
江府町告示第76号

平成29年８月25日

江府町長 白 石 祐 治

第８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29年９月７日

２、場 所 江府町役場議場

○開会日に応招した議員

森 田 哲 也 川 端 登志一 阿 部 朝 親

川 上 富 夫 空 場 語 三 好 晋 也

三 輪 英 男 上 原 二 郎 長 岡 邦 一

川 端 雄 勇

○応招しなかった議員

な し
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第８回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成29年９月７日（木曜日）

議事日程

平成29年９月７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３号 平成28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78号 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

日程第６ 議案第79号 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

日程第７ 議案第80号 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

日程第８ 議案第81号 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

日程第９ 議案第82号 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

日程第10 議案第83号 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

日程第11 議案第84号 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

日程第12 議案第85号 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

日程第13 議案第86号 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

日程第14 議案第87号 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
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日程第15 議案第88号 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

日程第16 議案第89号 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

日程第17 議案第90号 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

日程第18 議案第91号 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

日程第19 議案第92号 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

日程第20 議案第93号 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

（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23 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24 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25 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26 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27 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28 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29 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30 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31 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）
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日程第32 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33 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34 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35 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）

日程第36 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37 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38 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）

日程第39 陳情書の処理について

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
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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 農林産業課課長参事 石 原 由美子

住民課長 日野尾 泰 司 代表監査委員 岡 田 雄 成

午前１０時００分開会

○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。

これより、平成２９年第８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。

なお、日程に先立ち、傍聴の方には傍聴規則に従い傍聴していただきますようにお願いをいた

します。

・ ・

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、６番 三好晋也議員、７番 三輪英男議員の両名

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。

お諮りします。今期定例会の会期は、本日より９月２２日までの１６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１６日間と決定いたしました。
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・ ・

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。

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。

○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） ６月定例議会以降の行政報告につきましては、お手元に行政報告各課別

をお配りしておりますが、主な事業につきましてご報告をさせていただきます。

まず１ページ目をご覧ください。２つ目に知事講演会・伸びのびトークというものを開催いた

しました。８月１日江府中学校において、平井鳥取県知事をお招きして講演会と町民の代表の方

を交えてまちづくりについての意見交換会をさせていただきました。この詳細につきましては町

報江府の９月号のほうに掲載いたしますので、またご覧いただければと思います。２つ目でござ

います、つい最近ですが、９月１日に山村開発センターで今年２回目の区長会を開催させていた

だきました。１０月８日に実施いたします防災訓練につきましての説明が主ではございましたが、

この場を借りまして、集落総合点検の際にいただきました要望・意見等につきまして資料を作り

まして個別集落ごとに回答させていただいたところでございます。

おはぐりいただきまして２ページ目でございます。一番上に第６３回鳥取県消防ポンプ操法大

会出場と書いてございます。第１分団優勝ということで見事な成績を収めたところでございます。

１つとんでその下に女性消防の操法大会も出場のことが書いてございます。これも先程の知事が

来られた時に出場報告を団員９名が集まりまして報告をさせていただきました。知事の方から激

励をいただいたところでございます。

３ページでございます。９月４日でございましたが、高齢者顕彰ということで１２月３１日ま

でに満９５歳以上となられます方に訪問させていただきまして記念品を贈らせていただきました。

全てではございませんでしたけども、この日お配りできなかった方につきましては、日を改めて
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お配りしようと思います。長年江府町の礎を築いた方ですので、これは非常にいい事業だなと感

じているところでございます。

めくりまして４ページ目でございます。江府町健康・福祉まつりの開催でございます。７月８

日に行っております。従来は福祉大会を開催いたしておりましたけれども、今回社会福祉協議会

と共催という形で新たに健康・福祉まつりということで開催いたしました。「熊本地震の現場か

ら」ということで、かなり生々しい被災現場の話を聞きまして、非常に参考になったところでご

ざいます。

右側５ページ目でございます。一番下に要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会代表者会議

と書いております。長い名前でございますが、略して要対協というふうに呼んでございますが、

米子児童相談所の所長さんをお招きしていろいろとお話を聞きました。児童虐待などは都会の方

で起こる話かなということを思いがちなんですけども、こういう江府町のような小さな町でも十

分起こりうる話であると、そこでこういうメンバーが集まって意識を共有していくことは非常に

大事だということを勉強させていただきました。

めくっていただきまして６ページでございます。江尾十七夜なんですが、これにつきましては

９月２４日に日本海テレビの方で朝の１０時５５分なんですけども、新ふるさと百景という番組

で３０分の放送があるようですので、ぜひご覧いただけたらと思います。そのうえで前夜祭、土

井ノ内ビアガーデンというのを書いております。観光協会でおそらく初めて試みたと思いますけ

ども、山村開発センターの前でビアガーデン等、カラオケのようなものをされまして賑ったとい

うものがございます。山の日にもロックフェスティバルをやったりとか、結構観光協会が活動し

ておりますので今後もそういった山の日から十七夜の間の盛り上げを図っていけたらいいのでは

ないかと考えております。ちょっと下がりまして、真ん中より下に集落総合点検のことが書いて

ございます。７月１日から８月４日までに全集落を回らせていただいて５７８名の方のご参加を

いただいたところでございます。今後いただいたご意見ご要望等を集約いたしまして、またお返

ししたりいろんなことに活動していきたいと思っております。

７ページでございます。一番下でございますが、ちょうどきょうから１１日まで宮城県のほう

で第１１回全国和牛能力共進会が開かれます。越峠さんの「ゆりさかえ号」が出ておりまして期

待されるところでございます。江府町からは４０年ぶりの出場ということでございます。８月２

３日に越峠さんがお見えになりまして激励を行ったところでございます。

８ページをお願いいたします。農業委員会が新しい仕組みになりまして体制も新たになりまし

た。メンバーにつきましては町報こうふの８月号のほうに載せさせていただいております。併せ
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まして、下の方に農地パトロールということで８月３０日がスタートということで実施をしてい

ただいているところでございます。

９ページでございます。７月３日地域高規格道路江府三次線建設促進期成会総会で庄原市のほ

うに参りました。なかなか事業が進まないものですから、なんとか進めて欲しいということで関

係町と一緒になって要望活動と言いますか、総会を行ったところでございます。中ほどよりちょ

っと下に、平成２９年８月８日というのがございます。大山砂防連絡協議会中国地方整備局要望

会が広島でございました。倉吉市・琴浦町・三朝町・大山町・伯耆町そして江府町が一緒になり

まして、中国地方整備局の局長さんに要望を行ってまいりました。やはり砂防事業は災害から町

を守るということで非常に重要なものでございますので、これからも引き続きこういう活動をや

っていきたいと思います。ここにはありませんが、同じ日にちょうど広島に行ったものですから、

途中でサンエスさんの所に寄りまして会長さん社長さんとご挨拶をして参ったところでございま

す。下から２番目に、平成２９年第２回日野町江府町日南町衛生施設組合議会の定例会が開催さ

れました。この議会の前に清化園が現在整備中ですが、清化園の現地視察を行いました。建物は

ほとんど出来ておりまして、今は試運転そして撤去ですね、古いものの撤去をやっているところ

です。１２月２０日に竣工式を計画しております。組合議員の皆さんとあと議長さんが出席して

いただくことになる予定でございますのでよろしくお願い致します。

めくっていただきまして１０ページでございます。中ほどより下に８月４日人権・同和問題研

修会というのに出席いたしました。演題が「部落差別解消法制度の意義と活用への課題」という

ことでお話を伺いました。このときに講師の方が言われました、知らない法律は守られないと、

要は法律を具体化するということで社会が変わっていくということをおっしゃっておりまして、

この法律が出来たことを知らせることが重要であるとおっしゃっておりました。嬉しかったのは

普通首長とかは挨拶だけで変えるのに、最後までいたということでお褒めをいただきまして嬉し

いなと思いました。

飛びまして１３ページでございます。上から２つ目にこだいぢ踊り講習会というのがございま

して、自分も今回参加させていただいて、やっぱり練習するというのは大事だなということを学

んだところでございます。これだけでございます。

最後でございます１４ページでございます。６月１８日から７月９日まで第７２回日野郡民総

合体育大会が日南町を主会場に行われました。あいにく雨が降りましたけれども、特にグランド

ゴルフの皆さんは、雨の中、警報が出ている中、一生懸命やっておられましたのですごいなと思

いました。江府町は総合２位という成績を収めております。その下に７月１７日、２７日、２８
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日ということで、第６９回山陰少年ソフトテニス選手権大会が開催されまして、これも江府町が

主催で行っている伝統のある大会でございます。以前よりは参加が少なくなったとはいえ、やは

り江府町はソフトテニスやっぱり強いお家芸だなと感じたところでございます。ちょっとこの資

料の方には載せておりませんが報告いたしておきます。７月１５日に西ノ島町町制６０周年記念

式典に出席いたしました。実は１９７９年３８年前に西ノ島とは姉妹町縁組の調印式をしたとこ

ろでございます。もうじき４０周年になりますので、やはりなんらかのことをやったほうがいい

んじゃないかなと、今でも色々交流が続いておりますので、そういったことを感じた次第でござ

います。それともう１点、８月２６日に鳥取ファンの集いin関西というのがありまして、大阪に

出張した際に神戸市の魚崎町の協議会にも寄ってまいりまして、これからの交流についてどうい

うふうにしていったらいいのかどうかっていう話をしてまいりました。まだいろいろとしゃべり

たいこともあるんですが、時間の関係もございますので以上で行政報告とさせていただきます。

○議長（川上 富夫君） この際ですので、町長に何かお聞きしたいことがあれば行います。よろ

しいでしょうか。

ないので終結します。

・ ・

日程第４ 報告第３号

○議長（川上 富夫君） 日程第４、報告第３号、平成２８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（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） 報告第３号でございます。平成２８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でございます。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１８日と８月１日に監査委員に審査をいただ

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ございます。

なお、内容の詳細につきましては主管課長より説明させますので、よろしくお願い申し上げま

す。

○議長（川上 富夫君） 所管課長より、詳細説明を求めます。

庁舎・財務担当奥田課長。

○庁舎・財務担当課長（奥田 慎也君） 失礼をいたします。報告第３号、平成２８年度決算に係
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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申し上げます。１枚お

はぐりください。平成２８年度財政の健全化判断比率報告書でございます。実質赤字比率、連結

実質赤字比率ともございません。ちなみに早期健全化基準は１５％と２０％となっているところ

でございます。実質公債費比率でございます、平成２８年度におきましては１０．０％でござい

ます。早期健全化基準は２５. ０％でございます。将来負担比率でございます、６５．１％でご

ざいます。早期健全化基準につきましては３５０％となっておるところでございます。続きまし

て、平成２８年度公営企業会計資金不足比率報告書でございます。簡易水道事業以下、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、いずれとも資金不足は

ございません。以上報告をさせていただきます。

○議長（川上 富夫君） 以上、詳細説明が終了いたしました。

日程第４、報告第３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７８号 から 日程第２０ 議案第９３号

○議長（川上 富夫君） 日程第５、議案第７８号、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から、日程第２０、議案第９３号、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まで、以上１６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。

○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） 議案第７８号から９３号でございます。平成２８年度鳥取県日野郡江府

町一般会計から平成２８年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別会計の歳入歳出決算認定につい

てでございます。

議案第７８号から９３号までの１６議案につきましては、それぞれ平成２８年度一般会計並び

に特別会計の歳入歳出決算認定でございます。平成２８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、住民の皆さまへのサ

ービス向上を基本に適切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ござい
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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

ているところでございますが、厳しい財政状況が続くなか、比率はほぼ横ばいの状況となってお

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、町民のみなさま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ございます。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為、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１８日から８月３日までの間、

延べ９日間にわたり、それぞれ監査委員にご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ございます。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、岡田雄成君。

○代表監査委員（岡田 雄成君） はい。

○議長（川上 富夫君） よろしくお願いします。

○代表監査委員（岡田 雄成君） 失礼をいたします。病気の為に、分かりにくい点があるかと思

いますが、容赦のほどよろしくお願いをいたします。平成２９年３月１９日付江府町監査委員に

選任され、責任の重大さを感じております。職責を全ういたしたく全力を尽くしたいと思います

ので、よろしくお願いをいたします。去る７月１８日から８月３日までの９日間、監査を長岡議

員とで実施いたしました。

平成２８年度各会計歳入歳出決算書、同主要施策の成果と事業実績等について、実質収支に関

する調書及び財産に関する調書は関係法令に順当して作成されており、その係数は関係諸帳簿等

と符合しており誤りのないものと認められました。また予算の執行並びに関連する事務の処理は、

適正に行われていることが認められましたので、ここに報告いたします。

次に江府町歳入歳出決算審査意見書の最後のページをご覧ください。なお、意見書の修正ミス

がありまして申し訳ありませんでした。６．総括、平成２８年度の一般会計決算の状況を見ると、

歳入総額３７億３，９００万円、歳出総額３４億８，５００万円で歳入歳出差引額２億５，４０

０万円となっている。まず、歳出の面を見ると、補助費・物件費・維持補修費等が増加したもの

の、建設事業費・積立金・人件費等が減少し、前年度に比べ９，８００万円、率にして２．９％

増加した３４億８，５００万円となっている。これに対する歳入の面を見てみると、町債・県支

出金・繰越金・国庫支出金等が増加したものの、地方消費税交付金、分担金及び負担金、繰入金、
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町税等が減少し、歳入合計は前年度に比べ１億２，６００万円、率にして３．４％増加した３７

億３，９００万円となっている。

財政状況を示す指標を見ると、経常収支比率は前々年度に比べると３．５ポイント改善され前

年度に比べて２．５ポイント増の８４．２％になっている。実質公債費比率（３箇年平均）が１

０．０％と前年度より０．７ポイント改善している。（早期健全化基準２５％以下）将来財政を

圧迫する可能性の度合いを示すという、将来負担比率が６５．１％と前年度より１．９ポイント

上昇している。（早期健全化基準３５０％以下）これはここ数年来の有利な起債の活用など財政

健全化の取り組みの結果が表れたものである。

財政に関しては、着実に健全化の結果が見られている。今日の江府町においては庁舎建設とい

う目標を持って、財政運営にあたることを期待する。また、将来人口減少社会では、地域住民が

力を結集して、その課題の解決に取り組む必要があるといわれる。

江府町が取り組み始めた３０００人の楽しい町づくり事業に、関心と期待を持っている。その

プロジェクトチームで町民の意見を集約してほしい。そして、その実現に向けて職員が一丸とな

って一層努力されることを要望する。

留意事項（１）町税の未納金の徴収に努力されたい。（２）町営住宅の家賃等については、毎

月一度督促をし、一定の成果を得ている。（３）奥大山スキー場の管理運営について検討された

い。その他、詳細につきましては決算審査意見書をご覧ください。以上で監査委員の総括意見と

致します。どうもありがとうございました。

○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。

暫時この場で休憩をいたします。

午前１０時３０分休憩

午前１０時３１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をおはかりいたします。

議長発議として、平成２８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
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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て５名、特別会計決算特別委員会として５名、以

上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、三輪英男議員、川端登志一

議員、長岡邦一議員、上原二郎議員、空場語議員の５名、特別会計決算特別委員会委員には、三

好晋也議員、阿部朝親議員、川端雄勇議員、森田哲也議員、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。

暫時この場で休憩いたします。

午前１０時３３分休憩

午前１０時３４分再開

○議長（川上 富夫君） 再開します。

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、三輪英男議員、副委員長、川端登志一議員。特別会計決算特

別委員会委員長、三好晋也議員、副委員長、阿部朝親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いたします。

一般会計決算特別委員会は議案第７８号を、特別会計決算特別委員会は議案第７９号から議案
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第９３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９４号 から 日程第２５ 議案第９７号

○議長（川上 富夫君） 続きまして日程第２２、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２５、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）まで以上４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。

○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） 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

いてでございます。

本案は、公営住宅法施行令及び住宅地区改良法施行令の一部を改良する政令及び公営住宅法施

行規則及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規

則の一部を改正する省令が交付されたことに伴い、江府町営住宅設置及び管理に関する条例を改

正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

案いたすものでございます。

続きまして、議案第９５号でございます。辺地に係る公共的施設の総合整備計画についてでご

ざいます。本案は、江府町御机・下蚊屋辺地において、平成２９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、また江府町俣野辺地において平成２７年度から３年間の公

共施設の総合整備計画を変更するものであり、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ございます。

続きまして、議案第９６号でございます。江府町過疎地域自立促進計画の変更についてでござ

います。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

てハード事業１件を変更し、ソフト事業１件、ハード事業３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いたすものでございます。

続きまして、議案第９７号でございます。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）でございます。本案は、平成２９年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算の総額にそれ

ぞれ１億７，６０５万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３３億９，７４４万円と
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いたすものでございます。補正いたします主な内容は、歳出につきましては、総務費１，３７３

万９千円の増額、民生費８９１万７千円の増額、衛生費７万６千円の増額、農林水産業費１６１

万３千円の減額、商工費１０８万円の減額、土木費２，０２４万８千円の増額、消防費２４万２

千円の増額、教育費５６万８千円の増額、災害復旧費２９４万８千円の増額、諸支出金１億２，

１００万円の増額、予備費１，１０１万４千円の増額でございます。歳入につきましては、地方

特例交付金１２万３千円の減額、地方交付税８，９３５万６千円の増額、分担金及び負担金１０

０万円の増額、使用料及び手数料３３万６千円の増額、国庫支出金６４０万円の増額、県支出金

４５２万５千円の増額、寄付金９４万円の減額、繰入金１億３，２００万円の減額、繰越金２億

４７２万３千円の増額、諸収入３５万９千円の増額、町債２４２万３千円の増額。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

提案いたすものでございます。なお、内容の詳細につきましては主幹課長より説明させますので、

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

すが、昨日全員協議会において詳細説明もしっかり受けておりますけども、それを踏まえて各課

長の説明を求めます。日野尾住民課長。

○住民課長（日野尾 泰司君） 失礼をいたします。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説明いたします。公営住宅法の改正に伴う公営住宅法施行令及び

公営住宅法施行規則が改正されることに伴いまして、これによって発生する条ずれに対応すべく

条例の一部を改正するものでございます。１枚おはぐりください。改正の内容につきまして説明

いたします。新旧対照表の右側が改正前、左側が改正後でございます。まず条例の第１３条、条

文中の下線部分第１１条とあるところを、第１２条に改正いたします。続きまして、第１５条の

第２項下線部分第８条とあるところを、第７条に改正するものでございます。続きまして、第３

８条下線部分の第１１条とあるところを、第１２条に改正するものでございます。１枚はぐって

いただきまして、第３９条の条文下線部分第１１条とあるところを第１２条に改正するものでご

ざいます。いずれにつきましても条ずれに対応して改正するものでございます。附則としまして、

この条例は公布の日から施行するものでございます。つきましてはこの内容につきまして審議の

上、ご承認をお願い致します。以上です。

○議長（川上 富夫君） 奥田課長。

○庁舎・財務担当課長（奥田 慎也君） 失礼いたします。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でございます。１枚おはぐりください。まずは、御机地区の辺地計画で

－１５－



ございます。当地区におきましてはミネラルウォーターの生産工場があり、第３セクターにおき

まして年間４，０００キロリットルのミネラルウォーターを生産しておりますけれども工場の生

産ラインが経年劣化により老朽化しており、故障が頻繁に発生し、衛生管理の不安や維持費の増

大が続いているため、生産ラインの更新並びに改修を計画いたすものでございます。公共施設の

整備計画の期間でございますけども、平成２９年度から平成３１年度までの３年間としておりま

す。施設名でございます。水加工処理施設設備改良事業でございます。事業費４００万円、財源

内訳、一般財源４００万円、うち辺地債対象予定額４００万円でございます。１枚おはぐりくだ

さい。続きまして、大字俣野池の内地区の辺地計画でございます。広域農道路肩補強工事につい

て変更はございません。新たに追加するものといたしまして、第二共同簡易水道施設の計画をし

ております。同辺地内の池ノ内・尾之上原・日の詰・畑ヶ田に給水地域としておりましたが、井

戸の方の揚水を水源としてのこれまでも上質な水道水を提供して来ましたが、近年井戸の水量が

減少してきており、夏場等の使用量が多い時期には水位が低下することが多くなっておりました。

このため安定的な水量を確保するため施設の整備そのものでございます。公共施設の整備計画の

期間でございますけれども、平成２７年度から平成２９年度までの３年間でございます。変更の

み申し上げます。第二共同地区簡易水道施設整備事業でございます。事業費でございます、２億

５千万円。財源内訳でございます、特定財源、交付ごとでございますが、６，９４９万９千円。

一般財源、１億８，０５０万１千円でございます。うち辺地債の充当予定額が９，１４０万円で

ございます。残りの一般財源につきましては、水道債の起債を予定しておるところでございます。

合計でございます、事業費２億５，５５０万円。財源内訳の特定財源は６，９４９万９千円。一

般財源が１億８，６００万１千円。辺地債の充当額は９，６９０万円でございます。

議案第９６号でございます。江府町過疎地域自立促進計画の変更についてでございます。１枚

おはぐりください。変更前と変更後の表を記載しております。まず１番目の産業の振興分野でご

ざいます。これが変更でございます。がんばる地域プラン事業につきまして変更いたすものでご

ざいます。新たに色彩選別機等の導入を予定しておるところでございます。２番目の交通通信体

系の整備、情報化及び地域間交流でございます。これは新規でございます。市町村道、道路でご

ざいます。江尾貝田三ノ沢線の改良を３０メートル予定しております。地区としましては貝田地

区でございます。自動車等雪上車購入事業、これは除雪車を１台新たに更新するものでございま

す。続きまして、橋梁長寿命化計画でございます。町内の橋梁８１橋の計画を予定しておるとこ

ろでございます。続きまして高齢者の健康及び福祉の向上及び増進についてでございます。介護

老人保健施設に送迎車の購入を予定しております。台数は２台でございます。これはあやめを想
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定しておるところでございます。

続きまして、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）で

ございます。歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７，６０５万９千円を追加し、歳入

歳出の総額にそれぞれ３３億９，７４４万円といたすものでございます。１枚おはぐりください。

歳入について主なものを申し上げます。款５０番．地方交付税でございます。地方交付税につき

ましては８，９３５万６千円の増でございます。款７０番．国庫支出金でございます。項５番の

国庫負担金につきましては２４０万の増額でございます。同じく国庫補助金につきましては４０

０万の増額でございます。９０番の繰入金でございます、基金繰入金といたしまして１億３，２

００万の減となっております。これは財政調整基金からの繰り入れを減額いたしたものでござい

ます。繰越金でございます、２億４７２万３千円の増でございます。町債でございます、新たに

２４２万３千円を追加いたすものでございます。歳入合計が１億７，６０５万９千円といたすも

のでございます。歳出でございます、総務費でございます。総務管理費１，３７３万９千円の増。

民生費でございます、社会福祉費５１２万６千円の増。生活保護費３６４万１千円の増といたす

ものでございます。農林水産業費、農業費１７３万３千円の減でございます。これは繰出金の減

でございます。土木費でございます、道路橋梁費１，１７９万円の増。河川費６５２万２千円の

増。下水道費１９３万６千円の増といたすものでございます。１枚おはぐりください。款５５の

災害復旧費でございます、農林水産業施設災害復旧費でございます。２７０万円の増でございま

す。諸支出金でございます、基金費といたしまして１億２，１００万円の増を予定しております。

予備費といたしまして、１，１０１万４千円の増としております。歳出合計は１億７，６０５万

９千円でございます。続きまして第２表の地方債の補正でございます。まず辺地対策事業債でご

ざいます。補正前が１５０万円でしたけれども、これを２３０万円に８０万円増を予定しており

ます。臨時財政対策債でございますけれども、１億円の額の確定により１億１６２万３千円とい

たすものでございます。補正されなかった額は２億１，８９０万円でございます。合計３億２，

０４０万円を３億２，２８２万３千円といたすものでございます。以降事項別明細書を添付して

おりますので、ご覧の上ご承認いただきますようによろしくお願い致します。

・ ・

日程第２６ 議案第９８号 から 日程第３８ 議案第１１０号

○議長（川上 富夫君） 続きまして日程第２６、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）から日程第３８、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１３議案を一括議
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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） 議案第９８号でございます。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）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出

それぞれ３２万２千円を追加し、予算総額をそれぞれ１５４万３千円といたすものでございます。

前年度繰越金による増額補正でございます。

続きまして、議案第９９号でございます。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）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞ

れ５１８万６千円を追加し、予算総額を４億４，８３９万円といたすものでございます。歳入に

おける補正の主な内容は、退職者医療交付金及び国庫負担金の増額４６９万１千円、これは前年

度の額の確定に伴う増額、また、前年度繰越金として４９万５千円を増額いたすものでございま

す。歳出における主な補正の内容は、保険給付費を１９２万円の増額、これは退職被保険者療養

給付費の増額見込によるものでございます。また予備費を３１４万８千円増額をいたすものでご

ざいます。

続きまして、議案第１００号でございます。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）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それ

ぞれ３０６万６千円を追加し、予算総額を２億２，６１１万４千円といたすものでございます。

歳入においては、前年度繰越金３０６万６千円の増額をいたすものでございます。歳出における

主な補正の内容は、医業費３００万円の増額、これは歯科の義歯委託料見込みによるものでござ

います。また償還金利子及び割引料４８万６千円の増額、これは施設整備費補助金の額の確定に

伴う返還金で、予備費４２万円を減額し、調整いたすものでございます。

続きまして、議案第１０１号でございます。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）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出

それぞれ３，８８７万３千円を追加し、予算総額を６億１，１６９万９千円といたすものでござ

います。歳入においては、前年度繰越金として３，８８７万３千円の増額をいたすものでござい

ます。歳出における主な補正の内容は、諸支出金を１，２１２万円の増額、これは前年度給付額

の確定に伴う介護給付費交付金返還金でございます。また、予備費を２，６７５万３千円増額い

たすものでございます。
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続きまして、議案第１０２号でございます。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）でございます。本案は既定の予算総額に歳入歳

出それぞれ２１万７千円を追加し、予算総額を２３４万１千円といたすものでございます。補正

いたします内容は、歳入において、前年度繰越金として２１万７千円の増額、歳出において予備

費を２１万７千円増額し調整いたすものでございます。

続きまして、議案第１０３号でございます。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）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２２

万４千円を追加し、予算総額を５，６４１万円といたすものでございます。補正いたします内容

は、あやめの空調機器総合点検に伴う故障修繕費で、歳入は一般会計からの繰り入れによるもの

でございます。

続きまして、議案第１０４号でございます。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）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６６万

３千円を追加し、予算総額を４，９２７万８千円といたすものでございます。補正いたします内

容は、歳入において前年度繰越金として６６万３千円の増額、歳出において予備費を６６万３千

円増加し調整いたすものでございます。

続きまして、議案第１０５号でございます。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）でございます。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２５万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億８，１５１万６千円といたすもの

でございます。補正いたします主な内容は、歳入につきましては繰入金７万６千円の増額、繰越

金１７万９千円の増額、歳出につきましては総務費の総務管理費７万６千円の増額、予備費１７

万９千円を増額するものでございます。これは職員手当の増額と繰越金の確定によるものでござ

います。

続きまして、議案第１０６号でございます。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）でございます。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１７９万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億４，９３４万円といたすも

のでございます。補正いたします主な内容は、歳入につきましては繰入金１９６万１千円の減額、

繰越金３７６万円の増額、歳出につきましては総務費の総務管理費８４万９千円の増額、予備費

９５万円を増額するものでございます。これは施設において修繕すべき事項が発生したことと繰

越金の確定によるものでございます。

続きまして、議案第１０７号でございます。平成２９年度鳥取県日野郡江府町林業集落排水事
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業特別会計補正予算（第１号）でございます。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３２万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６４３万６千円といたすものでご

ざいます。補正いたします主な内容は、歳入につきましては繰越金３２万６千円の増額、歳出に

つきましては予備費３２万６千円を増額するものでございます。これは繰越金の確定によるもの

でございます。

続きまして、議案第１０８号でございます。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）でございます。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ３０７万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億１，０５９万１

千円といたすものでございます。補正いたします主な内容は、歳入につきましては繰入金１９３

万６千円の増額、繰越金１１４万２千円の増額、歳出につきましては総務費の総務管理費３０７

万８千円を増額するものでございます。これは施設において修繕すべき事項が発生したことと繰

越金の確定によるものでございます。

続きまして、議案第１０９号でございます。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）でございます。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ４万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を１７４万４千円といたすものでございます。補正

いたします内容は、繰越金の確定にとよるものでございます。

続きまして、議案第１１０号でございます。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）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１４万１千

円を追加し、予算の総額をそれぞれ４８１万７千円といたすものでございます。補正いたします

内容は、前年度繰越金の確定によるものでございます。

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

しくお願いたします。

○議長（川上 富夫君） 以上、提案理由説明が終了いたしました。

・ ・

日程第３９ 陳情書の処理について

○議長（川上 富夫君） 続きまして、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あります。

おはかりします。陳情第５号は教育民生常任委員会に、陳情第６号は総務経済常任委員会に、

－２０－



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２件は、所管の委員会に付託する

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。

午前１１時０８分散会

－２１－
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