
江府町告示第３９号

平成３０年８月３１日

江府町長 白 石 祐 治

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３０年９月６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７回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成３０年９月６日（水曜日）

議事日程

平成３０年９月６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２号 平成２９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７１号 平成２９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７２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歳入歳

出決算認定について

日程第７ 議案第７３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）歳入

歳出決算認定について

日程第８ 議案第７４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）歳入

歳出決算認定について

日程第９ 議案第７５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）

歳入歳出決算認定について

日程第１０ 議案第７６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）歳入歳出決算認定について

日程第１１ 議案第７７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歳入歳出決算

認定について

日程第１２ 議案第７８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歳入歳出決算認

定について

日程第１３ 議案第７９号 平成２９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８０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歳入歳出決算認定

について
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日程第１５ 議案第８１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歳入歳出決算

認定について

日程第１６ 議案第８２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歳入歳出決算

認定について

日程第１７ 議案第８３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歳

入歳出決算認定について

日程第１８ 議案第８４号 平成２９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８５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歳入歳出決算認定

について

日程第２０ 議案第８６号 平成２９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８７号 江府町ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例について

日程第２３ 議案第８８号 江府町介護老人保健施設あやめ空調改修工事契約の締結について

日程第２４ 議案第８９号 平成３０年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第４号）

日程第２５ 議案第９０号 平成３０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２６ 議案第９１号 平成３０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２７ 議案第９２号 平成３０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２８ 議案第９３号 平成３０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２９ 議案第９４号 平成３０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３０ 議案第９５号 平成３０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３１ 議案第９６号 平成３０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）
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日程第３２ 議案第９７号 平成３０年度江府町簡易水道事業会計補正予算（第２号）

日程第３３ 議案第９８号 平成３０年度江府町下水道等事業会計補正予算（第２号）

日程第３４ 議案第９９号 平成３０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３５ 議案第 １００号 平成３０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２

号）

日程第３６ 議案第 １０１号 平成３０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３７ 陳情書の処理について

出席議員（９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 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（１名）

５番 空 場 語

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

事務局長 下 垣 吉 正

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・住民課長 日野尾 泰 司 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 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 代表監査委員 岡 田 雄 成
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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、空場語議員１名ですが、定足

数に達しております。

これより、平成３０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。

なお、日程に先立ち、傍聴の方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、３番 阿部朝親議員、６番 三好晋也議員の両名

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２１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。

・ ・

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月議会以降の議員派遣の報告並びに議会活動報告は、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

につきましては、事務局の方でご覧願います。

続いて町長報告を行います。町長からの報告事項がありましたら、この際お願いします。
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○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

を配付しておりますが、主な事業につきましてご報告させていただきます。

まず１ページ目でございます。第２回区長会を８月２７日に開催いたしました。今回は、７月

に大雨特別警報等の発令もあったことでございます。避難対策・防災訓練などにつきまして説明

をさせていただきまして、意見交換を行ったところでございます。続きまして、集落総合点検で

ございます。７月から９月、そしてまだ１０月にも若干残りますけれども、町内の全集落につき

まして第２回目本年度の集落総合点検を実施しているところでございます。私も現在までに１３

集落出掛けさせていただきました。いろんなお話を聞いております。またご報告の機会もあるか

と思います。今後更に７集落出させていただきまして、大体半数の集落に出掛けさせていただく

ことになる予定でございます。

めくっていただきまして２ページでございます。第６４回鳥取県消防ポンプ操法大会でござい

ますが、第１分団が６位ということで検討されたんですけども、残念ながら全国大会出場は逃し

たというところでございます。その下でございます、先程も申上げましたけれども、７月に大雨

特別警報が出まして、これに対しまして今回補正予算の方で被害の対応についてお願いをしてい

るところでございます。その下でございます、平成３０年度の西部広域の消防圏連合演習を実施

いたしました。これにつきましては、西部の７町村が一緒になりまして、広域で消火の訓練を行

うものでございます。実は、平成３１年度来年度は、江府町の番でございますので、しっかりと

取り組みたいというふうに考えております。

３ページでございます。高齢者顕彰、これからでございますけれども、９５歳以上の高齢者の

お宅を訪問いたしまして記念品を贈ることといたしております。今年度該当者は２８名。例年大

体３０名近くの方が該当でございますので、ほぼ例年通りでございます。

はぐっていただきまして４ページでございます。江府町健康・福祉まつり６月３０日、ちょっ

と前ですけども開催いたしまして、認知症をテーマに映画を見て、その映画の主演された方がそ

の後トークショーに出られまして、会場からもかなり認知症をテーマということでご関心をいた

だいたところでございます。

続きまして５ページ目でございます。７月２８日に支え合いのまちづくり講演会、一番下でご

ざいますけども、これを実施いたしました。これは読んでいただきますと、公益財団法人さわや

か福祉財団というふうに書いておりますけれども、実は会長は堀田力さんという方が会長です。
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今８４歳の方なんですが、お名前はおそらく聞いた方もあるかもしれませんが、実は東京地検特

捜部の検事としてロッキード事件を捜査した方でございます。実は、７月２８日の講演会の前に、

私、上京の機会があったものですから、この財団を訪問して、この会長さんも含めてお話をしま

した。凄い方かなと思ったら、かなり現職を退かれて柔らかい感じで、江府町のお話を色々聞い

ていただきました。そして、さわやか福祉財団は、これからも江府町と一緒にこういうみんなで

支え合う地域づくりについて力をお貸しいただけるということでございます。９月９日に午後１

時から総合健康福祉センターのほうでまた勉強会を開催していただけます。東京から講師も来ら

れます。その後も２回、ですから合計３回町内で勉強会をしていただけますので、是非ご参加を

していただきたい。１回でも結構ですのでご参加をいただきたいと思うところでございます。

めくっていただきまして６ページでございます。一番下、新甘泉収穫式これは何回もご報告申

したところでございますけれども、きのうも報告会がありましたが、１２日には子どもたちにも

給食で食べていただくといったようなことを計画しているところでございます。今後の普及活動

にも力を入れていきたいというふうに考えております。

７ページでございます。大山開山１３００年記念式典、米子市公会堂で開かれまして皇室から

眞子内親王殿下もご臨席を賜りました。光栄なことに下蚊屋の荒神神楽がこのステージで演技を

されました。非常に名誉なことだと思っております。その下に十七夜ございます、例年通りでご

ざいますがかなりの人手で賑ったところでございます。

めくっていただきまして８ページでございます。下の方なんですけども、８月２９日に第２回

の日野町江府町日南町衛生施設組合の定例会が日南町で開催されまして、２９年度の決算認定そ

して３０年度の補正予算をお認めいただいたところでございます。そのすぐ下ですけれども、９

月３日には江府道路の宮ノ谷トンネルの貫通式、これを実施されたところでございます。地元の

方にもかなり振動とか騒音でご迷惑をかけたかもしれませんけども、これで江府道路の進捗が更

に一段と進んだというところでございます。

９ページでございます。中ほどに７月３０日人権・同和問題研修会というのがございます。今

回、部落差別解消推進法の課題と展望ということで、これですね、北口末広先生のご講演をいた

だきました。私も初めて伺ったんですけども、法律の先生で弁護士でもあります。非常に分かり

易くこの法律のことを教えていただきました。とても分かり易い、セクハラを事例に出してどう

いうふうに解釈するかというようなところから素人でも分かるような講演をしていただきまして、

とても勉強になったところでございます。

めくっていただきまして１０ページでございます。上段の一番下なんですけども、８月５日に
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これからの江府小中学校の在り方を考える懇談会、私も住民対象の所に参加いたしました。義務

教育学校であるとか、小中一貫校についてのお話をしたところ、やはり直接関心のある方からは

いろんな質問も出されておりました。この議会中にもご説明を申し上げますので、また注意して

お聞きいただければと思います。

１１ページでございます。中ほどよりちょっと下に７月１日図書館リニューアルというのがご

ざいます。お気づきになったかもしれませんけれども、図書館内の配置換えが行われまして、ち

ょっと広めのスペースが出来たかなというふうに思っております。工夫がされております。併せ

まして書いてはありませんけども、７月１６日から本の貸し出し数が無制限になりました。１４

日以内ですけども無制限で借りられるということでございます。更なる利用を期待したいと思っ

ております。１１ページの一番下ですけれども、歴史民俗資料館これが８月１６日から１８日の

間３日間解放されました。文化財保護審議会の皆さんのご協力もございまして、７０名の方が訪

れていただきました。今後も機会を見つけて開館出来ればというふうに考えております。

最後のページでございます。１２ページでございます。中ほどにありますが、第７０回山陰少

年ソフトテニス選手権大会、１６、２６、２７と３日間とありまして、私、今回は、全部出させ

ていただきましたけれども、やはりコートも一部新しくなりまして子どもたちも元気にテニスに

取り組んでいたというところでございます。以上でございます。簡単ではございますけれども９

月定例会におきましての行政報告とさせていただきます。

○議長（川上 富夫君） ただ今の報告について、ご質問があればお受けいたします。

１番、森田哲也議員。

○議員（１番 森田 哲也君） 先程も町長の方から報告がありましたが、７月３０日の人権・同

和問題研修会、北口先生の講習会の件ですが、前も１回聞いたような気がしてますけれども、非

常にさっき言われた通り、分かり易く法律がこんなにスッと入ってくるような話し方っていうの

は無いなと関心を改めてしたところですが、ただ残念だったのは、ここ参加者４３名ということ

になります。会場も防災センターということで狭い所、前回は確か、山村開発センターで聞いた

ような気がするんですが、やっぱり講師の内容、人によってっていうのは言い方が悪いんですけ

れども、やっぱりもっとしっかりと人が参加できるような体制なり環境を作っていくべきではな

いか、小地域懇談会でいつも出るのは、参加者の固定化とかなかなか人数が集まらない、いうよ

うな話をいつも伺います。こういったところで、やっぱしそういったところを打破していくよう

な参加者を増やすような努力を今後されていくべきじゃないかなというふうに思いましたので、

ご参考にお聞き取りいただければと。
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○議長（川上 富夫君） よろしくお願いいたします。

他にございますか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○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２号

○議長（川上 富夫君） 日程第４、報告第２号、平成２９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。町長から報告を願います。

○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） 担当課長の方から説明させます。

○議長（川上 富夫君） では、課長の方から報告を願います。

奥田課長。

○庁舎・財務担当課長（奥田 慎也君） 失礼いたします。報告第２号でございます。平成２９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。１

枚おはぐりください。平成２９年度財政の健全化判断比率報告書でございます。実質赤字比率は

ございません。連結実質赤字比率もございません。実質公債費比率でございますけれども、平成

２９年度におきましては１０．７％となっております。ちなみに早期健全化基準は２５． ０％で

ございます。将来負担比率でございますけれども６９．６％でございます。同じく早期健全化基

準につきましては３５０％でございますんで、いずれも以内ということになっております。続き

まして、平成２９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、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、いずれも資金不足はご

ざいませんので０％ということでございます。以上でございます。

○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２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。

・ ・
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日程第５ 議案第７１号 から 日程第２０ 議案第８６号

○議長（川上 富夫君） 日程第５、議案第７１号、平成２９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８６号、平成２９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（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７１号から８６号まで平成２９年度鳥取県日野郡江府町一般会計

から平成２９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ご説明申

し上げます。

議案第７１号から８６号までの１６議案につきましては、それぞれ平成２９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２９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ござい

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、比率はほぼ横ばいの状況となっており

ます。本町の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１０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） 岡田雄成君お願いします。

○代表監査委員（岡田 雄成君） 失礼をいたします。去る７月１０日から８月３日までの９日間、

決算審査を長岡監査委員と実施いたしました。
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平成２９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。また予算の執行及び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、歳入歳出審査意見書の最後の項目をご覧ください。

６．総括（１）平成２９年度の一般会計決算の状況を見ると、歳入総額３７億７０７万１千円、

歳出総額３５億４，４１８万１千円で歳入歳出差引額１億６，２８９万円となっている。この内

１，３００万円が繰越明許費繰越額で、実質収支額が１億４，９８９万円である。まず、歳出の

面を見ると、積立金、建設事業費、人件費等が増加したものの、補助費、物件費、扶助費等が減

少し、前年度に比べ５，８８２万３千円、率にして１．７％増加した３５億４，４１８万１千円

となっている。これに対する歳入の面を見てみると、県支出金、繰越金、寄付金、分担金及び負

担金等が増加したものの、町債、地方交付税、国庫支出金、町税等が減少し、歳入合計は、前年

度に比べマイナス３，１８９万８千円、率にして０．９％減少した３７億７０７万１千円となっ

ている。

江府町の頼みの綱である平成２９年度地方交付税は、総額１３億８，６７８万５千円と前年度

に比べマイナス８，１６１万７千円になっている。また、基準財政収入額の町税も７億４，１６

４万円で、前年度に比べマイナス１，２８８万２千円となっており、地方交付税の伸びが心配で

ある。今後、国の動向を注視したい。

（２）財政状況を示す指標を見ると、経常収支比率は前年度に比べて４．５ポイント増の８⒏

７％になっている。実質公債費比率（３箇年平均）が１０．７％と前年度より０．７ポイント増

加している。（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６９．６％と前年度より４．５ポイント上昇している。（早期健全化基準３５０％

以下）

また、地方交付税の算定の基礎になっている基準財政需要額が１７億６，７３１万１千円で、

前年度に比べマイナス２，００６万円になっている。全般的に少しずつではあるが、財政状況を

示す指標に悪化の兆しが見えている。特に経常収支比率が８８．７％は注意を要する。県内市町

村の経常収支比率は、平成２８年度で平均８９．３％である。

（３）将来の町財政に好影響を及ぼす旧明倫小学校用地購入では、地権者の方のご理解をいた

だき宅地他３，２２２㎡を６７８万７千円で購入することができた。

（４）自然災害の脅威には、近年驚かざるを得ない。江府町は、たまたま被害が少なかったも
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のの条件がそろえば、この江府町も被害が甚大である。職員一人ひとりがそのことを肝に銘じて

対処されたい。とりわけ新庁舎建設も昨今の水害被害を視野に入れた対策を望みます。

町民の健やかな生活の安心・安全の確保を目指して、努力されることを切望します。

７．留意事項（１）小・中学校の通学路を点検し安全を確保されたい。

保育園裏山の地すべり等の危険はないか今一度見直されたい。また、江府町で起こりうる災害

は、各集落によってまちまちと考えます。集落ごとの災害対策や避難所などを今一度見直された

い。（２）町税、国民健康保険税、上下水道等の未収金の徴収窓口が別々である。連携や一本化

に向け検討されたい。（３）保育園の遊戯室空調等改修工事は、決算額３６１万８千円で結果的

に異常な暑さの前に施工ができた。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いたします。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。

暫時この場で休憩いたします。

午前１０時３２分休憩

午前１０時３６分再開

○議長（川上 富夫君） それでは再開いたします。

・ ・

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２９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、こ

れ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。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 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、報告をお願いします。

暫時この場で休憩いたします。

午前１０時３４分休憩

午前１０時３７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、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付託いたします。

一般会計決算特別委員会は議案第７１号を、特別会計決算特別委員会は議案第７２号から議案

第８６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８７号 から 日程第２４ 議案第８９号

○議長（川上 富夫君） 続きまして日程第２２、議案第８７号、江府町ふるさと応援基金条例の

一部を改正する条例についてから、日程第２４、議案第８９号、平成３０年度鳥取県日野郡江府

町一般会計補正予算（第４号）まで、以上３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（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８７号でございます。江府町ふるさと応援基金条例の一部を改正

する条例についてでございます。

本案は、ふるさと応援基金を財源に行う事業項目として、新たに、新庁舎建設に関する事業を

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

提案いたすものでございます。

続きまして、議案第８８号でございます。江府町介護老人保健施設あやめ空調改修工事契約の

締結についてでございます。本案は、江府町介護老人保健施設あやめの空調設備を全面改修する

ため、請負契約を締結いたすものでございます。地方自治法第９６条第１項第５号及び江府町議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決

を得たく提案いたすものでございます。なお、工期につきまして相当の期間を要しますので、こ

の議案につきましては、先議いただきますようお願いいたします。

続きまして、議案第８９号でございます。平成３０年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算

（第４号）でございます。本案は、平成３０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７，２７２万８千円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３３億３，７５０万

４千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、歳出につきましては、総務費４

５３万１千円の増額、民生費２，５９４万８千円の増額、衛生費３，１０４万円７千円の減額、

農林水産業費５８７万９千円の増額、商工費１４５万１千円の増額、土木費３７１万４千円の減

額、消防費７５万６千円増額、教育費１３３万円の増額、災害復旧費３，２００万円の増額、公

債費１６１万３千円の減額、予備費３，７２０万７千円の増額。歳入につきましては、地方特例

交付金６万２千円の減額、地方交付税４，１０５万２千円の増額、分担金及び負担金６８５万円

の増額、国庫支出金８２６万３千円の増額、県支出金１，３５４万６千円の増額、繰入金４，６

８０万円の減額、繰越金７，９８９万円の増額、諸収入１２万９千円の増額、町債３，０１４万

円の減額。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

管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。

日野尾課長。
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○会計管理者・住民課長（日野尾 泰司君） 失礼いたします。そうしましたら、議案第８７号、

江府町ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例について説明をいたします。本件は、江府町

ふるさと応援基金条例で規定されている寄付金を財源として行える事業の１つについて改正を行

うものでございます。１枚おはぐりください、新旧対照表の右側が改正前、左側が改正後でござ

います。条例の第２条におきまして、改正後の下線部分の通り、新規に（６）新庁舎建設に関す

る事業を新規に追加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。議案第８７号につきましては、以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 生田保健課長。

○福祉保健課長（生田 志保君） 失礼します。議案第８８号、江府町介護老人保健施設あやめ空

調改修工事契約の締結についてご説明を申し上げます。本案は、介護老人保健施設あやめの空調

設備老朽化に伴い、全面改修を行う為、工事請負契約を締結いたすものであります。次のページ

をご覧ください。契約の目的です、江府町介護老人保健施設あやめ空調改修工事。工事内容は、

機器の対応年数超過に伴って、現在、ガス・電気２種類の熱源によっているものから、全館電気

に統一を改修いたすものです。契約の方法 指名競争入札。契約金額１億２，５２８万円。内、

消費税及び地方消費税９２８万円。契約の相手方 鳥取県米子市東福原３丁目８番１４号 株式

会社中電工米子営業所 所長 田淵明彦。議案第８８号についての説明は以上です。

○議長（川上 富夫君） 奥田庁舎・財務担当課長。

○庁舎・財務担当課長（奥田 慎也君） はい、議案第８９号でございます。補正予算第４号でご

ざいます。款につきましては、先程町長から説明がございましたので、項の主なものについてご

説明申し上げます。１枚おはぐりください、歳入でございます、地方交付税４，１０５万２千円

の増、分担金及び負担金、分担金６８５万円の増。国庫支出金、国庫負担金７５１万３千円の増。

県支出金、県補助金１，３４５万４千円の増。繰入金、基金繰入金４，６８０万円の減。繰越金

７，９８９万円の増。町債３，０１４万円の減。計７，２７２万８千円でございます。歳出でご

ざいます、総務管理費４５０万１千円の増。民生費、社会福祉費１，７２４万７千円の増。児童

福祉費５２８万７千円の増。生活保護費３４１万４千円の増。衛生費でございます、上水道費３，

１２４万７千円の減。農林水産業費、農業費５２１万７千円の増。土木費、道路橋梁費６２５万

８千円の増。下水道費１，０４７万２千円の減。災害復旧費、農林水産業施設災害復旧費１，５

００万円の増。公共土木施設災害復旧費１，７００万円の増。公債費１６１万３千円の減。予備

費３，７２０万７千円の増。合計７，２７２万８千円でございます。１枚おはぐりください、地

方債補正でございます。一般事業債２，０００万円から１，１８０万円、８２０万円の減。これ
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は庁舎建設費の減によるものによります。公共施設等適正管理推進事業費３，７１０万円から４，

８１０万円、１，１００万円の増。これは、庁舎建設の案分による増減でございます。辺地対策

事業債３，４４０万円が９０万円、３，３５０万円の減。これは、企業会計に振り替えたための

減でございます。過疎対策事業１億４，２８０万円が１億４，６２０万円、３４０万円の増。こ

れが日野病院の電子カルテによる増でございます。臨時財政対策債１億円、９，３２６万円、６

７４万円の減。これは、額の確定によるものでございます。災害復旧費３，９００万円。これは、

７月の大雨災害によるものでございます。補正されなかった額が２００万円でございます。合計

３億３，６３０万円を３億６１６万円といたすもので、３，０１４万円の減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２５ 議案第９０号 から 日程第３６ 議案第１０１号

○議長（川上 富夫君） 続きまして日程第２５、議案第９０号、平成３０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３６、議案第１０１号、平成

３０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１２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９０号でございます。平成３０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２５万１千円を追加し、予算総額をそれぞれ１８４万４千円といたすものでございます。

補正いたします内容は、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９１号でございます。平成３０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８５９万４千円を追加し、予算総額を３億６，１４１万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、県支出金の増額６６万６千円、これは、保険給付費交付金の増額、ま

た、前年度繰越金として７９２万８千円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、総務管理費２７万円、療養給付費３９万６千円、予備費３万５千円をそれぞれ増額、ま

た、昨年度負担金等返還に伴い、償還金を７８６万７千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９２号でございます。平成３０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６５万２千円を追加し、予算総額を２億３，２０５万１千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６５万２千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、需要費５万円の増額、償還金利子及び割引料４８万６千円の増額、これは、県補助

金の還付額確定に伴う返還金、予備費１１万６千円を増額し、調整いたすものでございます。

続きまして、議案第９３号でございます。平成３０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３，９２１万１千円を追加し、予算総額を６億３，１５７万７千円といたすものでござい

ます。歳入におきましては、前年度繰越金として３，９２１万１千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、前年度給付額の確定に伴う介護給付費交付金返還金等

２，１６１万３千円、一般会計繰出金２０８万６千円の増額です。また、地域支援事業費１０１

万６千円の増額、予備費１，４４９万６千円を増額し調整いたすものでございます。

続きまして、議案第９４号でございます。平成３０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８万４千円を追加し、予算総額を２２４万３千円といたすものでございます。補正い

たします内容は、歳入におきましては、前年度繰越金として８万４千円の増額、歳出におきまし

ては、予備費を８万４千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９５号でございます。平成３０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８２万２

千円を追加し、予算総額を５，２５２万２千円といたすものでございます。補正いたします内容

は、歳入におきましては、前年度繰越金として８２万２千円の増額、歳出におきましては、予備

費を８２万２千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９６号でございます。平成３０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）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３５３万２千円

を追加し、予算の総額を８，３０３万４千円といたすものでございます。補正いたします内容は、

歳入におきましては、繰越金を３５３万２千円増額し、歳出におきましては、予備費を３５３万

２千円増額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３０年度江府町簡易水道事業会計補正予算（第

２号）でございます。本案は、収益的収支につきましては、水道事業収益２４８万６千円を増額、
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また水道事業費用を２４８万６千円増加し、補正後の予算額を、それぞれ水道事業収益７，５６

５万５千円、水道事業費用を１億１，４０１万２千円といたすものでございます。また、資本的

収支につきましては、資本的収入２，０００万円を増額、資本的費用を２，０００万円増額し、

補正後の予算額はそれぞれ資本的収入１億７，７９２万８千円、資本的費用１億９，９０４万円

といたすものでございます。補正いたします主な内容は、宮市原水位計修繕、第二共同地区施設

整備費の増額、負担金を企業債に組み替えをするなどとなっております。

続きまして、議案第９８号でございます。平成３０年度江府町下水道等事業会計補正予算（第

２号）でございます。本案は、収益的収支につきましては、下水道事業収益を８３７万８千円増

額、また、下水道事業費用を１，２６４万６千円増額し補正後の予算額をそれぞれ下水道事業収

益１億５，１８０万７千円、下水道事業費用２億２，２８７万７千円といたすものでございます。

また、資本的収支につきましては、資本的収入の出資金を企業債へ組み替えいたすものでござい

ます。補正いたします主な内容は、マンホールの嵩上げ、預託金、職員手当の増額などとなって

おります。

続きまして、議案第９９号でございます。平成３０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、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１５万円を追

加し予算総額をそれぞれ２６３万円といたすものでございます。補正いたします内容は、江尾字

柳谷の利用間伐協力金１３万９千円と繰越金の確定に伴うものでございます。

続きまして、議案第１００号でございます。平成３０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１１万８

千円を追加し、予算の総額を２９６万１千円といたすものでございます。補正いたします内容は、

歳入におきましては、土地及び立木売り払い代金１２０万８千円を減額し、繰越金を１３２万６

千円増額し、歳出におきましては、負担金補助及び交付金を９万３千円増額、予備費を２万５千

円増額いたすものでございます。

最後です、議案第１０１号でございます。平成３０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、既定の予算総額内で歳入の財源組替えをいたすも

のでございます。歳入における補正の主な内容は、繰越金２２万９千円の減額、また基金繰入金

として２２万９千円増額いたすものでございます。以上、特別会計・公営企業会計補正予算１２

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いたします。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。
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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。

・ ・

日程第２３ 議案第８８号

○議長（川上 富夫君） 続きまして、日程第２３、議案第８８号、江府町介護老人保健施設あや

め空調改修工事契約の締結について、以上１件を議題とし、本案の審議を先議いたします。

日程第２３、議案第８８号、江府町介護老人保健施設あやめ空調改修工事契約の締結について。

議案第８８号の質疑を行います。

８番、上原議員。

○議員（８番 上原 二郎君） この度、あやめにですね、１億２，５００万の空調設備がいると

いうことでやるわけですが、テレビの報道にもあったように定期点検をしてなかったということ

で、エアコンが壊れて亡くなられた方がおられるという痛ましいことがありました。大きな費用

１億２，０００とありますが、今後その契約によりますと６０万以下の費用については、指定管

理者持ちと、それ以外については、町の負担ということになっていますが、今後そのエアコンっ

ていいますか、空調設備について車のような決められた点検があるのかどうか、その内容と金額

はどうなるのか、見通しですね、その辺を教えてください。

○議長（川上 富夫君） 答弁を求めます。

生田福祉保健課長。

○福祉保健課長（生田 志保君） 失礼します。まず、エアコンの点検ということでしたけれども、

定期点検、１年に１回必ず行うようになっております。それが個々に出来ていなかったというこ

とがありましたが今後は点検については、全て指定管理者のほうで行うように話をしております。

但し、まだ契約に至っておりませんので、完成後に点検の契約をして金額を確定するということ

になります。以上です。

○議長（川上 富夫君） ８番、上原議員。

○議員（８番 上原 二郎君） 定期点検を１年に１回ということで、今まではあまりきちんとで

きていなかったということのようですが、その定期点検については指定管理者側がそれというこ

とで調整といいますか、そういうことで話をしているということですが、それは金額いかんに関

わらず６０万以上でも指定管理者側が実施すると、自分でするという解釈でよろしいでしょうか。

○議長（川上 富夫君） 白石町長、いいですか。課長の方が、生田課長。

○福祉保健課長（生田 志保君） はい、おっしゃる通りの解釈でよろしいと思います。

○議長（川上 富夫君） 上原議員。
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○議員（８番 上原 二郎君） 非常にいいと思いますが、それは解釈という観点からじゃなく、

何か契約書かなんかをきちっと交わすということでありますか。

○議長（川上 富夫君） 保健課長。

○福祉保健課長（生田 志保君） はい、もうすでに話はしておりますが、契約はまだ結んでおり

ませんけれども、その約束で進んでおります。

○議長（川上 富夫君） よろしいでしょうか。８番、上原議員。

○議員（８番 上原 二郎君） 今までの空調設備は１２年経過しとるということで、老朽化して

経年劣化もあって変えざるを得ないということですが、今回電源を電気だけにしたということで、

１２年より持つんじゃないかなという想定はしてます。どれくらいの持つという想定の空調設備

でしょうか。

○議長（川上 富夫君） 答弁求めます。生田福祉保健課長。

○福祉保健課長（生田 志保君） はい、ランニングコストがもちろんもっとも安くなる方法を選

びましたが、耐用年数については、適正な点検と適正な使用をすれば２０年程度は間違いなくも

つであろうというふうに聞いております。

○議長（川上 富夫君） よろしいでしょうか。他にはございませんか。

〔「異議なし」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８８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３７ 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３７、陳情書の処理についてを議題とします。

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３号は、教育民生常任委員会に、第４号、第５号は、総務経済常任委
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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３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、散会とします。ご苦労様でした。

午前１１時０８分散会
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