
第８回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第３日）

平成29年９月22日（金曜日）

議事日程

平成29年９月22日 午前10時開議

日程第１ 議案第94号 江府町営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について

日程第２ 議案第95号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について

日程第３ 議案第96号 江府町過疎地域自立促進計画の変更について

日程第４ 議案第97号 平成29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５ 議案第98号 平成29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６ 議案第99号 平成29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７ 議案第 100号 平成29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８ 議案第 101号 平成29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９ 議案第 102号 平成29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10 議案第 103号 平成29年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計補正予

算（第２号）

日程第11 議案第 104号 平成29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12 議案第 105号 平成29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13 議案第 106号 平成29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14 議案第 107号 平成29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）
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日程第15 議案第 108号 平成29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16 議案第 109号 平成29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17 議案第 110号 平成29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）

（追加提出議案）

日程第18 議案第 111号 平成29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19 江府町議会決算特別委員会審査報告

1 ．一般会計決算特別委員会（付託審査 議案第78号）

2 ．特別会計決算特別委員会（付託審査 議案第79号から議案第93号まで15件）

日程第20 委員長報告（陳情処理報告）

（陳情第５号）教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかる

ための、2018年度政府予算に係る意見書採択の陳情書

（教育民生常任委員会）

（陳情第６号）「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情につ

いて （総務経済常任委員会）

日程第21 発議第４号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2 分の1 復元をはかるための、

2018年度政府予算に係る意見書提出について

日程第22 発議第５号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書提出について

日程第23 発議第６号 「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の継続に関

する意見書提出について

日程第24 発議第７号 総務経済常任委員会の所管事務調査について

日程第25 発議第８号 総務経済常任委員会の所管事務調査について

日程第26 発議第９号 教育民生常任委員会の所管事務調査について

日程第27 発議第10号 教育民生常任委員会の所管事務調査について

日程第28 議員派遣の件について

日程第29 閉会中継続調査について（議会運営委員会）

日程第30 閉会中継続調査について（総務経済常任委員会）
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日程第31 閉会中継続調査について（教育民生常任委員会）

日程第32 閉会中継続調査について（広報公聴常任委員会）

出席議員（10名）

１番 森 田 哲 也 ２番 川 端 登志一 ３番 阿 部 朝 親

４番 川 上 富 夫 ５番 空 場 語 ６番 三 好 晋 也

７番 三 輪 英 男 ８番 上 原 二 郎 ９番 長 岡 邦 一

10番 川 端 雄 勇

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 白 石 祐 治 副町長 影 山 久 志

教育長 富 田 敦 司 総務総括課長 池 田 健 一

会計管理者 矢 下 慎 二 教育課長 川 上 良 文

庁舎・財務担当課長 奥 田 慎 也 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 福祉保健課長 生 田 志 保

建設課長 小 林 健 治 農林産業課長参事 石 原 由美子

住民課長 日野尾 泰 司

午前１０時００分開議

○議長（川上 富夫君） おはようございます。本日の欠席通告はございません。全員出席であり

ます。

ただいまより平成２９年第８回江府町議会定例会第３日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、配付のとおりであります。
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直ちに議事に入ります。

これから議案等に対する質疑を行います。

本日の議案質疑は、初日の提出議案であり、既に提案者の内容説明は終わっております。よっ

て、一括議題としますが、質疑、討論、採決の進行は、１議案ごとに処理進行いたします。

・ ・

日程第１ 議案第９４号 から 日程第１７ 議案第１１０号

○議長（川上 富夫君） 日程第１、議案第９４号、江府町営住宅設置及び管理に関する条例の一

部改正についてから、日程第１７、議案第１１０号、平成２９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。

これから議案等に対する審議を行います。

日程第１、議案第９４号、江府町営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について。

議案第９４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９４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２、議案第９５号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画について。

議案第９５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。
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議案第９５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３、議案第９６号、江府町過疎地域自立促進計画の変更について。

議案第９６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９６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４、議案第９７号、平成２９年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第２号）。

議案第９７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９７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５、議案第９８号、平成２９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）。
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議案第９８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９８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６、議案第９９号、平成２９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）。

議案第９９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９９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７、議案第１００号、平成２９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）。

議案第１００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。
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〔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１００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８、議案第１０１号、平成２９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）。

議案第１０１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１０１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９、議案第１０２号、平成２９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）。

議案第１０２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１０２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。
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〔「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１０、議案第１０３号、平成２９年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計補

正予算（第２号）。

議案第１０３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１０３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１１、議案第１０４号、平成２９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）。

議案第１０４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１０４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１２、議案第１０５号、平成２９年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計補正予
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算（第２号）。

議案第１０５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１０５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１３、議案第１０６号、平成２９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）。

議案第１０６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１０６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１４、議案第１０７号、平成２９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）。

議案第１０７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。
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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１０７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１５、議案第１０８号、平成２９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）。

議案第１０８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１０８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１６、議案第１０９号、平成２９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）。

議案第１０９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。
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議案第１０９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１７、議案第１１０号、平成２９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）。

議案第１１０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１１０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。

これより、追加提出議案です。

・ ・

日程第１８ 議案第１１１号

○議長（川上 富夫君） 日程第１８、議案第１１１号、平成２９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）を議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

○町長（白石 祐治君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） 追加に提案をさせていただきます。

議案第１１１号でございます。平成２９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）でございます。本案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ１万２千円を追加し、予算

総額をそれぞれ２５４万４千円といたすものでございます。補正いたします内容は、繰越金の確

定にともなうものでございます。以上、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により、議会の
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議決を得たく提案いたすものでございます。ご審議ご承認を賜りますようよろしくお願い致しま

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のでよろしくお願いい

たします。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 議案第１１１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１１１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１９ 江府町議会決算特別委員会審査報告

○議長（川上 富夫君） 会期中、平成２８年度決算認定議案の審査を付託した各決算特別委員会

から、本日議長へ１６件の報告書が提出され、これを受理いたしました。

日程第１９、江府町議会決算特別委員会審査報告。一般会計決算特別委員会、付託審査、議案

第７８号、特別会計決算特別委員会、付託審査、議案第７９号から議案第９３号まで１６件を議

題とします。

各委員会から、順次報告書の説明を求めます。

初に一般会計決算特別委員会委員長、三輪英男議員。

○江府町一般会計決算特別委員会委員長（三輪 英男君） 議長。

○議長（川上 富夫君） ７番、三輪英男議員。

○江府町一般会計決算特別委員会委員長（三輪 英男君）

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

報 告 書

１．事 件 名

（１）平成２８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
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２．事 件 の 内 容 決算審査

３．審 査 の 経 過 平成２９年９月７日、第８回江府町議会定例会（第１日）におい

て付託された上記決算について、平成２９年９月１１日、１２日、

１３日委員会を開催して審査した。

４．決定及びその理由 本件について認定する。

５．少 数 意 見 の 留 保 な し

本委員会においては、上記のとおり認定を可とする旨決定したので報告する。

平成２９年９月２２日

江府町議会一般会計決算特別委員会

委員長 三 輪 英 男

江府町議会議長 川上 富夫 様

続きまして、

一般会計決算特別委員会参考意見

江府町の平成２８年度一般会計決算は３４億８，５３６万円であり前年対比１０２．９％とな

っております。

また平成２８年度決算における実質公債費比率は１０．０％となり、平成２７年度より更に０．

７％も改善され、早期健全化基準とされる２５％を相当下回っております。

地方創生の総合戦略をしっかりと構築しながら、「３千人の楽しい町」づくりに向けて、行政

・議会・町民が一体となって住民の福祉向上実現と確かな財政運営に努力されたい。

総務課

( 1 ) 新庁舎建設に向けて住民のコンセンサスを把握しながら、財政的にもしっかりと対応し、

新庁舎完成までの建設行動プランを公表されたい。

( 2 ) 将来の適正な職員数を多角的に検証され、人件費の抑制・仕事の見直し情報の公開等、総

合的に検討し今後の役場のあるべき姿を構築されたい。

住民課

( 1 ) 交通弱者対策の観点から、タクシーの利用頻度が増加している状況である。更に利用者の

利便性の向上を図り、高齢者の安心・安全な足としてのタクシーになるように取り組まれたい。

福祉保健課
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( 1 ) 小学生・中学生のインフルエンザの接種は、町独自の施策として無料化に向け検討願いた

い。

( 2 ) 民生委員・見守り支援員・愛の輪・老人会等、色々な組織があるが、全体の連携が出来て

いないようであり、役場・社協等が一体となって業務を遂行できるように取り組みをされたい。

奥大山まちづくり推進課

( 1 ) 関西交流会は参加人数が極端に少ない状況なので、江府町ファンクラブのような新しい組

織作りを検討されたい。

( 2 ) ＩＥＡ江府、国際交流事業は民間に任せきりではなく、インバウンド事業として活動の活

性化に繋がる施策に取り組まれたい。

( 3 ) うまいもん祭りに参加する出店者の方の参加料について再度検討されたい。

おはぐりください。

農業委員会

( 1 ) 農業委員会の再編による新たな農業委員が、農地パトロール・耕作放棄地の巡回指導に今

まで以上に、江府町の農地を守る番人として積極的に取り組まれたい。

農林産業課

( 1 ) 積極的な農業を行う為、早急な組織作りに取り組まれたい。

( 2 ) 農業公社のあり方について再度検討願いたい。

建設課

( 1 ) 地籍調査が集落によっては、山の部分に作業がかかっている所もあると思われますが、急

峻なところも多く、作業員・推進員の安全に十分配慮し作業に取り組まれたい。

子供の国保育園

( 1 ) 保育園・小学校・中学校の連携が子供への教育にとって大切と考えられる。今後より一層、

緊密な連携をお願いしたい。

教育課 図書館

( 1 ) 庁舎建設に伴い図書館について検討されたい。

教育課 学校給食

( 1 ) 昨今の子どもたちの食生活の変化によって、学校給食においても、食物アレルギーを持つ

児童・生徒に対しての代替食を提供されておりますが、場合によっては命に係わることであり、
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引き続き細心の注意をお願いしたい。

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

以上でございます。

○議長（川上 富夫君） ただいまの委員長報告について質疑を行います。

〔「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。

付託議案１件、江府町一般会計決算特別委員会は、原案を可とするものであります。

本件は、委員長報告のとおり認定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） ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり認定しまし

た。

続いて、江府町特別会計決算特別委員会委員長、三好晋也議員お願いします。

○江府町特別会計決算特別委員会委員長（三好 晋也君） 議長。

○議長（川上 富夫君） ６番、三好晋也議員。

○江府町特別会計決算特別委員会委員長（三好 晋也君）

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

報告書

１、事 件 名

（１）平成２８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

（２）平成２８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

（３）平成２８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

（４）平成２８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

－１５－



（５）平成２８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

（６）平成２８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

（７）平成２８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

（８）平成２８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

（９）平成２８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

（10）平成２８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

（11）平成２８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

（12）平成２８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

（13）平成２８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

（14）平成２８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

（15）平成２８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

１枚はぐってください。

２、事 件 の 内 容 決算審査

３．審 査 の 報 告 平成２９年９月７日、第８回江府町議会定例会（第１日）において

付託された上記決算について、平成２９年９月１４日、１５日委員

会を開催して審査した。

４、決定及びその理由 本件について認定する。

５、少数意見の留保 な し

本委員会においては、上記のとおり認定を可とする旨決定したので報告する。

平成２９年 ９月２２日

江府町議会特別会計決算特別委員会

委員長 三 好 晋 也

江府町議会議長 川 上 富 夫 様

特別会計決算審査参考意見

１．住宅新築資金等貸付事業特別会計
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・貸付金滞納者に対しては毎月訪問による納付依頼をしているが引き続き努力されたい。

２．国民健康保険特別会計( 事業勘定)

・高額療養費が増加傾向にある。透析患者等の対応を含め住民検診の受診率を上げるととも

に受診後のフォロー体制をしっかりと進められたい。

３．国民健康保険特別会計( 施設勘定)

・待ち時間の解消に引き続き努力されたい。

・今年から、新たに配置した事務長を中心に施設全般に渡って諸課題にしっかりと対応され

たい。

４．介護保険事業特別会計( 保険事業勘定)

・介護予防事業が２７年度より保険法が改正になっていよいよ２８年度から本格的に取り組

みが始まった。町内介護施設等も活用してしっかりとした事業展開をしていただきたい。

・施設入所の待機者に対し、ケアする必要があると思われるので対応されたい。

５．索道事業特別会計

・奥大山スキー場の運営をエバーランドと合わせて、指定管理委託に向けて迅速かつ確実に

進められたい。

６．簡易水道事業特別会計

・水道施設がかなり老朽化してきたとの事。改修が必要と思われるところから順次改修され

たい。

７．農業集落排水事業特別会計

・今後必要がなくなる川筋地区の処理場の再利用については庁舎建設計画と絡め慎重に検討

されたい。

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

以上でございます。

○議長（川上 富夫君） ただいまの委員長報告について質疑を行います。

〔「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。
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付託議案１５件、江府町特別会計決算特別委員会は、いずれも原案を可とするものであります。

本件は、委員長報告のとおり認定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） 御異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり認定しまし

た。

・ ・

日程第２０ 委員長報告（陳情処理報告）

○議長（川上 富夫君） 続きまして、陳情等を付託した委員会の審査報告を議題とします。

陳情第５号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、２０１

８年度政府予算に係る意見書採択の陳情書を議題とします。

審査結果の報告を求めます。

教育民生常任委員会委員長、三好晋也議員。

○教育民生常任委員会委員長（三好 晋也君） 議長。

○議長（川上 富夫君） はい、三好晋也議員。

○教育民生常任委員会委員長（三好 晋也君）

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

陳情書等の審査報告

審査の結果

１、採択とすべきもの

（１）件 名 （陳情第５号）教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはか

るための、２０１８年度政府予算に係る意見書採択の陳情書

（２）理 由 少子化が進むなか、一人一人の子どもに対する期待は大きくなっていく。しっ

かりとした教育の推進は今後とも図っていかなくてはならず、財政難に苦しく

自治体の支援は大いに願うところである。よって採択とする。

本委員会においては、上記のとおり決定したので会議規則第７７条の規定により報告する。

平成２９年９月２２日

教育民生常任委員会委員長 三好 晋也

江府町議会議長 川上 富夫 様

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

○議長（川上 富夫君） これより、委員長報告に対する質疑、討論、採決を行います。
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陳情第５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。

ただいま委員長報告のとおり、採択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。

よって委員長報告のとおり決しました。

続きまして、陳情第６号、「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情につい

てを議題とします。

審査結果の報告を求めます。

○総務経済常任委員会委員長（三輪 英男君） はい、議長。

○議長（川上 富夫君） 三輪英男議員。

○総務経済常任委員会委員長（三輪 英男君）

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

陳情書等の審査報告

審査の結果

１、採択とすべきもの

（１）件 名 （陳情第６号）

「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情について

（２）理 由 近年我が国においては自然災害の発生が頻繁に起こっています。この多発す

る自然災害の原因の一つとして地球温暖化があげられており、地球規模でこの

防止に取り組んでいくうえで森林を守り育て、この対策の一助となすことは誠

に理にかなったことだといえます。しかし、森林に関する様々な整備を中山間

地の住民や所有者のみで企画実行するにはその負担はあまりにも大きすぎると

いえます。全国森林環境税の創設は、都市・地方を通じて国民に等しく負担を

求めることを基本としていますので誠にその意を得ているものであるため。よ
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って採択とする。

本委員会においては、上記のとおり決定したので会議規則第７７条の規定により報告する。

平成２９年９月２２日

総務経済常任委員会委員長 三輪 英男

江府町議会議長 川上 富夫 様

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

以上でございます。

○議長（川上 富夫君） これより、委員長報告に対する質疑、討論、採決を行います。

陳情第６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。

ただいま委員長報告のとおり、採択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。

よって委員長報告のとおり決しました。

・ ・

日程第２１ 発議第４号

○議長（川上 富夫君） 日程第２１、発議第４号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２

分の１復元をはかるための、２０１８年度政府予算に係る意見書提出についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

三好晋也議員。

○議員（６番 三好 晋也君） はい、議長。

○議長（川上 富夫君） ６番、三好晋也議員。

○議員（６番 三好 晋也君）

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

発議第 ４ 号
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平成２９年９月２２日

江府町議会議長 川 上 富 夫 様

提出者 江府町議会議員 三 好 晋 也

賛成者 江府町議会議員 阿 部 朝 親

賛成者 江府町議会議員 川 端 雄 勇

賛成者 江府町議会議員 森 田 哲 也

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、２０１８年度政府予

算に係る意見書提出について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９９条の規定による意見書を、別紙により提出した

いので、江府町議会会議規則第１４条の規定に基づき提出いたします。

（提出の理由） 陳情第５号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかる

ための、２０１８年度政府予算に係る意見書採択の陳情書を採択したことによ

り意見書を提出する

（意見書提出先） 内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣

１枚はぐってください。

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、２０１８年度

政府予算に係る意見書（案）

日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級当たりの児童生徒数や教員１人当たりの児童生徒数が

多くなっています。また、障害者差別解消法の施行にともなう障害のある子どもたちへの合理的

配慮への対応、外国につながる子どもたちへの支援、いじめ・不登校などの課題など、学校をと

りまく状況は複雑化、困難化しており、学校に求められる役割は拡大しています。また、学習指

導要領により、授業時数や指導内容が増加しています。こうしたことの解決にむけて、少人数教

育の推進を含む計画的な教職員定数改善が必要です。

しかしながら、第７次教職員定数改善計画の完成後１０年もの間、国による改善計画のない状

況が続いています。自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国段階での国

庫負担に裏付けされた定数改善計画の策定が必要です。一人ひとりの子どもたちへのきめ細かな

対応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、教職員定数改善が不可欠です。

義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担率が２分
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の１から３分の１引き下げられました。いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独

自財源による定数措置が行われていますが、国の施設として定数改善にむけた財源保障をし、子

どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。

子どもの学ぶ意欲・主体的なとりくみを引き出す教育の役割は重要であり、そのための条件整

備が不可欠です。こうした観点から、２０１８年度政府予算編成において下記事項の実現にむけ

て、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出します。

記

１．子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。

２．教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を２

分の１に復元すること。

平成２９年９月２２日

鳥取県日野郡江府町議会

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 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。

発議第４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、原案のとおり決しました。

・ ・

日程第２２ 発議第５号

○議長（川上 富夫君） 日程第２２、発議第５号、「全国森林環境税」の創設に関する意見書提

出についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

三輪英男議員。
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○議員（７番 三輪 英男君） はい、議長。

○議長（川上 富夫君） ７番、三輪英男議員。

○議員（７番 三輪 英男君）

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

発議第 ５ 号

平成２９年９月２２日

江府町議会議長 川 上 富 夫 様

提出者 江府町議会議員 三 輪 英 男

賛成者 江府町議会議員 川 端 登志一

賛成者 江府町議会議員 長 岡 邦 一

賛成者 江府町議会議員 上 原 二 郎

賛成者 江府町議会議員 空 場 語

「全国森林環境税」の創設に関する意見書提出について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９９条の規定による意見書を、別紙により提出した

いので、江府町議会会議規則第１４条の規定に基づき提出いたします。

（提出の理由） 陳情第６号、「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情を採

択したことにより意見書を提出する

（意見書提出先） 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、農林水産大臣、環境大臣、

経済産業大臣、衆議院議長、参議院議長

１枚はぐってください。

「全国森林環境税」の創設に関する意見書（案）

我が国の地球温暖化対策については、２０２０年度及び２０２０年以降の温室効果ガス削減目

標が国際的に約束されているが、その達成のためには、とりわけ森林吸収源対策の推進が不可欠

となっている。

しかしながら、森林が多く所在する山村地域の市町村においては、木材価格の低迷や林業従事

者の高齢化・後継者不足に加え、急速な人口減少など、厳しい情勢にあるほか、市町村が、森林

吸収源対策及び担い手の育成等山村対策に主体的に取り組むための恒久的・安定的な財源が大幅

に不足している。
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このような中、政府・与党は、『平成２９年度税制改正大綱』において、「市町村が主体とな

って実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都

市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税（仮称）の創設に向け

て、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組み等について総合的に検討し、平成３０

年度税制改正において結論を得る」との方針を示したところである。

もとより、山村地域の市町村による森林吸収源対策の推進や安定した雇用の場の確保などの取

組みは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生等にもつながるものであり、そのた

めの市町村の財源の強化は喫緊の課題である。

よって、下記の制度創設について実現を強く求めるものである。

記

平成２９年度税制改正大綱において、「市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財

源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担

を求めることを基本とする森林環境税（仮称）の創設」に関し、「平成３０年度税制改正におい

て結論を得る」と明記されたことから、森林・林業・山村対策の抜本的強化をはかるための「全

国森林環境税」の早期導入を強く求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２９年９月２２日

鳥取県日野郡江府町議会

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

○議長（川上 富夫君） 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。

発議第５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、原案のとおり決しました。

・ ・
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日程第２３ 発議第６号

○議長（川上 富夫君） 日程第２３、発議第６号、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置

に関する法律」の継続に関する意見書提出についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

上原二郎議員。

○議員（８番 上原 二郎君） はい、議長。

○議長（川上 富夫君） ８番、上原二郎議員。

○議員（８番 上原 二郎君）

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

発議第 ６ 号

平成２９年９月２２日

江府町議会議長 川 上 富 夫 様

提出者 江府町議会議員 上 原 二 郎

賛成者 江府町議会議員 三 輪 英 男

賛成者 江府町議会議員 三 好 晋 也

「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の継続に関する意見書

提出について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９９条の規定による意見書を、別紙により提出した

いので、江府町議会会議規則第１４条の規定に基づき提出いたします。

（提出の理由） 道路関係予算確保は、地方道を管理する上で必要不可欠であり、また市町村に

おいては嵩上措置がなくなると財政に及ぼす影響ははかりしれない。よって嵩

上措置の継続及び予算確保を強く要望するため意見書を提出する。

（意見書提出先） 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣、衆議院議長、参議院議

長

はぐっていただきまして、

「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の継続に関する意見書（案）

「被災地の復旧・復興」「国民の安全・安心の確保」「生産性向上による成長力の強化」「地

域の活性化と豊かな暮らしの実現」の施策効果の早期実現を図るため、国と地方が一体となり基
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幹となる社会インフラである道路の整備を推進していく必要がある。

高速道路ネットワークの整備に伴い、企業進出による雇用の拡大やインバウンド観光客の広域

周遊による観光振興など、様々なストック効果が現れており、地方創生のさらなる加速を目指し、

地域高規格道路の整備をはじめ、地方道の整備推進に取り組んでいる。

しかしながら、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」により規定されて

いる補助率等の嵩上げ措置が平成２９年度末で期限切れとなり、平成３０年度以降の道路整備に

係る補助率等が低減されることは、地方の負担が増大するとともに、計画的な道路整備が困難と

なり、地方創生の実現が大きく遠ざかるものと危惧される。

ついては、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく補助率等の嵩

上げ措置を平成３０年度以降も継続するとともに、今年度の経済対策の実施や道路予算の総額を

確実に確保することが必要である。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成２９年９月２２日

鳥取県日野郡江府町議会

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

以上です。

○議長（川上 富夫君） 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。

発議第７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、原案のとおり決しました。

・ ・

日程第２４ 発議第７号 から 日程第２５ 発議第８号

○議長（川上 富夫君） 日程第２４、発議第７号、総務経済常任委員会の所管事務調査について

から日程第２５、発議第８号、総務経済常任委員会の所管事務調査についてまで計２件を一括議
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題といたします。

提出者の説明を求めます。三輪英男議員。

○総務経済常任委員会委員長（三輪 英男君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 三輪英男議員。

○総務経済常任委員会委員長（三輪 英男君）

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

発議第７号

平成２９年９月２２日

江府町議会議長 川 上 富 夫 様

提出者 江府町議会議員 三 輪 英 男

賛成者 江府町議会議員 川 端 登志一

賛成者 江府町議会議員 長 岡 邦 一

賛成者 江府町議会議員 上 原 二 郎

賛成者 江府町議会議員 空 場 語

総務経済常任委員会の所管事務調査について

総務経済常任委員会は、閉会中において次の調査を行うものとする。

おはぐりくださいませ。

記

１．調査事件 町内所管事務調査及び施設調査

２．調査地 江府町内

３．調査事項 ①奥大山スキー場の運営状況について

②久連洲河崎線災害工事状況について

③清化園の工事状況について

④市民農園の運営状況について

⑤農業公社の運営状況について

⑥道の駅の運営状況について

４．目 的 ①指定管理の募集の状況を把握するため

②久連洲河崎線災害工事の進捗状況を把握するため
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③清化園の進捗状況を把握するため

④市民農園の現状と運営状況を把握するため

⑤農業公社の運営と今後の課題について調査するため

⑥道の駅の運営と今後の課題について調査するため

５．方 法 行政担当者、関係者の説明、資料の提出、現地説明

６．調査期間 平成２９年１０月２５日

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

続きまして、

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

発議第８号

平成２９年９月２２日

江府町議会議長 川 上 富 夫 様

提出者 江府町議会議員 三 輪 英 男

賛成者 江府町議会議員 川 端 登志一

賛成者 江府町議会議員 長 岡 邦 一

賛成者 江府町議会議員 上 原 二 郎

賛成者 江府町議会議員 空 場 語

総務経済常任委員会の所管事務調査について

総務経済常任委員会は、閉会中において次の調査を行うものとする。

おはぐりくださいませ。

記

１．調査事件 所管事務調査及び施設調査

２．調査地 広島県山県郡安芸太田町

３．調査事項 ①若者の移住・定住「ＵＩＪ」について

②恐羅漢スノーパークの状況について

４．目 的 ①町の若者定住施策について調査するため

②スキー場について調査するため

５．方 法 行政担当者、関係者の説明、
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６．調査期間 平成２９年１１月２０日から平成２９年１１月２１日までの間

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 質疑、討論、採決の進行は、一議案ごとに処理進行いたします。

日程第２４ 発議第７号 総務経済常任委員会の所管事務調査について。

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。

発議第７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、原案のとおり決しました。

日程第２５ 発議第８号 総務経済常任委員会の所管事務調査について。

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。

発議第８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、原案のとおり決しました。

・ ・

日程第２６ 発議第９号 から 日程第２７ 発議第１０号

○議長（川上 富夫君） 日程第２６、発議第９号、教育民生常任委員会の所管事務調査について

から日程第２７、発議第１０号、教育民生常任委員会の所管事務調査についてまで計２件を一括
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議題といたします。

提出者の説明を求めます。三好晋也議員。

○教育民生常任委員会委員長（三好 晋也君） はい。

○議長（川上 富夫君） 三好晋也議員。

○教育民生常任委員会委員長（三好 晋也君）

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

発議第９号

平成２９年９月２２日

江府町議会議長 川 上 富 夫 様

提出者 江府町議会議員 三 好 晋 也

賛成者 江府町議会議員 阿 部 朝 親

賛成者 江府町議会議員 川 端 雄 勇

賛成者 江府町議会議員 森 田 哲 也

教育民生常任委員会の所管事務調査について

教育民生常任委員会は、閉会中において次の調査を行うものとする。

記

１．調査事件 町内所管事務調査及び施設調査

２．調査地 江府町内

３．調査事項 （１）江府小学校

（２）子供の国保育園

（３）江府中学校

（４）江尾診療所（医科・歯科）

（５）デイサービスセンターいこいの広場「らんちゅう」

（６）社会福祉協議会

（７）社会福祉法人「尚仁福祉会」

４．目 的 現在の運営状況と今後の課題についての調査

５．方 法 各事項とも行政担当者及び関係者に対し聞き取りによる現地調査

６．調査期間 平成２９年１０月２３日から平成２９年１０月２４日までの間

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

続きまして、
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∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

発議第１０号

平成２９年９月２２日

江府町議会議長 川 上 富 夫 様

提出者 江府町議会議員 三 好 晋 也

賛成者 江府町議会議員 阿 部 朝 親

賛成者 江府町議会議員 川 端 雄 勇

賛成者 江府町議会議員 森 田 哲 也

教育民生常任委員会の所管事務調査について

教育民生常任委員会は、閉会中において次の調査を行うものとする。

記

１．調査者 教育民生常任委員５名（議会事務局長）

２．調査事件 （１）サテライトオフィスの視察について

（２）まちづくりの取組について

３．調査地 徳島県名西郡神山町

４．調査期間 平成２９年１１月２８日から平成２９年１１月２９日までの間

５．経 費 予算の範囲以内

６．提出の理由 神山町の移住定住及び空き家対策を考察するため

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

以上です。

○議長（川上 富夫君） 質疑、討論、採決の進行は、一議案ごとに処理進行いたします。

日程第２６ 発議第９号 教育民生常任委員会の所管事務調査について。

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。

発議第９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。
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〔「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、原案のとおり決しました。

日程第２７ 発議第１０号 教育民生常任委員会の所管事務調査について。

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。

発議第１０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、原案のとおり決しました。

・ ・

日程第２８ 議員派遣の件について

○議長（川上 富夫君） 続きまして、議長発議として日程第２８、議員派遣の件についてをおは

かりします。

江府町議会会議規則第１２７条第１項に係る議員派遣３件について、お手元に配付のとおり行

いたいが、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） 御異議なしと認めます。よって、３件の議員派遣を行うことに決しまし

た。

・ ・

日程第２９ 閉会中の継続調査について（議会運営委員会）から

日程第３２ 閉会中の継続調査について（広報公聴常任委員会）

○議長（川上 富夫君） 日程第２９、閉会中継続調査について（議会運営委員会）から日程第３

２、閉会中の継続調査について（広報公聴常任委員会）まで計４件を一括議題とします。

議会運営委員会、総務経済常任委員会、教育民生常任委員会、広報公聴常任委員会の各委員長

から第７５条の規定により議長の手元に届いております。

お諮りします。各委員長の申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません
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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。よって各委員長から申し出のとおり、閉会中継

続調査とすることに決しました。

・ ・

○議長（川上 富夫君） よって、本定例会は、これをもって閉会することに決しました。

平成２９年第８回江府町議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。

午前１１時０２分閉会
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