための協定でございます。

次に６ページ、保健関係住民健診でございます。７月１４日から行っておりましたが、ただ残

念ながら７月１７日は台風の為に１０月に延期しておりますけども、１６日までの３日間には６

３３名の方に受診をいただいているところでございます。受診率が江府町は高いわけでございま

すが、より多くの町民の皆さんに受診をいただいて健康の管理をしていただきたいと思います。

並びに鳥取大学の医学部関係保健学科と地域医療研究班によります研究を下安井並びに新町１丁

目で実施をしていくところでございます。

７ページ介護関係につきましては、俣野小学校の俣野カフェの開催７月２３日に行っておりま

す。４９名のご参加がございました。

次８ページでございます、地域振興でございます。住む 働く 鳥取県移住フェア並びに鳥取

県ＩＪＵターンＢＩＧ相談会等、東京大阪に出掛けて江府町への移住についてＰＲを行っており

ます。また広島修道大学とも連携を毎年しておりますが、インターンシップを受け入れたところ

でございます。またゼミの学生さんが十七夜においでいただいて、ボランティアとしてお手伝い

もちょうだいしているところでございます。なお、奥大山秋のイベントスケジュールは見て頂け

ればと思いますが、ここに１１月３日に奥大山「美味いもん祭り」今、参加募集をしております

けども、これが抜けているようでございますので、１１月３日でございますのでよろしくお願い

したいと思います。

次、９ページでございます。農業振興関係でございますが、水稲生産調整の現地確認を７月９

日１０日に行いまして、生産数量江府町の目標は２８２．２ｈａでございますが、残念ながら江

府町での実質作付けは２７６．２ｈａということで、目標を下回っておるのが現状でございます。

なかなか厳しい状況があるというふうに判断をいたしております。

観光振興関係につきましては、特に小説発刊に伴いまして「天の蛍」の出版記念イベント並び

に「天の蛍」トークショー等、それぞれ１００名の多くの皆さんの参加をいただいて計画の実施

をしておるところでございます。

また１０ページには、江尾十七夜の天候を心配いたしましたが、相撲等は中止になりましたけ

ども、おかげさまでその他の事業は滞りなく終了することが出来ました。それぞれございますが、
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特に観光ツアーが来ていただきまして、５７名のご参加をいただいたようで、少しずつやはりツ

アーという形で町内の経済波及効果も出てきてるんではないかと、いうふうに思うところでござ

います。また、例年おいでいただく人というよりこの度の「天の蛍」を契機に新たに初めておい

でいただく方もございました。特に米子市長さん初めておいでいただきまして、十七夜というも

のをご覧になって体感いただいて大変感激しておられました。後日お会いした時にも、そのよう

におっしゃっておられました。

次に産業振興では、道の駅奥大山グランドオープンを６月２８日、みちくさの改修が終わりま

したのでオープンをいたしました。Ｗi-Fiの開通式も行いまして、より情報環境を整えたところ

でございます。

スキー場管理関係では、それぞれ中国並びに索道関係の会議が開催され、また鳥取県のスキー

場を所在しております、大山町、若狭、伯耆、江府との連絡会等をしてイベント、例えば特典と

かいうことの協議をしております。

１１ページにつきましては、特に大山砂防連絡会議をもっておりますが、総会とか意見交換、

広島への要望活動を行いまして、また高規格道路の「江府三次線」につきましても庄原での総会、

また東京への要望、広島の中国整備局への要望等それぞれ行っておるところでございます。特に

中国横断自動車道岡山米子線の蒜山ＩＣ～米子ＩＣの４車線化の促進については従来から行って

おりましたが、期成同盟会という形で立ち上がりまして総会が開催されておるところでございま

す。

次にとばせて頂きまして、１３ページでございます。学校教育関係につきましては、特に中学

生の活躍が大きなものがございまして、全国大会に安部 橋本組が山形県の天童市に個人戦とし

て出場いたしました。検討いたしましたが、残念ながら１回戦で敗退いたしたところでございま

す。次に第５６回の全日本吹奏楽のコンクール中国大会に県を勝ち抜きまして、江府町の吹奏楽

が出場したわけですが、昨年に続きまして金賞を受賞いたしました。特に本年は第１位の金賞と

いうことですばらしい結果を残してくれたところでございます。これに伴いまして、８月２７日

に中学校にお邪魔いたしまして、ソフトテニスの選手並びに吹奏楽の生徒さんにお祝いを申し上

げにお邪魔をいたしました。意見交換等もさせていただいたところでございます。残念ながら吹

奏楽は小編成は全国がございませんので、中国大会が最高の大会ということですばらしい成績で

ございます。なんとか全国大会に一部の生徒、三年生でも送ってやりたいなというふうに思いま

したけど、ちょうど中学校の文化祭が１０月３１日にあるようですが、重なりましてちょっと体

感をしていただければいいのかなと思いましたけど、残念ながら日程がだぶってしまいまして、
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出来ないようになったところでございます。また土曜授業として８月２９日には「一緒に校舎を

磨く会」江府中学校で実施をされております。

保育園につきましては、子育て講演会６月２６日に実施をいただいたところでございます。

次に１４ページ、文化 文化財でございます。以前、三好議員の方からも一般質問等でござい

ました、民俗資料館、江美城の活用につきましてございましたが、本年は担当課教育委員会の方

で頑張っていただきまして８月１４日から１６日江府町歴史民俗資料館の企画展の実施をいたし

ました。「～『金箔瓦』でふりかえる歴史～」として開催をいただいて、１００名程度の皆さん

がご来場いただいたということで、大きな成果を生んでおります。この度の補正予算につきまし

ても一部施設の整備等に予算化ということで、補正予算を計上させていただいているところでご

ざいます。

併せて生涯スポーツにつきましては、江府町が会場の日野郡の郡体並びに岡山 広島 島根

鳥取という四県四郡の歴史ある大会も江府町を主な会場として、実施したところでございます。

事務局江府町でございますので、担当課はもちろん体協の皆さんにも大変ご協力をいただいて、

成功裏に終わったということでございます。

以上、行政報告をさせていただきました。

○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５号

○議長（川上 富夫君） 日程第４、報告第５号、平成２６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５号、平成２６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７月３１日と８月４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。

奥田財務担当課長。
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○財務担当課長（奥田 慎也君） 失礼いたします。議案の方を１枚おはぐりください。平成２６

年財政の健全化判断比率報告書比率面でございます。実質赤字比率、平成２６年度はございませ

ん。早期健全化基準は１５％でございます。連結実質赤字比率２６年度はございません。早期健

全化比率は２０％でございます。実質公債費比率平成２６年度は１２．７％でございます。早期

健全化判断基準は２５％でございます。将来負担比率は、８０．２％早期健全化基準は３５０％

でございます。続いて平成２６年度公営企業会計で資金不足比率報告書でございます。会計面で

ございます、簡易水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、林業集落排水事

業、索道事業、いずれも２６年度資金不足はございません。経営健全化基準は２０％でございま

す。以上、ご報告をいたします。

○議長（川上 富夫君） 以上、詳細説明が終了しました。

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（川上 富夫君） ないので質疑を終結します。

以上、本件の報告は終了します。

日程第５ 議案第８９号 から 日程第２０ 議案第１０４号

○議長（川上 富夫君） 日程第５、議案第８９号、平成２６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１０４号、平成２６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、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８９号、平成２６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。歳入総額４２億３，８２９万６，５３７円。歳出総額４０億３，７７６万６６１円。

差引額２億５３万５，８７６円。うち翌年度へ繰越すべき財源、繰越明許費繰越額は、２，４８

８万４千円。

議案第９０号、平成２６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１４５万１，２９７円。歳出総額１０９万６，８０６円。差引額３５

万４，４９１円。
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議案第９１号、平成２６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３億５，３９０万７，０１１円。歳出総額３億４，２３９万６，９

７９円。差引額１，１５１万３２円。

議案第９２号、平成２６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２億５，２０７万１，６１５円。歳出総額２億４，１１５万９，０

９６円。差引額１，０９１万２，５１９円。

議案第９３号、平成２６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５億６，０１２万２，３９４円。歳出総額５億５，０６４万２，

６３４円。差引額９４７万９，７６０円。

議案第９４号、平成２６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３１３万３，０３７円。歳出総額２５６万７，６１１円。

差引額５６万５，４２６円。

議案第９５号、平成２６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０。歳出総額４，５３４万３，７７４円。差引額△４，５３４万３，７７４

円。

議案第９６号、平成２６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５，００１万３，２４１円。歳出総額４，９６６万８，５４７円。差引額３４

万４，６９４円。

議案第９７号、平成２６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８，６３５万９，３０８円。歳出総額７，９３０万８，０４０円。差引額７０５万１，

２６８円。

議案第９８号、平成２６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１億１，２６０万８３３円。歳出総額１億８３４万２，７０５円。差引額４２５

万８，１２８円。うち翌年度へ繰越すべき財源、繰越明許費繰越額、３０万９千円。

議案第９９号、平成２６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１億５，５１５万７，８３３円。歳出総額１億４，７２９万９，３０３円。

差引額７８５万８，５３０円。うち翌年度へ繰越すべき財源、繰越明許費繰越額は、８９万５千

円。

議案第１００号、平成２６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６４３万７，９９４円。歳出総額５３６万５，０９９円。差引額１０７万
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２，８９５円。

議案第１０１号、平成２６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７，６３０万７８円。歳出総額７，５２３万１，８５８円。差

引額１０６万８，２２０円。

議案第１０２号、平成２６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３０８万２，３０３円。歳出総額５６万７，３１６円。差引額２５１万４，９８

７円。

議案第１０３号、平成２６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９５８万５，６００円。歳出総額９０２万７，１７３円。差引額５５万８，４

２７円。

議案第１０４号、平成２６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６１１万６，２０５円。歳出総額５６５万９，８９６円。差引額４５万６，３０

９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２６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２６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、一層の財政健全化に努め、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１５日から７月３１日までの間、延べ８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

を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
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○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） はい。

○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１５日から７月３１日までの間、うち８

日間の監査を実施いたしました。

平成２６年度決算書、同主要施策の成果と実績等について、説明と資料の提示を求め、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２６年単年度収支を掲載していますが、歳入総計決算額５９億１，４６３万５千円、

歳出総計決算額５７億１４３万８千円。単年度収支マイナス５，９８７万２千円です。

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２５年度

一般会計１，６１５万円、２６年度１，６４６万８千円、２５年度特別会計２，５２４万４千円、

２６年度２，５２９万円と毎年増加しております。積極的な徴収に努めるとともに、時効中断に

努められること要望いたします。

７ページ財政指数等のうち地方債現在高は、２５年度３８億９４０万円、２６年度３８億６，

１７０万円と約５，２００万円増加いたしました。返済元金より借入金が多くなったのは、何年

ぶりとなります。

９ページ歳入のうち町税は、２４年度８億６，４００万円、２５年度８億５，４００万円、２

６年度７億９，１００万円と減少、引続き依存財源のウエイトが高く厳しい財政状況は変わりま

せん。１６ページに過疎バス対策の町営バス売上状況を掲載しています。乗車延べ人数２５年度

５万３，２５４人、２６年度乗車延べ人数４万９，７７７人、対前年３，４７７人の減少、主な

要因は生徒数の減少があると思われますが、タクシー利用者は増加しており人口減少、バス停と

自宅までの歩くのが大変あるいは利用したい時間に無い等もあると思います。バス更改にあわせ

路線によりバスの小型化を今から検討して頂きたいと思います。

次に７月３１日と８月４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項に基づき審査し、健全化判断比率及び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。２６年度は、別冊２ページに載せてお
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りますが、実質公債比率は１２．７％となり、平成２５年度１５．４％に比べ２．７ポイント、

将来負担比率も平成２５年度８０．５％から２６年度８０．２％と０．３ポイント改善されまし

た。引き続き健全化に取り組み願います。

今後の留意事項を申し上げます。

一つ目は、農業公社運営を再度検討されたいです。２６年度奥大山農業公社に公社運営補助金

３４０万円、公社振興補助金４９６万７千円補助されました。振興補助金４９６万７千円は江府

町農業公社精算補助金不足金を２６年度補助されたものですが、奥大山農業公社貸付基金１千万

円のうち、２６年度６００万円の貸付利用もあります。本年１０月に貸付金６００万円のうち４

００万円の返済期が来ます。２６年度決算について説明を受けましたが、引き続き厳しい経営状

態であると思います。農業公社健全経営の為の方策を再検討願います。

二つ目は、公共施設の借地利用を検討されたいです。２６年度公共用地借地料として８７１万

９千円支出されています。明倫小学校跡地利用で校庭部分は江府町が買い上げ決定されていると

いうことであります。江府小学校に統合され２５年度まで校庭部分約９０万円を毎年支出されて

おり、もっと早期に校庭跡地利用を決定されていれば、支出が不要であると思います。江府小学

校になり小学校駐車場の借地がありますが、買い上げは出来なかったか、近隣の買い上げで出来

る土地は無かったか、今後の公共用地借地利用を検討願います。

三つ目は、予算流用件数を減少されたいです。意見書１４ページにも記載しておりますが、年

度別流用件数は２０年度８１件、２１年度６７件、２２年度７８件、２３年度７８件、２４年度

５２件、２５年度６９件、２６年度６７件です。２６年度流用事由を見ますと、予算計上の誤り、

新規採用職員のパソコン不足他、見込み額の誤りがあります。予算編成は慎重に行い、流用件数

の減少に取り組み願います。また例月監査の際にも申し上げていますが、旅費支払いで旅行後何

日も経って及び半年以上分を２月または３月にまとめて支払う事例があります。このような事例

を見ますと、予算の進行管理がなされているか疑問視しています。管理者は自己、職員支給状況

に注視し、迅速な支給をお願い致します。

四つ目は、備品台帳を正確に処理願いたいについて申し上げます。備品購入、処分は各課でパ

ソコンによる登録体制になっています。決算書主要施策の成果と実績を見ながら登記状況を確認

すると、登記遅れがあると感じます。例えば道の駅備品、お試し住宅整備備品、小型消防ポンプ

等の入力漏れがあります。江府町財産移動の登録方法の見直しについて、昨年も申し上げました

が、至急改善願います。

最後に国の機関が示している２０３５年の江府町推計人口は現人口の３分の２と推計され、今
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後人口減少歯止め対策が重要な施策となります。現在取組み中の江府町人口ビジョン、江府町ま

ち ひと しごと創生総合戦略により、地域の特性を活かし個性ある将来展望のもてる江府町づ

くりを推進していただきますようお願いいたします。以上報告を終わります。

○議長（川上 富夫君） ただいまの監査報告について、ご質疑があれば伺います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので、監査報告を終了します。

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をおはかりいたします。

議長発議として、平成２６年度決算認定議案の１６件は、特別委員会を設置して、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。

続いて、議長発議として各特別委員会の名称並びに委員会の構成は、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て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、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、特別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名を指名いたします。

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。
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暫時この場で休憩いたします。

午前１１時３０分休憩

午前１１時３１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、田中幹啓議員、副委員長、三輪英男議員。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、三好晋也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いたします。

一般会計決算特別委員会は議案第８９号を、特別会計決算特別委員会は議案第９０号から議案

第１０４号までの１５件を、それぞれの委員会に付託するので、会期中に結果の報告を求めます。

日程第２２ 議案第１０５号

○議長（川上 富夫君） 日程第２２、議案第１０５号、平成２７年度鳥取県日野地区連携 共同

協議会会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。

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１０５号、平成２７年度鳥取県日野地区連携 共同協議会会計歳

入歳出決算認定について。

歳入総額７，７５８円、歳出総額７，７５８円、差引０。本案は、平成２７年６月３０日付で

廃止となりました鳥取県日野地区連携 共同協議会の平成２７年度歳入歳出決算について、７月

３１日に監査委員に審査いただきました。鳥取県日野地区連携 共同協議会規約第３２条第２項

の規定により、別紙の決算審査書とともに決算書を付して、議会の承認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、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） 瀬島総務総括課長。

○総務総括課長（瀬島 明正君） 失礼いたします。議案第１０５号、平成２７年度鳥取県日野地

区連携 共同協議会会計歳入歳出決算認定について。ご説明申し上げます。１枚おはぐりくださ

いませ。共同協議会の歳入歳出決算書を付けております。会計の期間が平成２７年４月１日から
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平成２７年６月３０日までの３か月間でございます。歳入歳出決算額だけ申し上げます。歳入が

各団体負担金３，１３５円、前年度繰越金４，６１３円、預金利息１０円、歳入合計７，７５８

円でございます。歳出のほうでございますが、運営費事務費の需用費といたしまして、２，６０

７円。それから事業費、事業推進費の報償費としまして、３，６００円。特別旅費１，２５０円。

需用費３０１円。歳出合計７，７５８円。差引０円の決算でございます。１枚おはぐりいただき

ますと、監査委員さんの意見書を付けております。ご覧いただきまして、ご審議ご承認を賜りま

すようよろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 次に決算監査の報告を求めます。

○代表監査委員（砂原 和省君） 議長。

○議長（川上 富夫君） はい、砂原監査委員。

○代表監査委員（砂原 和省君） 鳥取県日野地区連携 共同協議会から提出がありました決算書

につきまして、７月３１日誤りがないことを確認いたしましたので、報告いたします。

○議長（川上 富夫君） ただいまの監査報告について、ご質疑がございませんか。

〔「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。

日程第２３ 議案第１０６号 から 日程第３２ 議案第１１５号

○議長（川上 富夫君） 日程第２３、議案第１０６号、江府町社会福祉法人の助成に関する条例

の制定についてから、日程第３２、議案第１１５号まで以上１０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１０６号、江府町社会福祉法人の助成に関する条例の制定につい

て。

本案は、社会福祉法により社会福祉法人に対しての補助金等の支出については、地方公共団体

で条例で定めておかなければならないために本条例を制定するものであります。地方自治法第９

６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１０７号、江府町特別医療費助成条例の一部を改正する条例について。

本案は、鳥取県特別医療費助成条例の一部改正に伴い、子どもに係る特別医療費の助成の対象

を、１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者を、１８歳に達する日以後の最
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初の３月３１日までの間にある者と対象を広げるため条例の一部を改正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１０８号、江府町手数料徴収条例の一部改正について。

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の通知カー

ドが平成２７年１０月５日から施行、個人番号カードが平成２８年１月１日からの施行となるこ

とに伴い、江府町手数料徴収条例の一部を改正いたすものであります。改正内容は、カード再発

行手数料を通知カードの場合１枚につき５００円、個人番号カード１枚につき８００円と規定す

るものです。地方自治法９６条第１項第１号の規定により議会の議決を得たく提案いたすもので

あります。

議案第１０９号、江府町個人情報保護条例の一部改正について。

本案は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が平

成２７年１０月５日から施行されることに伴い、江府町個人情報保護条例の一部を改正いたすも

のであります。主な改正内容は、法律の施行に伴い新たに「特定個人情報」というものが、保護

条例の対象として出てまいりますので、その関係の規定を追加するものでございます。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１１０号、江府町職員の再任用に関する条例の一部改正について。

本案は、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」

が平成２７年１０月１日から施行されるのに伴い、江府町職員の再任用に関する条例の一部を改

正いたすものであります。主な改正内容は、改正法の施行により、地方公務員共済年金制度が、

厚生年金制度に一元化されるため、その関係の規定を改正するものであります。地方自治法第９

６条第１項第１号の規定により議会の議決を得たく提案するものであります。

議案第１１１号、江府町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

改正について。

本案は、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」

が平成２７年１０月１日から施行されるのに伴い、江府町議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例の一部を改正いたすものであります。主な改正内容は、改正法の施行に

より、地方公務員共済年金制度が、厚生年金制度に一元化されるため、その関係の規定を改正す

るものであります。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１１２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。
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本案は、江府町俣野辺地及び吉原 大河原辺地において、平成２７年度から３年間の公共的施

設の総合整備計画を策定するものであり、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１１３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、江府町御机 下蚊屋辺地において、平成２６年度策定した公共的施設の総合整備計画

を１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１１４号、江府町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１件、ハード事業５件を追加するものであり、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

議決を得たく提案するものであります。

議案第１１５号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第３号）。

本案は、平成２７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２億４，２

４２万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３４億６，２９６万８千円といたすもの

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１８万８千円の増額、総

務費５，５１６万２千円の増額、民生費５，２０１万６千円の増額、衛生費２，６１１万６千円

の減額、農林水産業費２，１４０万２千円の減額、商工費２０５万１千円、土木費１，５１７万

４千円、消防費１７３万８千円、教育費３２２万６千円、諸支出金１億４，０００万円、予備費

２，０３８万５千円の増額を行います。歳入につきましては、町税２万円の増額、地方特例交付

金１６万１千円減額、地方交付税１億４，３６０万３千円増額、分担金及び負担金１４８万７千

円の減額、国庫支出金２，９６２万９千円、県支出金９０８万９千円、寄付金３８０万円の増額、

繰入金７，８００万円の減額、繰越金１億３，２６５万１千円の増額、諸収入１５万７千円の減

額、町債３４３万５千円の増額、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。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） 続きまして、日程に従い順次所管課長より議案の詳細説明を求めます。
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川上福祉保健課長。

○福祉保健課長（川上 良文君） そういたしますと、議案第１０６号、江府町社会福祉法人の助

成に関する条例の制定についてご説明を申し上げます。

本案は社会福祉法第５８条の規定により本条例を制定するものでございます。１枚おはぐりく

ださいませ。設置いたします主な内容は、第１条第２条には趣旨並びに定義を規定してございま

す。第３条は町内の社会福祉法人に限ると規定しております。第４条は補助金、資金の貸し付け、

財産譲渡もしくは貸し付けをすることが出来ると規定しております。第６条は目的以外の用途に

使用してはならないと規定してございます。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行

するといたすものでございます。

続きまして、議案第１０７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。

本案は、鳥取県特別医療費助成条例の一部改正に伴い、子どもに係る助成の対象年齢を来年春

から引き上げる改正を行うことでございます。なお、この改正は県下市町村一斉に改正いたすも

のでございます。１枚おはぐりください。右側は改正前、左側は改正後を付けてございます。第

２条（１）国民健康保険法第１１６条の２第１項とあるものを、国民健康保険法第１１６条又は

第１１６条の２第１項若しくは第２項の規定と改正いたすものでございます。これは就学中の被

保険者のための特例措置でございます。次に別表（６）改正前１５歳と中学生卒業までの子供を

対象といたしておりましたが、改正後は１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る者と、高校生まで対象年齢を広げた改正をするものでございます。附則といたしまして、この

条例は平成２８年４月１日から施行する。２. 経過措置としてこの条例の施行の日以後に受ける

医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、

なお従前の例によると規定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（川上 富夫君） 山川住民課長。

○住民課長（山川 浩市君） 失礼いたします。議案第１０８号、江府町手数料徴収条例の一部改

正についてをご説明申し上げます。１枚おはぐりください。本案は、マイナンバー制度の施行に

伴い、手数料徴収条例の一部を改正いたすものでございます。続いて第１条におきまして、別表

（第２条関係）の太枠で囲んだ部分でございますが、１０月５日以降国より郵送されます通知カ

ードを受け取られ、紛失等により再交付の場合カード１枚につき、５００円の手数料を要求する

規定を新設するものでございます。１枚おはぐりいただきまして、第２条におきまして太枠の部
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分の改正前、住民基本カードの交付手数料は本年１２月で交付終了となりますので、削除するも

のでございます。改正後におきましては、希望者に来年１月以降に交付されます個人番号カード

を紛失等により再発行する場合、カード１枚につき８００円の手数料を徴収する規定を設定する

ものでございます。１枚おはぐりいただきまして、附則といたしまして、この条例中第１条の規

定は平成２７年１０月５日から、第２条及び次項の規定は平成２８年１月１日から施行するもの

でございます。経過措置といたしまして、平成２７年１２月４日までに申請のあった住民基本台

帳カードの交付に係る手数料につきましては、従前の例によるものでございます。ご審議の上、

ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 瀬島総務総括課長。

○総務総括課長（瀬島 明正君） 失礼いたします。議案第１０９号、江府町個人情報保護条例の

一部改正についてご説明申し上げます。１枚おはぐりくださいませ。江府町個人情報保護条例の

一部改正する条例ということであげております。本案は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号利用等に関する法律、こちらが平成２７年１０月５日から施行されるものに伴い改

正を行うものでございます。主な改正内容でございますが、まず第２条におきまして用語の定義

ということで、特定個人情報それから第４条としまして、情報提供等記録こちらについて定義を

いたしております。それから、第８条からはぐっていただきまして、第８条の３まででございま

すが、こちらは個人情報の利用及び提供の制限について新たに規定をさせていただいております。

それから、その下にございます第１２条から右側第１３条でございますが、こちらについては開

示請求の緩和について規定をさせていただいております。それからはぐっていただきまして、４

ページでございます、第２３条から次のページ２５条に関しましては、利用停止請求権の規程に

ついてあげさしていただいております。それから、もう１枚おはぐりくださいませ。６ページ、

開示手数料の減免規定を第２９条において追加をいたしているところでございます。それから、

附則といたしまして平成２７年１０月５日番号法の施行の日から施行するという規定を入れさし

ていただいとります。

続きまして、議案第１１０号、江府町職員の再任用に関する条例の一部改正について、ご説明

を申し上げます。本案は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律が２７年１０月１日で施行になり、地方公務員共済年金制度が厚生年金制度に一元化

されるものに伴い、改正を行うものでございます。１枚おはぐりくださいませ。再任用に関する

条例も一部改正条例ということで、右側に改正前、左側に改正後付けております。第４条任期の

末日に関します別記１の改正となります。別記１の表を次２ページの方に記載しておりますので、
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ご覧くださいませ。法律改正によりまして下側の改正前、地方公務員等共済組合法、附則第２５

条の２第１項第１号の規定が、改正後上の方でございます、厚生年金保険法附則第７条の３第１

項第４号に規定するというふうにしたものでございます。前のページにお戻りいただきまして、

附則といたしまして、施行期日この条例は、平成２７年１０月１日から施行するということを徹

底をさしていただいております。

続きまして、議案第１１１号、江府町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部改正についてご説明を申し上げます。本条例改正におきまして、先程と同じように

被用者年金制度の一元化法これが１０月１日施行されますので、それに伴いまして改正を行うも

のでございます。１枚おはぐりくだざいませ、江府町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例の一部改正する条例ということで、附則第５条の改正となります。１枚おは

ぐりいただきまして、表を付けております。補償年金に関する事項をあげておりますが、この表

におきます、根拠法令の方が右側の方が改正前でございますけども、国家公務員等共済組合法若

しくは地方公務員等共済組合法というふうに共済組合関係の法律が改正法の成立に伴いまして、

厚生年金関係の法律にもどしされますために障害基礎年金と同一支給事由により、支給されるも

のというふうに改正をいたすものでございます。以下、障害補償年金、遺族補償年金についても

同様な体制でございます。それから第２項につきましては休業補償の関係でございますが、こち

らにつきましても法律の改正に伴い厚生年金関係に休業法令を同一するものでございます。附則

といたしまして、この条例は平成２７年１０月１日から施行するといたすものでございます。ご

審議ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 池田企画情報課長。

○企画情報課長（池田 健一君） 失礼します。議案第１１２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の説明を申し上げます。１枚おはぐりください、本案は江府町俣野辺地及

び吉原 大河原辺地における平成２７年度から２９年度までの３年間の辺地に係る公共的施設の

総合整備計画を策定するものでございます。まず初めに俣野辺地につきましては、現在計画は広

域農道路肩補強事業１件となっております。事業の内容は広域農道下蚊屋俣野線の路肩が一部流

失しており、それを修繕するためのものでございます。事業費は５５０万円、財源は全額辺地債

を予定しております。１枚おはぐりください、次の吉原 大河原辺地につきましては、計画は簡

易水道吉原地区統合事業１件となっております。西成地区で管理運営されております飲料水供給

施設を２０タンク維持管理負担の軽減のために吉原地区飲料水供給施設に編入するものです。事

業費は８，８３２万円うち２，６５０万円が辺地債となっております。
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次に、議案第１１３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２６年度策定いたしま

した辺地に係る公共的施設の総合整備計画資料を１件追加するものでございます。追加いたしま

す事業は水加工処理施設改良工事で水工場へ送水します取水施設にスレッジ弁を新たに設置する

ものでございます。事業費は３００万円で全額辺地債を予定しております。

続きまして、議案第１１４号、江府町過疎地域自立促進計画の変更についてご説明をいたしま

す。１枚おはぐりください、本案は江府町過疎地域自立促進計画の事業計画にソフト事業を１件、

ハード事業を４件追加いたすものでございます。まず、区分１項目産業の振興の商業共同利用施

設についてでございますが、道の駅奥大山のみちくさ改修工事で厨房等を改修するものでござい

ます。３項目目の生活環境の整備では下水道処理施設につきましては、特定環境保全公共下水道

江尾地区と農業集落排水川筋地区の統合を行うものでございます。廃棄物処理施設につきまして

は、三町衛生施設組合で実施いたします汚泥再生処理センター建設に伴います負担金、西部広域

行政管理組合で実施いたします、リサイクルプラザ基幹改良工事に伴います構成市町村の負担金

となっております。６項目目は教育の振興として、江府小学校の屋根 特別教室の改修などを行

うものでございます。８項目目集落の整備としましては、小規模集落に若者が定住し地域活性化

に向け実施します様々な活動を支援するものでございます。以上、６件となっております。ご審

議、ご承認を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 奥田財務担当課長。

○財務担当課長（奥田 慎也君） 議案第１１５条、平成２７年度鳥取県日野郡江府町一般会計補

正予算（第３号）、この補正予算は歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ２億４，２４２万２千

円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ３４億６，２９６万８千円といたすものでご

ざいます。歳入歳出予算の補正を款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものとしております。第２条の方ですが、債務

負担行為の補正でございます。債務負担行為の補正、債務負担行為の追加、廃止は、「第２表

債務負担行為補正」によるものとしております。第３条の地方債の補正でございます。地方債の

変更は、「第３表 地方債補正」によるものとしております。１枚おはぐりください、歳入の主

だったものをご説明を申し上げます。款の５０. 地方交付税、項の５. 地方交付税１億４，３６

０万３千円の増額、款８５. 寄附金、３８０万の増額、これはクラウドファンディングによる寄

付金によるものでございます。同じく款９０. 繰入金７，８００万の減額、これは財政調整基金

から６，３００万、集落排水事業推進基金から１，５００万の減額でございます。繰越金でござ
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います、１億３，２６５万１千円の増額でございます。１枚おはぐりください、町債でございま

す。３４３万５千円の増額でございます。歳出の方の主だったものをご説明申し上げます。総務

費、総務管理費４，９３７万２千円の増額でございます。これは主に公有財産の購入費と旧中学

校の測量委託費等、それから地方創生事業が入っております。民生費でございます。社会福祉費

５，０５９万６千円の増額、これは主に介護老人福祉施設あやめの負担金でございます。衛生費、

清掃費２，７５２万７千円の減額、これは三町衛生施設組合の本年度の事業費を来年度にふるた

めの事業減によるものの負担金でございます。農林水産事業費、農業費２，３６６万５千円の減

額、これは主に佐川井手の事業変更に伴います負担金の減額でございます。土木費、道路橋梁費

１，４０２万５千円の増額、これは町内各所の側溝の修繕、障害木の伐採等、それから町道の下

安井船場線に伴います改良工事がこの中に入っております。１枚おはぐりください、教育費でご

ざいます。小学校費１５５万８千円の減額でございます。これは主に小学校の屋根の工事の減額

でございます。諸支出金１億４千万円、これは財政調整基金に７千万円、庁舎建設基金に５千万

円、福祉基金に２千万円を積み立てるものでございます。予備費といたしまして、２，０３８万

５千円の増額といたしております。以下、事項別明細書を添付しておりますので、ご覧をいただ

きたいと思います。続きまして、第２表債務負担行為補正でございます。廃止する事項でござい

ます、農業経営基盤強化資金利子補助金でございます。追加する事項でございます、農業経営基

盤強化資金利子補助金でございます。これは繰上償還によります基金の借り入れの変更でござい

ます。１枚おはぐりください、第３表の地方債補正でございます。過疎対策事業責限度額２億３，

９９０万円を２億２，２２０万円、１，７７０万円の減額にいたしております。これは三町衛生

施設組合の事業費の負担金の減と小学校の屋根の事業費の負担金の減を見込んでおります。臨時

財政対策債１億円、限度額を１億２，１１３万５千円に増額をしております。これは限度額の上

限をあげた措置でございます。補正をされなかった額は、８５０万円でございます。以上、ご審

議の上、ご承認賜りますようによろしくお願いいたします。

日程第３３ 議案第１１６号 から 日程第４５ 議案第１２８号

○議長（川上 富夫君） 続きまして、日程第３３、議案第１１６号、平成２７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）から日程第４５、議案第１２８号、

平成２７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１３議案を一

括議題といたします。

町長から、提案理由の説明を求めます。
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○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１１６号、平成２７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５千円を追加し、

予算総額を１０９万２千円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入においては繰越金を５千円増額して、３５万４千円、これは

前年度繰越金の額確定に伴い増額いたすものであります。

歳出においては、予備費を５千円増額して、４８万円といたすものであります。

議案第１１７号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第１号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１，５２９万８千円を追加し、予算

総額を４億４，５００万２千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、今年度分の交付決定に基づき国庫支出金を

１，８５５万６千円の増額、２６年度決算額確定に伴い繰越金を１，１５０万９千円増額補正い

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、保険給付費１，２１２万円の増額補正、これは退職

被保険者の療養給付費、高額療養費を再調整いたすものです。次に、後期高齢者支援金を３９１

万５千円の減額、介護納付金を２２０万６千円の減額、何れも額の確定による減額補正でありま

す。

議案第１１８号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補正予

算（第２号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６９１万２千円を追加し、予算総額

を２億５，２５０万８千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、決算額確定に伴い前年度繰越金を６９１万２千円増

額補正いたすものであります。

歳出において主な内容は、総務費一般管理費を８９万６千円増額、これは、共済費の負担額変

更に伴うものです。予備費を５６９万２千円増額補正し調整いたしたものであります。

議案第１１９号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補

正予算（第２号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ９３３万円を追加し、予算総額

を６億２８９万３千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、国庫支出金５１万６千円の増額、これは社会保

障 税番号制度導入に伴うシステム整備費補助金であります。また、前年度決算額確定により繰
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越金を９４７万８千円増額補正いたすものであります。

歳出につきまして主な内容は、財政安定化基金償還金額確定に伴い公債費を１３３万２千円減

額、平成２６年度支払基金介護給付費生産額確定に伴い諸支出金を７３６万円の増額、予備費を

１５１万６千円増額し調整いたすものであります。

議案第１２０号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（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８万５千円追加し、予算

総額を２９８万５千円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入においては前年度繰越金額確定に伴い８万５千円の増額補正

をいたすものであります。

歳出においては、予備費を８万５千円増額して調整するものであります。

議案第１２１号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ５４万９千円を追加し、予算総額を５，３７

６万８千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、前年度繰越金が３４万３千円の増額、番号制度シス

テム整備費補助金として国庫支出金を２０万６千円増額補正いたすものであります。

歳出においては、予備費を５４万９千円増額し調整するものであります。

議案第１２２号、平成27年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第２号）。本案

は、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ１，２８３万円を追加し予算総額を８，６４７

万３千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３１７万６千円を増額補正するもの

で繰越金の確定によるものであります。

歳出につきましては、索道管理費において、需用費の修繕料を３８万円増額補正し、予備費に

ついても２７９万６千円の増額補正をいたすものであります。

議案第１２３号、平成27年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ５３２万円を追加し、予算総額を２億１，６２５万

円といたすものであります。補正いたします主な内容は、繰越金の確定に伴い、歳入につきまし

ては繰入金１１６万１千円、繰越金８９万７千円、雑入３２６万２千円を追加いたすものであり

ます。

歳出につきましては職員の異動により総務管理費の人件費１６３万２千円減額、国道１８１号

道路改良工事に伴う水道管移設補償工事費６７７万５千円、予備費に１７万７千円を追加いたす
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ものであります。

議案第１２４号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６６０万９千円を追加し、予算総額を１億４，

６６０万６千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、歳

入につきましては繰入金２０万９千円、繰越金２９１万１千円、雑入で国道１８１号道路改良工

事に伴う下水道管移転補償費３４８万９千円追加いたすものであります。

歳出につきましては職員の人事異動に伴い総務管理費１０３万５千円、施設整備費の下水道管

移設補償設計委託料を２４０万９千円、工事費１６３万５千円、予備費を１８３万円追加をいた

すものであります。

議案第１２５号、平成２７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８７万２千円を追加し、予算総額６６７万７

千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の確定に

伴い８７万２千円の増額、歳出につきましては予備費を８７万２千円追加いたすものであります。

議案第１２６号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第１号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１２１万７千円を追加し、予算総

額８，１７７万７千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、歳入について繰入金１１４万９千円、繰越金６万８千円を追加いたすものです。

歳出につきましては総務管理費の一般管理費を１２１万７千円追加いたすものであります。

議案第１２７号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町神奈川財産区特別会計補正予算（第１号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２千円を追加し、予算の総額を１６１万円といたす

ものであります。補正いたします内容は、歳入におきましては、前年度繰越金２千円を増額し、

歳出につきましては、財産区管理会費２千円を増額いたすものであります。

議案第１２８号、平成27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、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１２万８千円を追加し、予算総額を５９５万８千円と

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、繰越金について１２

万８千円の増額補正で確定によるものであります。歳出につきましては、事業費の負担金を１２

万８千円増額補正いたすものであります。以上、特別会計補正予算１３議案につきましては、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。ご

審議、ご承認賜りますようよろしくお願いします。なお、主管課長の詳細説明につきましては、

省略をさせていただきます。
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○議長（川上 富夫君） 以上、提案理由説明が終了いたしました。

これより、日程第３２、議案第１１５号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算

（第３号）、を議題とし、本案の審議を先議いたします。

日程第３２、議案第１１５号の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので、質疑を終結します。

討論に入ります。

〔討論なし〕

○議長（川上 富夫君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

議案第１１５号、本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

日程第４６ 陳情書の処理について

○議長（川上 富夫君） 日程第４６、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あります。

おはかりいたします。陳情第５号は、教育民生常任委員会に、陳情第６号、陳情第７号の２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、陳情第５号は、教育民生常任委員会に、

陳情第６号、陳情第７号の２件は総務経済常任委員会へ付託することに決しました。継続審査と

なっております陳情第１号と陳情第３号は、引き続き総務経済常任委員会に付託し、会期中の審

査をお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 以上で、本日の議事日程は、全部終了いたしました。

これをもって、散会といたします。ご苦労様でした。ありがとうございました。

午後０時２２分散会
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