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【【【【本日の会議に付した案件】】】】    

日 程 第 １．会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２．会期決定の件 

日 程 第 ３．行政報告について 

日 程 第 ４．発議第３号 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書

について 

日 程 第 ５．報告第２号 平成 25 年度佐用町繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第６ ．報告第３号 平成 25 年度佐用町水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

日程第７ ．報告第４号 平成 26 年度佐用町農業共済事業特別会計における弾力条項の適用に

ついて 

日 程 第 ８．承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町一般会計

補正予算第６号 専決第１号） 

日 程 第 ９．承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町国民健康

保険特別会計補正予算第４号 専決第２号） 

日程第 10．承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町後期高齢

者医療特別会計補正予算第２号 専決第３号） 

日程第 11．承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町介護保険

特別会計補正予算第３号 専決第４号） 

日程第 12．承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町朝霧園特

別会計補正予算第３号 専決第５号） 

日程第 13．承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町簡易水道

事業特別会計補正予算第４号 専決第６号） 

日程第 14．承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町特定環境

保全公共下水道事業特別会計補正予算第４号 専決第７号） 

日程第 15．承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町生活排水

処理事業特別会計補正予算第３号 専決第８号） 

日程第 16．承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町西はりま

天文台公園特別会計補正予算第４号 専決第９号） 

日程第 17．承認第 10 号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町笹ヶ丘荘

特別会計補正予算第２号 専決第 10 号） 

日程第 18．承認第 11 号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町歯科保健

特別会計補正予算第３号 専決第 11 号） 

日程第 19．承認第 12 号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町宅地造成

事業特別会計補正予算第２号 専決第 12 号） 

日程第 20．承認第 13 号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町石井財産

区特別会計補正予算第１号 専決第 13 号） 

日程第 21．議案第 47 号 兵庫県佐用郡佐用町・宍粟市三土中学校事務組合の解散について 

日程第 22．議案第 49 号 町道路線の変更について 

日程第 23．議案第 50 号 工事請負契約の締結について 

日程第 24．議案第 51 号 佐用町移動通信用施設条例の一部を改正する条例について 

日程第 25．議案第 52 号 佐用町税条例等の一部を改正する条例について 

日程第 26．議案第 53 号 佐用町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について 

日程第 27．議案第 54 号 平成 26 年度佐用町一般会計補正予算案（第１号）の提出について 

日程第 28．委員会付託について 
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午前０９時３０分 開会 

 

議長（石黒永剛君）    皆さん、おはようございます。 

    町当局関係者ご出席のもと、第 60 回定例会の開会にあたり、一言御挨拶を申し上げま

す。 

    日、一日とアジサイの色も濃くなり、梅雨入りを感じます。 

    議員各位におかれては、日々議員活動にご精励のことと推察いたします。 

    先日は、全国議長会及び兵庫県議長会より、自治功労の栄誉に浴された議員の皆さん、

心よりお祝い申し上げます。おめでとうございました。 

    過疎・高齢化の進行により、地域の活力が失われつつある今日、議会に課せられた責務

は非常に大きいものがあります。どうか、議員各位にはより一層のご研さんを賜りますよ

うお願いいたします。 

    さて、今期定例会には、議員発議案件が１件、報告３件、専決処分の承認が 13 件、条

例に関する案件が３件、平成 26 年度一般会計補正予算案１件、その他、一部事務組合の

解散に関する案件など３件で、24 件が付議されております。 

    何とぞ、議員各位には、これら諸案件につき慎重なるご審議を賜り、適切妥当なる結論

が得られますようお願いし、開会の御挨拶といたします。 

    町長、御挨拶願います。庵逧典章君。 

 

町長（庵逧典章君）    皆さん、改めまして、おはようございます。 

    早朝からのご参集、誠に御苦労様でございます。開会に当たりまして一言御挨拶をさせ

ていただきます。 

    本日から 15 日間の会期で開会をいただきます本６月定例議会には専決をさせていただ

きました 25 年度の各会計の最終補正予算、また、河川改修工事に伴います町水道の取水

施設の工事の請負契約の締結、先の議員協議会で、いろいろと説明をさせていただいてお

ります上月地区における保育園の新築工事に伴います 26 年度の一般会計の補正予算等、

たくさんの案件を提案をさせていただいております。それぞれ十分にご審議をいただきま

して、適切妥当な結論をいただきますように、どうぞよろしくお願いを申し上げまして、

御挨拶とさせていただきます。 

 

議長（石黒永剛君）    ただ今の出席議員数は定足数に達しておりますので、これより第

60 回佐用町議会定例会を開会します。 

    なお、今期定例会のために地方自治法第 121 条の規定により出席を求めた者は、町長、

副町長、教育長、各課長、各支所長、並びに天文台公園長であります。 

    なお、本日、１名の傍聴申し込みがあります。庁舎増築工事のため、臨時の傍聴席とな

っておりますが、傍聴者におかれましては、傍聴中守らなければならない事項を遵守いた

だき、静粛に傍聴いただきますようにお願いておきます。 

    これより、本日の会議を開きます。 

    ただちに日程に入ります。 

 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

議長（石黒永剛君）    日程第１は会議録署名議員の指名であります。 
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    会議録署名議員は、会議規則第 121 条の規定により議長より指名をいたします。 

    ３番、小林裕和君。４番、廣利一志君。以上の両君にお願いいたします。 

 

 

日程第２．会期決定の件 

 

議長（石黒永剛君）    続いて日程第２、会期の決定の件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６月 10 日から６月 24 日までの 15 日間とい

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（石黒永剛君）    ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は本日６月 10

日から６月 24 日までの 15 日間と決定いたしました。 

 

 

日程第３．行政報告 

 

議長（石黒永剛君）    続いて日程第３に入ります。 

    これより行政報告に入ります。 

    町長、行政報告ありますか。 

 

町長（庵逧典章君）    今回、予定はいたしておりませんので、よろしくお願いします。 

 

議長（石黒永剛君）    以上のようなことであります。 

    なお、あらかじめ申し上げておきますが、以降の議案書は、予定案件として前もって配

付しており、ご熟読のことと思いますので、会議の進行上、議案朗読を省略したいと思い

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（石黒永剛君）    ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 

 

 

日程第４．発議第３号 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書に

ついて  

 

議長（石黒永剛君）    続いて日程第４、発議第３号、集団的自衛権行使を容認する解釈改

憲を行わないことを求める意見書についてを議題といたします。 

    発議第３号について、提出者の説明を求めます。８番、金谷英志君。 

 

８番（金谷英志君）    発議第３号、集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないこと

を求める意見書提出について、提案説明いたします。 

    集団的自衛権行使については、元防衛庁幹部や改憲派の憲法学者、自民党関係者から異

論が続出しています。 
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    元防衛庁防衛研究所長で新潟県加茂市長の小池清彦氏は新聞社のインタビューに答えて、

集団的自衛権の本質は一つです。米国が第三国から攻撃を受ければ、日本はその第三国か

ら攻撃を受けていないにもかかわらず、その国との戦争に参加する。それだけです。いく

ら日本が“限定的ですから”といったところで相手国に通用するはずもない。いったん攻

めれば全面戦争を覚悟しなくてはならない。それは軍事の常識です。と述べており。 

    また、憲法改定論者で知られる憲法学者の小林節、慶応大学教授は、集団的自衛権の行

使を容認したいのなら、憲法解釈の変更などという軽い手法ではなく、正々堂々と改憲を

国民に提起すればいい。立憲主義は守るべきとの見解です。 

    自民党元幹事長の加藤紘一氏は、第二次世界大戦で失墜した日本への世界の信頼は憲法

９条によって回復したところが大きい。二度と銃は持たないというのが守るべき日本の立

場だと述べています。 

    安保法制懇が解釈改憲の理由として挙げているのは、安全保障環境の変化ですが、その

内容は、１、テロや大量破壊兵器、サイバー攻撃。２、中国の軍事力増強。３、日米同盟

の進化。４、アジア太平洋地域の多国間安全保障協力の枠組み拡大。５、紛争対処、平和

構築や復興支援。６、自衛隊の海外活動拡大として、従来の憲法解釈では十分に対応する

ことができない状況に立ち至っていると結論づけています。 

    しかし、なぜ不十分なのか、具体的な説明は何もありません。 

    例えば中国の軍事力が増強をしばしば口実として持ち出されますが、尖閣諸島問題は日

本の施政下での問題であり、集団的自衛権とは無関係です。 

    ５月中旬に行われたマスコミの世論調査で、あたなは集団的自衛権行使に賛成ですか、

反対ですか、という設問に、毎日の調査では、賛成が 39 パーセントで、反対が 54 パー

セント。時事通信の調査では、賛成が 37 パーセント、反対が 50 パーセントとなってお

り、安倍首相の推進姿勢をマスコミが取り上げる中でも、多数の国民が解釈改憲を危惧し

ています。 

    以上、議員各位の賢明な判断をお願いして、提案説明といたします。 

 

議長（石黒永剛君）    発議に対する提出者の説明が終わりました。 

    これより質疑に入りますが、発議第３号は、総務常任委員会に付託を予定しております。

委員会付託をお含みの上、質疑をお願いいたします。質疑はありますか。ありませんか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結いたします。 

    ただ今、議題としております発議第３号は、会議規則第 37 条の規定により、総務常任

委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（石黒永剛君）    ご異議なしと認めます。よって発議第３号、集団的自衛権行使を容

認する解釈改憲を行わないことを求める意見書については、総務常任委員会に付託するこ

とに決定いたしました。 

 

 

日程第５．報告第２号 平成 25 年度佐用町繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第６．報告第３号 平成 25 年度佐用町水道事業会計予算繰越計算書の報告について 
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日程第７．報告第４号 平成 26 年度佐用町農業共済事業特別会計における弾力条項の適用につ

いて 

 

議長（石黒永剛君）    続いて日程第５に入ります。 

    日程第５、日程第６、日程第７を一括議題とします。これにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（石黒永剛君）    ご異議なしと認めます。よって日程第５、報告第２号、平成 25 年

度佐用町繰越明許費繰越計算書の報告について。及び、日程第６、報告第３号、平成 25

年度佐用町水道事業会計予算繰越計算書の報告について。及び、日程第７、報告第４号、

平成 26 年度佐用町農業共済事業特別会計における弾力条項の適用についての３件を一括

議題といたします。 

    町長より報告があります。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程をいただきました報告第２号、第３号、第

４号につきましてご報告を申し上げます。 

    まず、報告第２号、平成 25 年度佐用町繰越明許費繰越計算書の報告につきまして、繰

越明許費の財源が確定いたしましたのでご報告申し上げます。 

    まず、一般会計でございますが、子ども子育て支援システム整備事業など 10 事業、繰

越額合計２億 3,012 万 7,000 円の財源内訳は、国県支出金 9,567 万 6,000 円、地方債

8,390 万円、一般財源が 5,055 万 1,000 円でございます。 

    簡易水道事業特別会計につきましては、簡易水道事業の繰越額 160 万円の財源内訳は、

その他特定財源として水道管移設補償費 160 万円でございます。 

    特定環境保全公共下水道事業特別会計につきましては、特定環境保全公共下水道事業の

繰越額 160 万円の財源内訳は、その他特定財源として下水道管移設補償費 160 万円でご

ざいます。 

    次に、報告第３号、平成 25 年度佐用町水道事業会計予算繰越計算書の報告につきまし

て、予算繰越の財源が確定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。 

    内訳でございますが、資本的支出、建設改良費において、県河川災害復旧工事の進捗状

況と整合させるため、家内橋橋梁添架の水管移設事業で 2,000 万円を予算繰越し、財源

内訳は、工事負担金いわゆる県補償費で 2,000 万円でございます。 

    次に、報告第４号、平成 26 年度佐用町農業共済事業特別会計における弾力条項の適用

についてのご説明を申し上げます。 

    佐用町農業共済事業の畑作物共済勘定におきまして、単位当たり共済金額の変更に伴い、

畑作物過年度損益修正損の支払いに不足が生じたため、平成 26 年６月２日付で弾力条項

を適用いたしましたことをご報告申し上げるものであります。  

    適用につきましては、資料の３ページ、収入では事業収益として畑作物過年度損益修正

益 13 万 2,000 円、支出では事業費用として畑作物過年度損益修正損 13 万 2,000 円のそ

れぞれ増額でございます。 

    地方公営企業法第 24 条第３項の規定によりご報告を申し上げるものでございます。 

    以上、それぞれご報告を申し上げました。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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議長（石黒永剛君）    報告第２号及び報告第３号、報告第４号について、町長の報告は終

わりました。 

    これから日程第５、報告第２号、平成 25 年度佐用町繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて質疑を行います。質疑はありますか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    26 年度にですね、大分多くの懸案が繰越明許されたわけでござい

ますけれど、現場を通ってみてみるにあたって、多賀のところとか小赤松、家内等につい

てはですね、この計画としては、どうなんでしょう。26 年度でおさまるような格好の中

でいくんでしょうか。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、答弁。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    工事につきましては、それぞれ、やはり多くの現場で状況もですね、

工事をしながら地質が悪かったりですね、また、用地の同意がまだ、いただけなかったり

ということで、遅れている分もあります。 

    そういう中で、26 年度を最終年度として、県として、それぞれの事業に鋭意取り組ん

でいただいておりますけれども、若干まあ、そういう特別に遅れているとこにつきまして

はですね、27 年度に、また、繰り越していくという部分が出てくる可能性はあるという

ふうに聞いております。 

    そういう、また、細かい工程につきましては、一応、また、県から精査していただいて

ですね、ご報告を受けたいというふうに思っております。 

 

議長（石黒永剛君）    ほかにありませんか。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、石堂君。 

 

６番（石堂 基君）    はい、すいません。 

    それぞれ補正予算の段階で説明は聞いているのかなと思うんですが、ここで改めてお伺

いをします。 

    この繰越明許決算書に出ている、それぞれ年度内に事業の支出、予算の支出が終わらな

いというめどで、これ 10 事業挙げられているんですけれども、それぞれ簡単に、その年

度内に支出が終わらない理由、経過なんかを、端的に説明していただければ。お願いしま

す。 

 

議長（石黒永剛君）    町長。 
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町長（庵逧典章君）    担当課。それぞれ、（聴取不能）。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、担当課。担当課長。 

 

町長（庵逧典章君）    10 事業、それぞれ、分かれてますから。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、担当課長、お願いいたします。 

 

健康福祉課長（森下 守君）  それでは、私のほうから民生費の関係をご説明申し上げます。 

    子ども子育て支援システムの整備事業でございます。この事業につきましては、25 年

の 12 月の補正のほうでお願いし、1,240 万円補正予算で挙げさせていただきました。 

    この事業につきましては、国からの基金事業で、全額基金の補助ということで設定し、

実際には 27 年４月の目標という形で、それまでにシステム開発ということでございます。 

    で、今の状況から言いますと、そのシステムの内容が、まだ、詳細が確定をしておりま

せんので、今回、26 年度に繰越し、26 年度でシステムを設定して、27 年４月からの運

用ができるように、今回、繰越明許で再度計算書で挙げさせていただいて終えります。民

生費は以上です。 

 

議長（石黒永剛君）    続いて。 

 

〔農林振興課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    横山課長。 

 

農林振興課長（横山芳己君）  農業費の２件につきましては、国の 25 年度の補正予算にかか

わりまして、３月補正で金額を増額しております。で、事業のほうを、26 年度で完成さ

れるという意味での補正でしたので、とりあえず繰越ありきの補正予算ということでの国

の制度になっておりますので、そういうことで繰り越しをしております。 

 

議長（石黒永剛君）    続いてありませんか。 

 

〔建設課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、建設課長。 

 

建設課長（鎌内正至君）  失礼します。 

    土木費でございますが、道路維持事業というのと、橋梁維持事業というのがございまし

て、これは社会資本整備事業で、年度ぎりぎりで補正予算がきた分を繰り越しております。 

    特に、皆さんの選挙期間中に、この駅前停車場福原線とか、三日月の徳平のところの、

ちょっと舗装工事をしていたのが、道路維持事業の補正の分でございます。 

    それと橋梁のほうも、委託と工事費ということで、繰越をしております。 

    それで、道路新設改良事業では、笹ヶ丘公園の管理道の委託と物件補償費ですね、小山

安川線と大願寺本位田線、物件がのきませんでしたので、３割分プラス消費税増額分の繰

越でございます。 
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    橋梁新設改良事業ですが、昨年６月議会で県委託の締結の議決をいただきました。小赤

松橋上部工が 5,929 万 7,000 円と、平福の天神橋と柳屋橋の高欄の工事が県の委託事業

で、これも残りましたので、これも繰り越しをしております。 

    それと河川改良事業は、目高川で、ちょっと地元地権者の了解が、なかなか得られず、

やむを得ず繰り越しをさせていただいております。以上です。 

 

議長（石黒永剛君）    続いて、企画防災課長。 

 

企画防災課長（久保正彦君）  企画防災課からはですね、消防費で、衛星通信ネットワークの

整備事業につきまして、繰り越しをしております。 

    兵庫衛星通信ネットワークにつきましては、県が事業主体となりまして、平成５年度か

ら運用しておるものでございますけれども、20 年が経過した現在、設備の老朽化が進行

いたしまして、通信障害の増加であるとか、修理期間の長期化などですね、信頼性の低下

が懸念されているということで、県下一斉に、この耐用年数を過ぎた設備一式をデジタル

化して更新するというものでございました。 

    これを平成 25 年度事業で予算化をお願いしたものでございますが、県においてですね、

負担金の納入時期が平成 26 年度に変更されたということで繰り越しをして対応するもの

でございます。 

    その下のほうは、西はりま消防組合にかかる同じ通信ネットワーク事業によるものでご

ざいます。以上です。 

 

議長（石黒永剛君）    ほかにありませんか。 

 

〔上下水道課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    上野課長。 

 

上下水道課長（上野耕作君）  すいません。簡水の特別会計及び特環の特別会計でございます

けれども、これにつきましては、県の発注しております多賀橋の添架事業ということで、

県の工事の遅延によりまして、翌年度に繰り越しさせていただいております。 

    それと同じく、 

 

〔石堂君「簡水と特環は、さっき提案説明でやったんでいいです」と呼ぶ〕 

 

上下水道課長（上野耕作君）  ああ、そうですか。いいですか。分かりました。 

 

議長（石黒永剛君）    ほかにありませんか。 

    ないようでありますので、本案に対する質疑を終結いたします。 

    続いて日程第６、報告第３号、平成 25 年度佐用町水道事業会計予算繰越計算書の報告

について質疑を行います。質疑はありますか。ありませんか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようなので、これで本案に対する質疑を終結いたします。 

    続いて日程第７、報告第４号、平成 26 年度佐用町農業共済事業特別会計における弾力
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条項の適用についての質疑を行います。質疑はありますか。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、金谷君。 

 

８番（金谷英志君）    この弾力条項を適用した理由についてお伺いしたいんですけれども、

農業共済については、12 月で２号補正されております。ですから、その補正が、今回、

この今年度、特別補正するのは間に合わなかった、その理由について、状況については、

どうでしょうか。 

    補正予算組んだ後に、こういうふうな、この適用をするような事態になったということ

なんでしょうか。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、答弁願います。 

 

〔農林振興課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、横山課長。 

 

農林振興課長（横山芳己君）  この補正につきましては、平成 25 年産の大豆の共済にかかわ

るものでございます。 

    25 年産の大豆の数量の確定が３月になりますので、それが、確定してから、共済金を

支払うということになりますから、その補正予算、25 年の補正予算にも間に合いません

し、後、26 年の当初予算の計上にも間に合いません。 

    そういう意味で、これ補正になったわけですけれども、要は、内容につきましては、内

容につきましては、経営所得安定対策にかかわる対象者として掛金をかけて被害があった

から保険料を支払ったという方なんですけども、結果としまして、大豆の収穫がゼロだっ

たので、経営所得安定対策に、そもそもは入れなかったという状況でございます。 

    で、掛金は、安定対策に入っておられる方の掛金は高くって補償も厚いという状況です

けども、結果として経営所得安定対策に入れないということになりましたので、掛金は、

保険の掛金は安くなり被害の補償金は安くなるいうことでいうことでございます。 

    後、この共済組合のほうの、差し引きの整理が６月上旬ということで決まっております

ので、そういう意味で、今回、後の補正予算に間に合わないということから、今回の弾力

条項適用になっております。以上でございます。 

 

議長（石黒永剛君）    ほかにありませんか。 

    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結いたします。 

 

 

日 程 第 ８．承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町一般会計

補正予算第６号 専決第１号） 

日 程 第 ９．承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町国民健康

保険特別会計補正予算第４号 専決第２号） 

日程第 10．承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町後期高齢

者医療特別会計補正予算第２号 専決第３号） 
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日程第 11．承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町介護保険

特別会計補正予算第３号 専決第４号） 

日程第 12．承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町朝霧園特

別会計補正予算第３号 専決第５号） 

日程第 13．承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町簡易水道

事業特別会計補正予算第４号 専決第６号） 

日程第 14．承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町特定環境

保全公共下水道事業特別会計補正予算第４号 専決第７号） 

日程第 15．承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町生活排水

処理事業特別会計補正予算第３号 専決第８号） 

日程第 16．承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町西はりま

天文台公園特別会計補正予算第４号 専決第９号） 

日程第 17．承認第 10 号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町笹ヶ丘荘

特別会計補正予算第２号 専決第 10 号） 

日程第 18．承認第 11 号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町歯科保健

特別会計補正予算第３号 専決第 11 号） 

日程第 19．承認第 12 号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町宅地造成

事業特別会計補正予算第２号 専決第 12 号） 

日程第 20．承認第 13 号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度佐用町石井財産

区特別会計補正予算第１号 専決第 13 号） 

 

議長（石黒永剛君）    続いて、日程第８に入ります。 

    日程第８ないし日程第 20 を一括議題とします。これにご異議はありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（石黒永剛君）    ご異議なしと認めます。よって、日程第８、承認第１号、専決処分

の承認を求めることについて、平成 25 年度佐用町一般会計補正予算第６号（専決第１

号）から、日程第 20、承認第 13 号、専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年

度佐用町石井財産区特別会計補正予算第１号（専決第 13 号）までの 13 件を、一括議題

といたします。 

    承認に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程いただきました承認第１号から承認第 13

号、専決処分の承認を求めることについて、一括議題とされましたので順次ご説明を申し

上げます。 

    まず承認第１号、平成 25 年度佐用町一般会計補正予算第６号でございますが、歳入歳

出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億 1,972 万円を減額し、歳入歳出予算の総額を 135

億 1,691 万 4,000 円といたしました。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりましてご説明をいたします。 

    まず、歳入から説明いたします。予算書１ページをご覧ください。 

 

    町税につきましては、263 万円の増額でございます。うち、町民税におきましては、
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78 万 9,000 円の減額。固定資産税 149 万 5,000 円、軽自動車税 20 万 7,000 円、町たば

こ税 164 万 4,000 円、入湯税７万 3,000 円の増額でございます。 

    地方譲与税につきましては、54 万 4,000 円の減額でございます。うち地方揮発油譲与

税におきまして 98 万 7,000 円の増額。自動車重量譲与税におきまして 153 万 1,000 円の

減額であります。 

    利子割交付金は 18 万円の減額。配当割交付金は 285 万 9,000 円の増額。株式譲渡所得

割交付金は 1,402 万 9,000 円の増額。地方消費税交付金は 640 万 5,000 円の減額、ゴル

フ場利用税交付金は 1,450 万 5,000 円の減額。自動車取得税交付金は 1,756 万 8,000 円

の増額。これら地方譲与税及び各種交付金につきましては、交付額確定に伴うものでござ

います。 

    地方交付税におきましては、１億 7,265 万 5,000 円の増額。当該年度特別交付税の交

付額が６億 7,265 万 5,000 円と確定したことに伴うものでございます。 

    交通安全対策特別交付金は、61 万 1,000 円の減額。これにつきましても、交付額の確

定に伴うものでございます。 

    分担金及び負担金につきましては、803 万 3,000 円の増額でございます。うち分担金に

おきましては 104 万 1,000 円の増額で、放送施設工事費分担金などの精算見込みによる

整理でございます。負担金におきましては 699 万 2,000 円の増額で、情報通信網引き込

み等工事費負担金などの精算見込みに基づくものでございます。 

    使用料及び手数料につきましては、775 万 8,000 円の減額でございます。うち使用料に

おきましては、582 万 8,000 円の減額で、行政財産使用料や各種公共施設使用料、残土処

分場使用料など、実績見込みを計上いたしております。手数料におきましては、193 万円

の減額で、窓口における諸証明手数料など、実績見込みに基づくものでございます。 

    国庫支出金につきましては、1,080 万 3,000 円の減額でございます。うち国庫負担金に

おきましては、障害者福祉サービス負担金などの実績見込みにより、651 万 8,000 円の減

額。国庫補助金におきましては、へき地児童生徒援助費等補助金などの実績見込みにより、

442 万 5,000 円の減額。国庫委託金におきましては、基礎年金等事務委託金などの実績見

込みによりまして 14 万円の増額でございます。 

    県支出金につきましては、1,742 万円の減額でございます。うち県負担金におきまして

は、324 万 3,000 円の減額で、保険基盤安定負担金など、民生費及び衛生費の実績見込み

に基づくものでございます。県補助金におきましては、総務費から教育費まで、各種事務

事業の実績見込みに基づきまして、全体で 1,726 万 3,000 円の減額でございます。県委

託金におきましては、308 万 6,000 円の増額で、公共用地取得事務委託金 333 万 3,000

円の増額など、実績見込みによるものでございます。 

    財産収入につきましては、255 万 1,000 円の減額。うち財産運用収入におきましては、

37 万 6,000 円の減額で、高度情報通信網賃借料の減額など、実績見込みによるものでご

ざいます。財産売払収入におきましては、土地、建物売払代金 217 万 5,000 円の減額で

ございます。 

    寄附金につきましては、６万 6,000 円の減額で、農林水産施設災害復旧費寄附金の減

額が主なものでございます。 

    繰入金につきましては、1,111 万 4,000 円の減額でございます。特別会計繰入金におき

ましては、３万 6,000 円の増額で、介護保険特別会計繰入金でございます。基金繰入金

につきましては、1,115 万円の減額で、減債基金及び災害復興基金繰入金の減額でござい

ます。 

    諸収入につきましては、2,916 万 9,000 円の増額でございます。うち延滞金加算金及び

過料におきまして、町税の延滞金の実績見込みにより 129 万 6,000 円の増額。受託事業
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収入におきましては、民生費受託事業収入の精算見込みに基づきまして 197 万 2,000 円

の増額。貸付金元利収入におきましては、住宅新築資金等貸付金元利収入など 41 万

2,000 円の減額。雑入におきましては、2,631 万 3,000 円の増額でございます。 

    町債につきましては、２億 9,470 万 6,000 円の減額でございます。総務債、民生債、

土木債、消防債、教育債及び災害復旧債におきまして、それぞれの実績見込みに基づき計

上をいたしております。 

    次に歳出でございますが、一般会計及び特別会計の各款共通して人件費、事務経費など

についての精査を行い、不用額の整理をいたしております。 

    議会費につきましては、実績見込みによる整理が主な内容で、112 万 8,000 円の減額で

ございます。 

    総務費につきましては、4,569 万 8,000 円の減額でございます。総務管理費 4,071 万

5,000 円、徴税費 360 万 9,000 円、戸籍住民登録費 111 万 1,000 円、選挙費９万円、統計

調査費 10 万円、監査委員費７万 3,000 円の減額で、予算整理が主な内容でございます。 

    民生費につきましては、１億 7,081 万 5,000 円の減額でございます。うち、社会福祉

費におきましては、１億 4,143 万 6,000 円の減額で、国民健康保険特別会計繰出金の減

額や障害者福祉費の障害福祉サービス費などの精算が主な内容でございます。児童福祉費

におきましては、2,342 万 8,000 円の減額で、福祉医療費及び保育園費の実績見込みによ

る減額が主なものでございます。国民年金事務取扱費及び災害救助費におきましては、人

件費でそれぞれ 4,000 円、594 万 7,000 円の減額でございます。 

    衛生費につきましては、１億 2,618 万 6,000 円の減額でございます。うち、保健衛生

費におきましては、１億 139 万 1,000 円の減額。主な内容は、事業の実績見込み、ある

いは精算見込みによる簡易水道事業特別会計繰出金や生活排水処理事業特別会計繰出金の

減額が主なものでございます。清掃費におきましては、人件費の調整と不用額の整理で

2,479 万 5,000 円の減額でございます。 

    農林水産業費につきましては、2,946 万 2,000 円の減額。農業費及び林業費におきまし

ては、各事業等の実績見込みに基づいて予算整理を行い、それぞれ 2,534 万 1,000 円、

412 万 1,000 円の減額でございます。 

    商工費につきましては、157 万 2,000 円の減額で、不用額の整理とともに、特別会計繰

出金の精算見込みを計上しております。 

    土木費につきましては、6,056 万 9,000 円の減額でございます。うち土木管理費におき

まして、不用額の整理により 76 万 9,000 円の減額、道路橋梁費、河川費及び都市計画費

におきましては、各事業の実績見込みに基づく予算整理が主な内容で、それぞれ 2,091

万円、179 万 9,000 円、５万 4,000 円の減額でございます。下水道費におきましては、

3,063 万 6,000 円の減額で、特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金でございます。 

    住宅費におきましては、不用額の整理を行い、640 万 1,000 円の減額であります。 

    消防費につきましては、1,877 万 8,000 円の減額で、不用額の整理でございます。 

    教育費につきましては、6,607 万円の減額でございます。教育総務費、小学校費、中学

校費、社会教育費及び保健体育費の各項すべて、不用額の整理を行うもので、それぞれ

770 万 4,000 円、1,605 万 8,000 円、651 万 1,000 円、1,793 万円、1,786 万 7,000 円の

減額でございます。 

    災害復旧費につきましては、627 万円の減額でございます。うち農林水産施設災害復旧

費及び公共土木施設災害復旧費におきましては、実績見込みに基づきまして、それぞれ

170 万円、457 万円を減額いたしております。 

    公債費につきましては、１億 6,092 万 6,000 円を増額。元金２億 2,081 万 6,000 円を

増額計上し、繰上償還を行うものでございます。 
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    諸支出金につきましては、２億 4,590 万 2,000 円を増額。公営企業費におきましては、

４万 4,000 円の減額で、基礎年金拠出金繰出金でございます。基金費におきましては、

２億 4,594 万 6,000 円の増額で、財政調整基金積立金の任意積立２億 4,600 万円の予算

措置などを行っております。 

    以上、佐用町一般会計補正予算の提案説明とさせていただきます。 

    次に、承認第２号、平成 25 年度佐用町国民健康保険特別会計補正予算第４号につきま

して、提案のご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 6,095 万 5,000 円を減額し、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 22 億 5,510 万 6,000 円に改めるものでござい

ます。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明をいたします。 

    まず、歳入から説明をいたします。予算書１ページをご覧下さい。 

    国民健康保険税につきましては、1,070 万 1,000 円の減額で、内容といたしましては、

一般被保険者国民健康保険税が 1,296 万 9,000 円の減額、退職被保険者等国民健康保険

税が 226 万 8,000 円の増額でございます。 

    一部負担金につきましては、4,000 円の減額、使用料及び手数料につきましては、督促

手数料１万 1,000 円の減額でございます。 

    国庫支出金につきましては、2,097 万 1,000 円の増額で、交付決定額に基づき、国庫負

担金におきまして 1,216 万 9,000 円、国庫補助金におきまして 880 万 2,000 円を、それ

ぞれ増額をいたしております。 

    療養給付費等交付金につきましては、交付決定額に基づき 2,057 万 7,000 円の減額、

前期高齢者交付金につきましては、1,000 円の減額でございます。 

    県支出金につきましては、2,068 万 2,000 円の増額で、交付決定額に基づき県負担金に

おきまして３万 1,000 円の増額、県補助金におきまして 2,065 万 1,000 円を増額いたし

ております。 

    繰入金につきましては、7,285 万 2,000 円の減額で、事業の完了に伴う他会計繰入金の

減額が主なものでございます。 

    繰越金につきましては、1,000 円の減額、諸収入につきましては、153 万 9,000 円の増

額で、延滞金、加算金及び過料におきまして 114 万円、受託事業収入におきまして 37 万

7,000 円、雑入におきましては、２万 2,000 円を、それぞれ増額をいたしております。 

    次に歳出についてのご説明を申し上げます。 

    総務費につきましては、262 万円の減額で、事業運営に係る人件費及び事務費等の不用

額が主なものでございます。 

    保険給付費につきましては、4,644 万 2,000 円の減額で、内訳は、給付実績の確定によ

る療養諸費におきまして 4,129 万 5,000 円、高額療養費 368 万 3,000 円、移送費 10 万円、

出産育児諸費 84 万 1,000 円、葬祭諸費 50 万円、結核医療付加金２万 3,000 円をそれぞ

れ減額をいたしております。 

    共同事業拠出金につきましては、13 万 1,000 円の減額でございます。 

    保健事業費につきましては、140 万円 2,000 円の減額で、内訳は、特定健康診査等事業

費につきまして 86 万 9,000 円の減額、保健事業費におきまして 53 万 3,000 円の減額で

ございます。 

    諸支出金につきましては、36 万円の減額、予備費につきましては、1,000 万円の皆減

でございます。 

    以上、国民健康保険特別会計補正予算第４号の提案説明とさせていただきます。 

    次に、承認第３号、平成 25 年度佐用町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号につき
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まして、提案のご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,699 万円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億 7,236 万 3,000 円に、改めるものでございます。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明をいたします。 

    まず、歳入からご説明をさせていただきます。予算書１ページをご覧ください。 

    後期高齢者医療保険料につきましては 948 万円の減額で、保険料額の精査に伴う実績

見込みによるものでございます。 

    使用料及び手数料につきましては、督促手数料１万 2,000 円を増額、県広域連合支出

金につきましては、交付決定額に基づき 41 万 6,000 円の増額、繰入金につきましては、

事業完了に伴う他会計繰入金におきまして 1,764 万 1,000 円減額、諸収入につきまして

は、29 万 7,000 円の減額でございます。 

    次に歳出でありますが、総務費につきましては 1,298 万 7,000 円の減額で、人件費の

減額と、電算システム更新を平成 26 年度に延期したことによる委託料の減額が主なもの

でございます。 

    後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、納付額の確定により 1,367 万 4,000

円の減額、諸支出金につきましては、償還金及び還付加算金におきまして 22 万 9,000 円

を減額、予備費につきましては 10 万円の皆減でございます。 

    以上、後期高齢者医療特別会計補正予算の提案説明とさせていただきます。 

    次に、承認第４号、平成 25 年度佐用町介護保険特別会計補正予算第３号についてご説

明申し上げます。 

    初めに、事業勘定の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正は、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ 1,838 万 1,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ 21 億 509 万 6,000 円に改めるものでございます。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明を申し上げます。 

    まず、歳入から予算書１ページをご覧ください。 

    保険料につきましては、239 万 1,000 円の増額でございます。内容は、第１号被保険者

保険料の増額でございます。 

    分担金及び負担金につきましては、２万 2,000 円の減額であります。内容は、認定審

査会受託金の減額でございます。 

    使用料及び手数料につきましては、３万 4,000 円の増額でございます。内容は、督促

手数料の増額であります。 

    国庫支出金につきましては、96 万 8,000 円の増額でございます。うち国庫負担金にお

きましては、介護給付費負担金 250 万 7,000 円の増額。国庫補助金におきましては、153

万 9,000 円の減額で調整交付金の減額が主なものでございます。 

    支払基金交付金につきましては、605 万 5,000 円の減額でございます。内容は、介護給

付費交付金の減額が主なものでございます。 

    県支出金につきましては、159 万 9,000 円の減額でございます。うち県負担金におきま

しては、介護給付費負担金 159 万 1,000 円の減額。県補助金におきましては、地域支援

事業交付金 8,000 円の減額でございます。 

    財産収入につきましては、介護保険給付費準備基金預金利子 1,000 円の減額でござい

ます。 

    繰入金につきましては、1,379 万 4,000 円の減額でございます。うち一般会計繰入金に

おきましては、事業完了による一般会計からの繰入金 393 万 7,000 円の減額。介護給付

費準備基金からの繰入金 985 万 7,000 円の減額でございます。 

    諸収入につきましては、それぞれ実績見込みによりまして 30 万 3,000 円の減額でござ
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います。 

    次に歳出であります。 

    各費目を通じまして、実績見込み、あるいは精算による整理が主な内容でございます。 

    総務費につきましては、222 万 6,000 円の減額であります。内容は、総務管理費 173

万 5,000 円、介護認定審査会費 32 万 8,000 円、運営委員会費 16 万 3,000 円をそれぞれ

減額をいたしております。 

    保険給付費につきましては、1,121 万 8,000 円の減額でございます。内容は、各種サー

ビスの確定によるもので、介護サービス等諸費 788 万 3,000 円、支援サービス等諸費 10

万 9,000 円、その他諸費 15 万 4,000 円、高額介護サービス等費１万 2,000 円、特定入所

者介護サービス等費 169 万 8,000 円、高額医療合算介護サービス等費 136 万 2,000 円を

それぞれ減額をいたしております。 

    地域支援事業費につきましては、205 万円の減額でございます。内容は、介護予防事業

費 58 万 8,000 円、包括的支援事業費 14 万 5,000 円、任意事業費 131 万 7,000 円をそれ

ぞれ減額をしております。 

    基金積立金につきましては、32 万 9,000 円の増額でございます。内容は、介護給付費

準備基金積立金でございます。 

    諸支出金につきましては、21 万 6,000 円を減額、予備費につきましては、300 万円を

皆減いたしております。 

    続いてサービス事業勘定についての歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ２万 8,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ 1,001 万 7,000 円に改めるものでございます。 

    その中身につきましては、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明をさせていただ

きます。 

    まず、歳入から、予算書 21 ページをご覧ください。 

    歳入では、サービス収入の予防給付費収入を２万 8,000 円減額いたしております。 

    次に歳出で、サービス事業費の居宅サービス事業費６万 5,000 円減額、諸支出金の繰

出金を３万 7,000 円増額をいたしております。 

    以上で、佐用町介護保険特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、承認第５号、平成 25 年度佐用町朝霧園特別会計補正予算第３号についてのご説

明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 443 万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億 2,034 万 2,000 円に改めるものでございます。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によって説明をいたします。 

    まず、歳入から１ページをご覧ください。 

    事業収入につきましては、13 万円の減額でございます。内容は、生活扶助費を 16 万

4,000 円減額、施設事務費を３万 4,000 円増額いたしております。 

    寄附金につきましては、1,000 円の減額でございます。 

    繰入金につきましては、417 万円の減額でございます。内容は、一般会計繰入金の減額

でございます。 

    諸収入につきましては、12 万 9,000 円の減額でございます。主な内容は、短期宿泊受

託事業収入の減額でございます。 

    次に歳出でございます。各費目を通じまして、実績見込み、あるいは精算による整理が

主な内容でございます。 

    民生費につきましては、439 万円の減額でございます。主なものは、人件費等の確定、

施設の維持管理費の精査などによる減額でございます。 
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    予備費につきましては、４万円の皆減であります。 

    以上で、佐用町朝霧園特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、承認第６号、平成 25 年度佐用町簡易水道事業特別会計補正予算第４号について

ご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,631 万 8,000 円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億 5,589 万 7,000 円に改めるものでございま

す。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明を申し上げます。 

    まず、歳入から説明をいたします。予算書１ページをご覧ください。 

    分担金及び負担金につきましては、負担金 70 万円の増額で、実績見込みによるもので

ございます。 

    使用料及び手数料につきましては、338 万 9,000 円の増額で、水道使用料の実績見込に

よるものが主なものでございます。 

    繰入金につきましては、一般会計繰入金 6,138 万 1,000 円の減額で、精算見込みよる

ものでございます。 

    諸収入につきましては、雑入 167 万 5,000 円の増額で、河川改修事業による水道管移

設補償費等の精算見込みよるものが主なものであります。 

    町債につきましては、簡易水道事業債 70 万円の減額で、精算見込みによるものであり

ます。 

    次に、歳出でありますが、簡易水道事業費につきましては、5,582 万 9,000 円の減額で

ございます。 

    うち管理費におきまして、3,424 万 2,000 円の減額で、人件費、各簡易水道施設の維持

管理経費や工事請負費等の精算見込みによるものでございます。建設改良費におきまして

は、2,158 万 7,000 円の減額で、河川改修事業等に伴う工事請負費の精算が主なものでご

ざいます。 

    公債費につきましては、起債償還利子 38 万 9,000 円の減額をいたしております。 

    最後に、予備費 10 万円は、皆減でございます。 

    以上、簡易水道事業特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、承認第７号、平成 25 年度佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

第４号についてご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,303 万 9,000 円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億 1,926 万 2,000 円に改めるものでございま

す。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明を申し上げます。 

    まず、歳入から説明いたします。予算書１ページをご覧ください。 

    分担金及び負担金につきましては、224 万 8,000 円の増額で、加入者負担金の実績見込

みによるものが主なものであります。 

    使用料及び手数料につきましては、78 万 4,000 円の増額で、使用料等の実績見込みで

ございます。 

    繰入金につきましては、一般会計繰入金 3,063 万 6,000 円の減額で、精算見込みによ

るものであります。 

    諸収入につきましては、雑入 543 万 5,000 円の減額で、河川改修事業等に伴う管渠移

設補償費の精算見込みによるものが主なものでございます。 

    次に歳出でありますが、公共下水道事業費につきましては、3,280 万 6,000 円の減額で

ございます。うち管理費におきましては、1,661 万 4,000 円の減額で、修繕料、工事請負
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費等の精算見込みによるものでございます。事業費におきましては、建設改良費 1,619

万 2,000 円の減額で、工事請負費等の精算見込みによるものでございます。 

    公債費につきましては、町債償還利子 13 万 3,000 円の減額をいたしております。 

    最後に、予備費 10 万円は、皆減でございます。 

    以上、特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきま

す。 

    続きまして、承認第８号、平成 25 年度佐用町生活排水処理事業特別会計補正予算第３

号についてのご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,372 万 9,000 円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億 1,666 万 9,000 円に改めるものでございま

す。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明を申し上げます。 

    まず、歳入から、予算書１ページをご覧ください。 

    分担金及び負担金につきましては、負担金 62 万 5,000 円の減額で、加入者負担金の実

績見込みでございます。 

    使用料及び手数料につきましては、使用料 45 万 4,000 円の減額で、浄化槽使用料等の

実績見込みによるものでございます。 

    繰入金につきましては、一般会計繰入金 1,264 万 1,000 円の減額で、精算見込みによ

るものでございます。 

    諸収入につきましては、雑入 9,000 円を減額いたしております。 

    次に、歳出でありますが、生活排水処理事業費については、1,361 万 4,000 円の減額で

ございます。うち浄化槽管理費におきましては、451 万 3,000 円の減額で、修繕料等の精

算見込みによるものであります。農業集落排水施設管理費におきましては、720 万 1,000

円の減額で、一般管理費、現場管理費における人件費等の精算見込みによるものでござい

ます。農業集落排水施設事業費におきましては、工事請負費 190 万円の減額をいたして

おります。 

    公債費につきましては、農業集落排水事業町債償還利子１万 5,000 円の減額をいたし

ております。 

    最後に、予備費 10 万円は、皆減でございます。 

    以上で、生活排水処理事業特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、承認第９号、平成 25 年度佐用町西はりま天文台公園特別会計補正予算第４号に

ついてのご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 58 万 9,000 円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億 1,938 万 9,000 円に改めるものでございます。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によっての説明を申し上げます。 

    まず、歳入から予算書１ページをご覧ください。 

    使用料及び手数料につきましては、９万 2,000 円の減額で、グループ用ロッジとデイ

キャンプ場使用料の実績見込みによるものでございます。 

    繰入金につきましては、４万 8,000 円の減額で、一般会計繰入金の減額でございます。 

    諸収入につきましては、44 万 9,000 円の減額で、雑入におきましては、実績見込みに

よるもので、ロッジ宿泊料 35 万 9,000 円の減額が主なものでございます。 

    次に、歳出でございますが、教育費につきましては、58 万 9,000 円の減額で、事業等

の精算見込みと人件費等の不用額でございます。 

    以上、西はりま天文台公園特別会計補正予算の提案説明とさせていただきます。 

    次に、承認第 10 号、平成 25 年度佐用町笹ヶ丘荘特別会計補正予算第２号についての
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ご説明申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,066 万 2,000 円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億 1,379 万 1,000 円に改めるものでございま

す。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりましてご説明を申し上げます。 

    まず、歳入から、予算書１ページをご覧ください。 

    笹ヶ丘荘事業収入につきましては、1,395 万 3,000 円の減額で、笹ヶ丘荘管理運営に伴

う収入のうち、宿泊料をはじめ、その他の使用料が減額になったことによる、事業収入の

減額でございます。 

    繰入金につきましては、323 万円 2,000 円の増額で、笹ヶ丘荘管理運営の精算見込みに

基づく、一般会計繰入金の増額でございます。 

    諸収入につきましては、５万 9,000 円の増額で、電話使用料は減額しましたが、雑入

その他が増額したため、雑入の増額でございます。 

    次に歳出でありますが、笹ヶ丘荘費につきましては、1,066 万 2,000 円の減額で、全額

が笹ヶ丘荘管理運営費で、それぞれ各節ごとの費用を精査したことにより、主には賃金・

需用費・役務費・委託料・公課費などを減額をいたしております。 

    以上、佐用町笹ヶ丘荘特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、承認第 11 号、平成 25 年度佐用町歯科保健特別会計補正予算第３号についての

ご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 214 万 8,000 円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,367 万 3,000 円に改めるものでございます。 

    その中身につきましては、第１表、歳入歳出予算補正により、説明を申し上げます。 

    まず、歳入から、予算書１ページをご覧ください。 

    診療収入につきましては、439 万 3,000 円の減額でございます。内容は、保険診療報酬

の減額であります。 

    繰入金につきましては、246 万 9,000 円の増額であります。内容は、一般会計繰入金の

増額であります。 

    繰越金につきましては 1,000 円を減額し、諸収入につきましては 22 万 3,000 円を減額

いたしております。 

    次に歳出でございますが、各費目を通じまして、実績見込み、あるいは精算による整理

が主な内容でございます。 

    総務費につきましては、81 万 1,000 円の減額でございます。主なものは、報酬で歯科

医師報酬を 21 万円、時間外手当を 19 万 1,000 円それぞれ減額したものであります。 

    医業費につきましては、133 万 7,000 円の減額でございます。主なものは、需用費の医

薬材料費を 49 万 1,000 円、委託料の歯科技工委託料を 58 万 3,000 円それぞれ減額した

ものでございます。 

    以上、佐用町歯科保健特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、承認第 12 号、平成 25 年度佐用町宅地造成事業特別会計補正予算第２号につい

てのご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,255 万円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 802 万 1,000 円に改めるものでございます。 

    その中身につきましては、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明を申し上げます。 

    まず、歳入から、予算書１ページをご覧ください。 

    財産収入につきましては、2,250 万 3,000 円の減額でございます。うち財産運用収入に

おきましては、４万 5,000 円の減額で、基金利子の精算見込でございます。財産売払収
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入におきましては、2,245 万 8,000 円の減額で、これは、広山団地、さよひめ団地、長尾

団地の４区画が売却できなかったことによるものでございます。 

    繰入金につきましては、４万 7,000 円の減額で、基金繰入金の精算見込みによるもの

でございます。 

    次に歳出でございますが、宅地造成費につきましては、2,284 万 9,000 円の減額で、そ

れぞれ各節ごとの費用を精査したことにより、需用費・役務費・委託料・積立金を減額い

たしております。 

    公債費につきましては、４万 7,000 円の減額で、町債償還利子を減額いたしておりま

す。 

    予備費につきましては、34 万 6,000 円を増額計上いたしております。 

    以上、佐用町宅地造成事業特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    最後に、承認第 13 号、平成 25 年度佐用町石井財産区特別会計補正予算第１号につい

てのご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 87 万 4,000 円を追加をし、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 451 万 7,000 円に改めるものでございます。 

    その中身につきまして、第１表によりまして説明を申し上げます。 

    まず歳入から、予算書１ページをご覧ください。 

    財産収入につきましては、86 万 6,000 円の増額で、財産売払収入の立木売払代金の増

額によるものでございます。 

    繰越金につきましては、8,000 円の増額で、前年度繰越金の確定額の計上でございます。 

    次に歳出でございますが、総務費につきましては、87 万 4,000 円の増額で、総務管理

費の予備費を増額計上いたしております。 

    以上で、佐用町石井財産区特別会計補正予算の説明とさせていただきます。 

    以上で、一般会計並びに各特別会計の 25 年度最終の補正予算、専決をさせていただき

ました内容についてご説明を申し上げました。ご承認を賜わりますように、よろしくお願

いを申し上げ、提案の説明を終わらせていただきます。 

 

議長（石黒永剛君）    ありがとうございました。 

    承認第１号ないし承認第 13 号について、当局の説明が終わりました。 

    ここでしばらく休憩いたしたいと思います。開会は、10 時 55 分。お願いいたします。

休憩いたします。 

 

午前１０時４０分 休憩 

午前１０時５５分 再開 

 

議長（石黒永剛君）    それでは、休憩を解き会議を続行いたします。 

    ただ今議題にしております承認第１号ないし承認第 13 号につきましては、本日即決と

いたします。 

    順次、質疑、討論、採決を行いますのでよろしくお願いいたします。 

    日程第８、承認第１号専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年度佐用町一般

会計補正予算第６号（専決第１号）に対する質疑を行います。質疑はありますか。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    平岡君。 
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13 番（平岡きぬゑ君）   歳入で 21 ペーシですけれど、貸付金元利収入の関係です。住宅新

築資金と元利収入。それから、生業資金貸付金元利収入、災害援護資金貸付金元利収入、

それぞれ減額補正がされているんですけれど、当初予算で計上された金額が、全額減額補

正になっているものが宅地取得、住宅建設、生業資金、災害援護資金貸付金だというふう

にみたんですけれど、動いていないということで、実態がどういうふうな状況なのか、ち

ょっと説明をお願いします。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、答弁。 

 

〔健康福祉課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、森下課長。 

 

健康福祉課長（森下 守君）  それでは、貸付金の件についてご説明申し上げます。 

    この貸付金につきましては、例年こう予算等を挙げさせていただきまして、当初予算で、

それぞれ納付計画等ある方を含めながら、年次収納に向かって鋭意努力をしているところ

です。 

    実際には、今現在、対象者になる方は、実対象者が 31 名いらっしゃいます。それで、

資金等が、いろいろ多数にわたっておりますので、実際の口数、重複されている方がいら

っしゃいますので、実際には 42 口といいますか、そういう形で貸付金をされて、納入に

当たっております。 

    その中で、新築資金から、随時納入しておるわけなんですけど、新築資金につきまして

は、今回、大きく減になっておりますが、それぞれ計画の中で納付をいただいておるんで

すが、今年につきましては、７名の方に納付をいただきました。そのうち２名の方は完納。

資金の貸付は終了し、完納というふうになっております。 

    それから改修資金に１名の方が、今年度納付をいただきました。 

    それと、その下の欄になりますが、住宅建設資金につきましても、１名の方が、今現在、

納付をいただいております。 

    それ以外の住宅改修資金、宅地取得資金、生業資金、災害援護資金については、随時こ

う、鋭意努力をしておるんですが、予算等を挙げさせてもらっておりますが、なかなかこ

う、納付にいたらないということで、現在、皆無、ゼロということで、今回、専決補正で

させていただいたわけでございます。 

    また、引き続き、26 年につきましても納入に努力をしてまいりたいと思います。以上

です。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、平岡君。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   税と違って、この資金の関係については、その関係者に対して、

働きかけというのは、納入が入る入らないにかかわらず、されているんでしょうね。その

点、ちょっと確認します。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、答弁。 
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健康福祉課長（森下 守君）  当時の貸付契約者等につきましては、ほとんど８割がたから９

割がたの方が、もう既にお亡くなりになられている方がいらっしゃいます。 

    その関係で、相続人等も、それぞれ旧町時代から把握し、徴収に努力しているところで

す。 

    その中でも、今、ちょっと指摘されましたように、どうしても、もう連絡がつかない。

もうお家もないというような状況もあるわけですが、その点につきましても、調査をして

いるんですが、なかなか不明な点の方もいらっしゃいます。 

    で、そういうことも含めながらでも、今現在、連絡つくところ、または、納付計画して

いただけるとこにつきましては、年度年度、それぞれ努力し、納入のほうをいただいてい

るところでございます。 

 

議長（石黒永剛君）    よろしいですか。 

    ほかにありません。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    ８ページ、15 番の法人の滞納繰越、△42 万 4,000 円。その次の

53 万 6,000 円ですか。そして、固定資産税の 149 万 6,000 円。軽自動車の 20 万 7,000

円、これらについて、計上したパーセントなり、それについてですね、どれぐらい達成で

きたんかという、そして、今後の将来見通しですね、推移は、どんなになってますか。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、答弁願います。 

 

〔税務課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、税務課長。 

 

税務課長（加藤逸生君）  失礼します。 

    先ほどの件でございますけども、項目別では、住民税につきましては、平成 25 年度の

収納実績は 98.7 パーセントでございます。滞納分につきましては、32.6 パーセント。 

    それから、固定資産税につきましては、25 年度収納実績が 98.4 パーセント。滞納分に

つきましては、17.3 パーセントとなっております。 

    軽自動車税につきましては、25 年度分が 98.4 パーセント。滞納分が 36.4 パーセント

でございます。 

    税総額におきましては、平成 25 年度の徴収実績は 98.6 パーセントでございます。滞

納分につきましては、19.4 パーセントとなっております。 

    今後の計画といいますか、滞納分につきましては、高額滞納のほうが増えておりますの

で、そういった方、精査いたしまして、対処していきたいというふうに考えております。

以上です。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、よろしいか。 
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〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    件数的には、どんなんでしょう。たくさん、まだ、残っておるんで

すかな。 

 

〔税務課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、税務課長。 

 

税務課長（加藤逸生君）  件数につきましては、未納の件数につきましては、総件数で 1,117

件となっております。 

    個別の分については、ちょっと掌握しておりません。すいません。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、ほかにありませんか。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、石堂君。 

 

６番（石堂 基君）    10 ペーシでお伺いをします。総務費の負担金で情報通信施設費の

負担金、現況予算に比べて 300 パーセントほどの増額になっているんですけれども、こ

の 300 パーセントもの増額が、この専決でしか計上できなかった理由について、明らか

にしてください。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、答弁。 

 

〔総務課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    総務課長。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  これにつきましては、最終的に、この新規加入とか、新規加入が

56 万円。それから免税の分が 16 万円ということで、これ３月議会に間に合わなかったと。

最終的に間に合わなかったということなんですけれども、途中経過でこう、挙げることも

できたんですけれども、３月中旬以降になりましたんで、まとめてこう、最終的に挙げさ

せていただきました。 

 

議長（石黒永剛君）    ほかにありませんか。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    石堂君。 

 

６番（石堂 基君）    予算のやり繰りの問題で、年度末に全部一括して補正で増するとい
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うような、実績に伴ってやるというやり方は、３月の補正だったらいいんですけれども、

この専決にということは、既にもう、議会の意思無視してやられているということなんで、

それは、あまり望ましくないと思うんですね。 

    だから、明らかに、もう３月の定例会以降に、金額が確定したんだというふうな事態と

か、それ以降に工事をやったんだとかというんであれば、理解はできるんですけれども、

あまり形としては好ましくないんじゃないかな。 

    少なくとも、当初、計上している金額。現況予算に比べて 300 パーセントの増がある

ということは、年度途中に、もうちょっと明らかになる段階があったと思うので、その都

度での補正というのが必要じゃないかなと思うんですけれども。 

 

〔総務課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    総務課長。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  ちょっと、申し訳ないです。勘違いしてました。 

    ３番の情報通信網のほうやね。ちょっと上を説明しました。 

    これについても、工事関係がずれ込むこと、ご案内のとおり、いろんな河川の工事とか

あれが、２月から３月にまたがって最終的に遅れた関係もありまして、このへんちょっと

遅くなりました。 

    途中で随時、原因が生じた時、当然、その９月、12 月ということで挙げていくんが本

意だと思います。その点は、その途中で固まれば、今後まあ、そういった計上の仕方はさ

せていただきたいと思います。 

 

議長（石黒永剛君）    よろしいか。 

    ほかにありませんか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    10 ページ、10 番、民生費負担金、滞納繰越の 93 万 8,000 円。 

    それと、12 ページ、25 番の土木使用料、町営住宅の使用料の△２万 2,000 円と、55

番ですか、14 万 2,000 円。この分について同じように説明願います。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、答弁。 

 

〔健康福祉課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい。 

 

健康福祉課長（森下 守君）  私のほうから、10 ページの児童施設福祉費の負担金、保育料

の滞納の補正のことに説明させていただきます。 

    今回、専決補正でさせていただきましたのは、滞納繰越分で予算を、当初予算を 100

万を挙げさせていただいておりました。この金額につましては、既に行われた議会等でも

報告させていただいておりますが、決算によって、25 年度の滞納額につきましては、
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314 万 3,090 円の額となり、今年度、25 年度につきましては、徴収に向けて、鋭意努力

したところでございます。 

    その中で、31 名の方が滞納ということで、25 年度徴収に当たったわけなんですが、そ

のうち 18 名の方が完納をしていただきました。 

    そして、分納等が、これも継続、今現在しておるわけなんですけど、５名の方に分納を

していただき、23 名の方、25 年度に収納いただいたところです。 

    総額で、193 万 8,410 円が見込まれましたので、専決等で 93 万 8,000 円を増額させて

いただきました。以上です。 

 

〔生涯学習課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    商工観光課長。 

 

商工観光課長（高見寛治君）  土木使用料の町営住宅使用料の滞納繰越分でございます。今回、

２万 2,000 円を減額させていただいておりますが、滞納分につきましては、３月 31 日現

在で７名の方で、116 万 3,340 円が滞納繰越となっております。 

    それから、55 番の定住促進の分ですが、14 万 2,000 円の分ですが、これにつきまして

は、２人の方が滞納繰越で、金額につきましては、39 万 8,700 円でございます。以上で

ございます。 

 

議長（石黒永剛君）    ほかにありませんか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    今のやつで、例えば、その２名の 39 万 8,000 円でございますけれ

ど、そのある程度は、ずっと定期的に払っていただいておるというふうに解釈していいん

ですか。 

 

〔商工観光課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、商工観光課長。 

 

商工観光課長（高見寛治君）  その件でございますが、その訪問徴収とかいうのを、電話、訪

問徴収等をさせていただいて、鋭意徴収をするように努めております。以上です。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、ほかにありませんか。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、平岡君。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   歳出 37 ページ民生費で繰出金。国民健康保険特別会計繰出金、減

額 7,285 万 1,000 円についてお尋ねするんですけれど、結果的には、この会計への１年
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間通して一般会計への繰出金、これ特別会計でも出てくるんですけれども、その他繰出金

としては、どういうふうになるんでしょうか。お尋ねします。 

    繰出金にも、いろいろありますから。その他というところで。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、住民課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）  失礼いたします。 

    一般会計との繰出金につきましては、詳しくは国保の特別会計の中で、詳細上がってお

りますけれども、職員費にかかわる分の繰出が 65 万 1,000 円の減額。出産育児一時金等

の繰り出しの分が 56 万円の減額。その他一般会計からの繰り出しが 7,164 万円となって

おります。 

 

議長（石黒永剛君）    よろしいか。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、平岡君。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   その、その他、職員のそういう関係とは別に、その他、保険料に

かかわって出されている、その他の繰出金についてお尋ねしたいんですけれど、この結果

的に、この 7,100 万円余り減額することで、結果的には 25 年度は幾らになったんですか

という質問です。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、住民課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）  失礼しました。 

    最終的に、その他一般会計からの繰り出しとして 7,071 万 1,000 円ということになり

ます。 

 

議長（石黒永剛君）    よろしいですね。 

    ほかにありませんか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    12 ページ、20 番の農林水産使用料のキャンプ場の使用料が 641 万

1,000 円少なくなっておるんですけれど、この入込客いうんか、キャンプの使用状態につ

きましては、どんな状況で推移していますか。そこらへんについては、どんなんでしょう。 

 

〔商工観光課長 挙手〕 
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議長（石黒永剛君）    はい、観光課長。 

 

商工観光課長（高見寛治君）  詳しい利用実績は、人数としては把握はしておりませんが、

21 年の災害以降、徐々に回復傾向にはあるんですが、まだ、前のとおりの利用状況のほ

うには達しておりません。 

    25 年度につきましても、使用料収入のほうで挙げていた分まで達しませんでしたので、

今回、減額をさせていただいております。以上です。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、よろしいか。ほかにありませんか。 

    ないようなので、これで本案に対する質疑を終結いたします。 

    これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する討論を終結いたします。 

    これより承認第１号を、採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第１号を、原案のとおり承認することに賛成の方、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員です。よって承認第１号、専決処分の承認を求めること

について、平成 25 年度佐用町一般会計補正予算第６号（専決第１号）は、原案のとおり

承認されました。 

    続いて日程第９、承認第２号、専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年度佐

用町国民健康保険特別会計補正予算第４号（専決第２号）に対する質疑を行います。質疑

はありますか。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、平岡君。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   一般会計の時にもお尋ねしたところですけれど、７ペーシの繰入

金、一般会計繰入金についてお尋ねするんですが、30、その他一般会計繰入金として、

減額 7,164 万円というふうになりました。会計上、そういう結果に、実績になったとい

うことだろうと思いますけれど、25 年度全体として、一般会計その他繰入金として、先

ほど、数字を言っていただいたんですが、当初予算の 6,897 万円、12 月議会の補正では、

320 万 4,000 円というふうに、３月、最近では 7,017 万 7,000 円というふうに補正が組ま

れてきた経過があります。そういう中で、今回、この減額するというのは、どういう、ど

ういうというか、結果的に、ちょっと、その内容を説明していただけますか。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    岡本住民課長。 
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住民課長（岡本隆文君）  失礼いたします。 

    この専決につきましては、それぞれ１年間、25 年度の医療費、歳出のほうが、それぞ

れ決まりまして、また、国庫補助金、あるいは療養給付費等の交付金等、それぞれの歳入

課目も確定してまいりました。 

    そういった中で、いわゆる赤字補填という形で、一般会計からの繰り出しということで、

会計のほうをまとめさせていただいております。以上です。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、ありませんか。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、平岡君。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   新年度、国民健康保険税については、３月の議会で、住民に負担

が増加、６パーセント引き上げるという結果になっています。ですから、そういうことか

らすると、結果的には、必要がなかったんではないかと。住民に、その国保税を上げなく

ても、その会計上はね、いけたんではないかと、私は思うんですけれど、その点は、どう

なんでしょうか。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    岡本住民課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）  国保税、25 年度の、いわゆる入につきましても、そのいわゆる基

準となる月とかも異なってまいります。 

    ですから、この時点で、今回、7,164 万円の一般会計部分の繰り入れを減らしておりま

すけれども、後、中には、療養給付費等の交付金とかにつきましては、年度をまたいで清

算するようなとこもございます。 

    ですから、ここに出ている数字が、即、25 年度の純粋な医療に対しての費用分担とい

うんですか、税なり国庫補助金なり、あるいは、そういった歳入とうまくバランスとれて

いるかと言いますと、ちょっと、年度をまたぐようなとこもございますので、ちょっと、

ここで大きく減額したから、税改正がどうだったかというんは、ちょっと、どうかなとい

うふうに考えております。以上です。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、ほかに。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    ４ページ、20 番の医療給付費の△465 万。それから、22 番の 30

万。それから、25 番の△64 万 2,000 円。 

    その下のですね、５ページ、同じように 20 番の 18 万 9,000 円。22 番の９万円。25 番

の３万 7,000 円。これらについても、同じように説明願います。 
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議長（石黒永剛君）    はい、答弁を順次。 

 

住民課長（岡本隆文君）  失礼いたします。 

    滞納分につきましては、予算上は細かく計上させていただいていますけれども、現年分

と滞納分、まとめた形で、ちょっと集計をさせていただいてます。その数字を報告させて

いただきますと、現年分につきましては、普通徴収の現年分につきましては、収納率につ

いては、94.42 パーセント。また、滞納分につきましては、確定した分で 15.66 パーセン

トという収納状況になっております。全体を通しての収納率につきましては、82.92 パー

セント、そういった状況でございます。 

    また、収納率につきましては、できるだけ納付していただけるような形で、納付、それ

ぞれ個人折衝、あるいは税務課等との連携をとったりする中で、収納のほうに努めてまい

りたいと思っております。以上でございます。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    その件数的には、まだ、たくさん残っておるんかな。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）  細かい数字については、ちょっと今、持ち合わせておりませんけれ

ども、だいたい同じような、固定化する傾向があるように思われます。以上です。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、ほかにありませんか。 

    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これより討論に入ります。討論はありますか。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    平岡君。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   承認２号について、反対討論を行います。 

    高すぎる国保税は、支払い能力をはるかに超え、町民生活を脅かす重大な要因になって

おります。滞納者に対しては、ペナルティーとして、正規の保険証を取り上げられる事態

になっており、住民負担の軽減が必要です。 

    町民の暮らしは４月からの消費税３パーセント増や年金の引き下げと、さらに厳しい状

況になっています。 

    根本的な解決には、国からの支出金の負担割合を計画的に復元拡充することですけれど

も、町ができる独自の手立てとしては、一般会計からの繰り入れです。 

    ３月議会では、町は 26 年度から国保税を平均６パーセント引き上げております。説明

では、約 4,000 万円の会計の不足が出るので、基金の取り崩しと国保税の引き上げを、

それぞれ２分の１ずつ行い対応するということでした。 
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    今回の一般会計繰入削減の提案は、新年度の国保税を引き上げ、2,200 万円をしなくて

も十分対応できたことになります。 

    むしろ国保税を引き下げ、払える国保税にしていくことが可能であるということが、実

証されたのではないでしょうか。国保税の引き下げを英断すべきでした。よって、承認第

２号、平成 25 年度国民健康保険特別会計補正予算４号に反対といたします。 

 

議長（石黒永剛君）    賛成討論の方ありませんか。ほかにありませんか。 

    ないようですので、これで本案に対する討論を終結いたします。 

    これより承認第２号を、採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第２号を、原案のとおり承認することに賛成の方は、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、多数。よって承認第２号、専決処分の承認を求めることにつ

いて、平成 25 年度佐用町国民健康保険特別会計補正予算第４号（専決第２号）は、原案

のとおり承認されました。 

    続いて日程第 10 に入ります。日程 10 は、承認第３号、専決処分の承認を求めること

について、平成 25 年度佐用町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号（専決第３号）に

対する質疑を行います。質疑はありますか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    はい、３ページ、10 の 10 の 20、滞納繰越 36 万 3,000 円、これに

ついても同じように説明願います。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本住民課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）  失礼いたします。 

    滞納分につきましては、収納率で申し上げますと 23.86 パーセントでございます。 

    また、昨年に比べまして、何とか収納率２ポイントほどは頑張っておりますけれども、

滞納分が少なるように、今後、努力していきたいと思います。 

    以上です。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    件数的にはどんなんですか。 

 

〔住民課長 挙手〕 
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議長（石黒永剛君）    住民課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）  すいません。細かい数字は、ちょっと持ち合わせておりません。申

し訳ございません。 

    ただ、傾向としては、先ほども申し上げ、国保でも申し上げましたけれども、同じよう

な方に固定化している傾向がございます。以上です。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、ありませんか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    ５ページ、10 の 10 の 13 番の委託料でございますけれど、電算シ

ステムの更新委託料が△で 1,078 万 4,000 円、少なくなっておるということは、いいこ

とかも分からんけれど、その要因については、どんなことが考えられますか。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本住民課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）  失礼いたします。 

    この電算システムの更新委託料につきましては、この後期高齢者の医療制度につきまし

ては、平成 20 年度に制度がスタートし、電算システムで対応させていただいてました。

そういった中で、経年数もありまして 25 年度で更新を予定をいたしておりましたが、26

年度の当初予算の中にも改めて計上させていただいたんですけれども、町の中で、庁舎の

改築工事もございまして、サーバー室の移転とかもございます。そういったこととか、あ

るいはシステム開発のこともございまして、25 年度じゃなしに 26 年度に繰り越してさせ

ていただきたいということで、させていただきました。 

    ただ、この補正のタイミングにつきましては、今回、専決というような形で、本来です

と、 

 

〔「（聴取不能）」と呼ぶ者あり〕 

 

住民課長（岡本隆文君）  えっ、繰り越しではございません。 

    26 年度の当初予算で挙げさせていただいておりますので、同じく３月補正ですべきと

ころであったかと思いますが、医療費等の精算もございまして、この専決という形であわ

せて挙げさせていただきました。 

 

議長（石黒永剛君）    ほかにありませんか。 

    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これより討論に入ります。討論はありますか。 

 

〔討論なし〕 
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議長（石黒永剛君）    ないようですので、本案に対する討論を終結します。 

    これより承認第３号を、採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第３号を、原案のとおり承認することに賛成の方、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員です。よって承認第３号、専決処分の承認を求めること

について、平成 25 年度佐用町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号（専決第３号）は、

原案のとおり承認されました。 

    続いて日程第 11、承認第４号、専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年度佐

用町介護保険特別会計補正予算第３号（専決第４号）に対する質疑を行います。質疑はあ

りますか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    ４ページ、５の 10 の 10 の 30 番ですね、滞納繰越の△217 万

8,000 円、この分についての説明願います。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、答弁願います。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本住民課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）  滞納分につきましては、この度の 217 万 8,000 円の減額で、予算

的に 72 万円という予算に最終的になります。 

    収納率で申し上げますと 13.63 パーセントという収納率でございます。 

    ただ、滞納される方につきましては、先ほど来、医療のところでもありましたけれども、

固定化している傾向もございますので、引き続き個別に折衝するなどして、収納率のアッ

プに努めてまいりたいと思っております。以上でございます。 

 

議長（石黒永剛君）    よろしいですか。ほかにありませんか。 

    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これより討論に入ります。討論はありますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する討論を終結します。 

    これより承認第４号を、採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第４号を、原案のとおり承認することに賛成の方、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 
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議長（石黒永剛君）    挙手、全員。よって承認第４号、専決処分の承認を求めることにつ

いて、平成 25 年度佐用町介護保険特別会計補正予算第３号（専決第４号）は、原案のと

おり承認されました。 

    続いて日程第 12、承認第５号、専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年度佐

用町朝霧園特別会計補正予算第３号（専決第５号）に対する質疑を行います。質疑はあり

ますか。ありませんか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これより討論に入ります。討論はありますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで対する討論を終結します。 

    これより承認第５号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第５号を、原案のとおり承認することに賛成の方、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員。よって承認第５号、専決処分の承認を求めることにつ

いて、平成 25 年度佐用町朝霧園特別会計補正予算第３号（専決第５号）は、原案のとお

り承認されました。 

    続いて日程第 13、承認第６号、専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年度佐

用町簡易水道事業特別会計補正予算第４号（専決第６号）に対する質疑を行います。質疑

はありますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結いたします。 

    これより討論に入ります。討論はありますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する討論を終結します。 

    これより承認第６号を、採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第６号を、原案のとおり承認することに賛成の方、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員。よって承認第６号、専決処分の承認を求めることにつ

いて、平成 25 年度佐用町簡易水道事業特別会計補正予算第４号（専決第６号）は、原案

のとおり承認されました。 

    続いて日程第 14、承認第７号、専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年度佐

用町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算第４号（専決第７号）に対する質疑を
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行います。質疑はありますか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    ３ページ、10 の 10 の 15 番ですね、滞納繰越金額が少のうござい

ますけれど、△の５万と、それから同じく 15 の 10 の 10 の 15 番、13 万 6,000 円、この

分についての説明願います。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、答弁。 

 

〔上下水道課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、上野課長。 

 

上下水道課長（上野耕作君）  失礼します。 

    失礼します。事業分担金の滞納繰越分でございますけれども、19 名の方の滞納がござ

います。この分につきましては、収納額ゼロということでございます。基本的に、接続未

接続ということがございますので、今後、推進させていただきまして、接続される方につ

きましては、納めていただくということで推進をしていきます。 

    それから、公共下水の使用料でございますけれども、滞納分でございます。これにつき

ましては、108 件ございます。調定額がですね、885 万 1,160 円に対しまして、収納が８

万 6,720 円ということで、約１割を収納しております。これにつきましても催告等を行

いましてですね、納めていただくような形で分納誓約等もとらせていただいて対応してお

ります。以上です。 

 

議長（石黒永剛君）    ありませんか。よろしいか。ほかにありませんか。 

    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これより討論に入ります。討論はありますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する討論を終結します。 

    これより承認第７号を、採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第７号を、原案のとおり承認することに賛成の方、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員です。よって承認第７号、専決処分の承認を求めること

について、平成 25 年度佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算第４号（専

決第７号）は、原案のとおり承認されました。 

    続いて日程第 15、承認第８号、専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年度佐

用町生活排水処理事業特別会計補正予算第３号（専決第８号）に対する質疑を行います。

質疑はありますか。 
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〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これより討論に入ります。討論はありますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する討論を終結します。 

    これより承認第８号を、採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第８号を、原案のとおり承認することに賛成の方、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員です。よって承認第８号、専決処分の承認を求めること

について、平成 25 年度佐用町生活排水処理事業特別会計補正予算第３号（専決第８号）

は、原案のとおり承認されました。 

    続いて日程第 16、承認第９号、専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年度佐

用町西はりま天文台公園特別会計補正予算第４号（専決第９号）に対する質疑を行います。

質疑はありますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これより討論に入ります。討論ありますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する討論を終結します。 

    これより承認第９号を、採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第９号を、原案のとおり承認することに賛成の方、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員です。よって承認第９号、専決処分の承認を求めること

について、平成 25 年度佐用町西はりま天文台公園特別会計補正予算第４号（専決第９

号）は、原案のとおり承認されました。 

    続いて日程第 17、承認第 10 号、専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年度

佐用町笹ヶ丘荘特別会計補正予算第２号（専決第 10 号）に対する質疑を行います。質疑

はありますか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    岡本義次君。 
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７番（岡本義次君）    ３ページ、使用料のとこでございますけれど、今も説明あったんで

すけれど、宿泊料とか、それから食事料、食堂売上、軒並みに△、赤字ということで、

1,353 万 1,000 円から少なくなったわけでございますけれど、その要因については、どん

なんでしょう。 

    ですから、その町からのですね、持ち出しとして、また 323 万 2,000 円ほど増えて、

全体がですね 2,500 万からなってますんで、そこらへんについて、今後も含めて、どの

ように考えていらっしゃるか。 

 

〔商工観光課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、商工観光課長。 

 

商工観光課長（高見寛治君）  失礼します。 

    使用料の予算で 1,353 万 1,000 円の減額でございますが、笹ヶ丘荘自体の来場者数に

つきましては、平成 24 年度が３万 2,714 人、25 年度が３万 3,963 人と微増ですが、増え

ております。 

    ただ、予算につきましては、当初、ちょっと多めに見ておったかなというのがありまし

て、今回、その実績にあわせて減額をさせていただいております。それにあわせて、一般

会計のほうを繰り入れさせていただいております。 

    笹ヶ丘荘の職員、それから非常勤職員、臨時職員、みんな一生懸命やっておりますので、

ご理解いただきまして、今後も笹ヶ丘荘、ちゃんとした経営に努めるように頑張っていき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    微増として、ちょっと増えておるのであれば、こういう売り上げに

ついてもですね、赤字が出てこないんじゃないかというふうに、普通だったら解釈できる

んやけれど、その要因については、どんなんでしょうか。 

 

〔商工観光課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、観光課長。 

 

商工観光課長（高見寛治君）  予算につきましては、当初の宿泊料、休憩料、その食事料とい

うふうな格好で見ておりました。 

    少し増になったからといって、それが全部クリアできたわけ、全部、その予算のとおり

になったわけではなかったので、今回、専決で減をさせていただいております。 

 

議長（石黒永剛君）    よろしいか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい。 
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７番（岡本義次君）    分かって、分からんような感じだったけど、そこらへんが、もう一

つ、やっぱりもうちょっと、要因の分析も含めてね、やっぱり今後、対策してもらわんと

あかんのんじゃないかと思います。年々増えていっておるように思いますんで。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    町長。 

 

町長（庵逧典章君）    笹ヶ丘荘については、また、いろいろと、これ内容をですね、精査

して、今後の笹ヶ丘荘の経営について、検討しなきゃいけないというふうには思っており

ます。 

    施設は、前から申し上げておりますとおり規模が小さい。その中で、運営をして、その

経費的にはですね、削減できるところまで、かなり人件費、職員数ともぎりぎりでやって

いるという状況になっております。 

    それから利用者につきましてもですね、サッカーとか、そういう団体を受け入れるよう

にですね、グループ用ロッジ等の改修も行いましてね、そういうことで、利用者の人数は、

若干維持して、こういう状況の中で、少しでも増えているという状況です。 

    ただ、どうしても、やっぱり利用、使用いただく利用単価がですね、低いということと、

収益が上げていくために、その施設そのものの大きさ、先ほど言いましたように、が、最

初から規模が小さいので、効率的な経営というのがですね、難しい施設だということがあ

ります。 

    それと、施設そのものもですね、かなり老朽化、当然、かなり経年しておりますので、

設備等も更新をしていかなきゃいけない。 

    そういう、その面があって、どうしても毎年ね、若干、少しずつ一般会計からの繰り入

れをしていかないと収支合わない。経営ができてないという状況が続いているところです。 

    で、じゃあ、いくらでも町が、一般会計からでも繰り入れしてでも、この施設を維持し

ていくのかということなんですけれども、それはやはり限界があると思います。 

    ただ、佐用町内におきまして、こうした施設というのは、笹ヶ丘荘が唯一のホテル形式

のですね、集会をしたり、また、宿泊をしていただける一つの施設としてですね、町とし

ても、これは維持をしていきたいという、前から希望を持って、経営に努力をしていると

ころなんですけれども、そういう中で、一般会計からの若干のね繰り入れはやむを得ない

ということも、私も考えながら、今日までやっております。 

    ただ、先ほど言いましたように、これが 3,000 万、4,000 万というね、毎年の赤字とい

うことでは、これは経営的に施設として、本当にいいのかということの議論が、当然また、

生まれてまいりますので、十分これからの経営の見通し等、再度、検討しながらですね、

経営的に、先ほど言いましたように、サッカーとか、団体とか、年間を通しての利用が維

持できるようにですね、生まれるようにですね、いろんな面で支援をしていかないとでき

ないというところもありますので、そういう努力もしながら、今後の経営について、十分

検討をしてまいりたいと考えております。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。３回目です。 
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７番（岡本義次君）    今、町長、そうやって努力もしていくという中でね、災害前だった

と思うんですけれど、屋外のねグラウンドゴルフも考えてみたいというふうなこともあっ

て、災害が起きてですね、立ち消えになったような格好で、今、来ておりますけれど、ド

ームの中で、若干、そういうグラウンドゴルフ等もされておりますけれど、あそこのです

ね、仮設住宅が建っておったようなところも含めてね、また、町長が、そういうような屋

外の、そういうグラウンドゴルフ等の、どうかやってみたいというようなことを、前に言

われておったんは、その後は、どうなんでしょう。 

    そこらへんについては、やっぱり人が来てもらって、お金を落としてもらって、利用し

てもらうというんが、やっぱり赤字の解消にもつながることだと思いますんで、そこらへ

んについては、どうでしょう。 

 

〔山本君「一般質問じゃあ」と呼ぶ〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    利用者のね、今後、増やす方法というのについても、十分に、いろ

いろと検討していきたいと考えておりますので。 

 

議長（石黒永剛君）    ほかにありませんか。 

    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これより討論に入ります。討論はありますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する討論を終結します。 

    これより承認第 10 号を、採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第 10 号を、原案のとおり承認することに賛成の方、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員です。よって承認第 10 号、専決処分の承認を求めるこ

とについて、平成 25 年度佐用町笹ヶ丘荘特別会計補正予算第２号（専決第 10 号）は、

原案のとおり承認されました。 

    続いて日程第 18、承認第 11 号、専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年度

佐用町歯科保健特別会計補正予算第３号（専決第 11 号）に対する質疑を行います。質疑

はありますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これより討論に入ります。討論ありますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する討論を終結します。 
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    これより承認第 11 号を、採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第 11 号を、原案のとおり承認することに賛成の方、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員です。よって承認第 11 号、専決処分の承認を求めるこ

とについて、平成 25 年度佐用町歯科保健特別会計補正予算第３号（専決第 11 号）は、

原案のとおり承認されました。 

    続いて日程第 19、承認第 12 号、専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年度

佐用町宅地造成事業特別会計補正予算第２号（専決第 12 号）に対する質疑を行います。

質疑はありますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これより討論に入ります。討論はありますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する討論を終結します。 

    これより承認第 12 号を、採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第 12 号を、原案のとおり承認することに賛成の方、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員です。よって承認第 12 号、専決処分の承認を求めるこ

とについて、平成 25 年度佐用町宅地造成事業特別会計補正予算第２号（専決第 12 号）

は、原案のとおり承認をされました。 

    続いて日程第 20、承認第 13 号、専決処分の承認を求めることについて、平成 25 年度

佐用町石井財産区特別会計補正予算第１号（専決第 13 号）に対する質疑を行います。質

疑はありますか。 

 

〔岡本安君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本安夫君。 

 

10 番（岡本安夫君）    以前、ちょっと、説明あったか分からんのんですけど、その１ペ

ージの財産収入、いわゆる 86 万 6,000 円、これ売り上げが、だいたいどれぐらいに対し

て、これだけ残ったいうことなんでしょうか。その売り上げ等、だいたい、どれぐらいの

面積の事業があったかいうこと。説明お願いします。 

 

〔農林振興課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、横山課長。 
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農林振興課長（横山芳己君）  まず、面積ですけれども、奥海集落で 18.3 ヘクタール、帯状

間伐を行っております。山の 25 パーセント程度の木を切って、材積は、1,647 立米余り

でございます。その販売代金につきましては、素材で 1,605 万円余りの販売額がござい

ました。 

    いろいろ経費がございまして、後、その間伐に伴う不足分も、この販売額から利用して

おりますので、結果としましては、清算額が 83 万 5,000 円余りになってございます。 

    で、この予算の中におきましては、これ 86 万 6,000 円でございますけども、素材の精

算につきましては、83 万 5,000 円余りと、後、３万円余りがみどり公社の造林地でござ

いまして、そこの販売収入で、要は、財産区も幾分か割り当てがあったということでござ

います。 

    これにつきましては、この消費税のアップの関係で、宅地の供給が多くって、材が若干、

上がったというようなことから、この精算額が出たと思っております。以上です。 

 

議長（石黒永剛君）    よろしいか。 

 

〔岡本安君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本安夫君。 

 

10 番（岡本安夫君）    これ、杉本場で、あれだったんですけど、一応、これぐらいの売

り上げが残るいうことなんで、これ、町単の補助金いうの、これ、出してなかったですか。

この事業に対して。 

 

〔農林振興課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、横山課長。 

 

農林振興課長（横山芳己君）  間伐につきましては、県の補助を含めた町からの助成を充てて

おります。 

    後、販売。 

    当然、その間伐の作業の補助金だけでは、赤字が出ておりますので、先ほど申しました

販売代金から、それに補填をしておるということでございます。 

 

議長（石黒永剛君）    よろしいか。 

 

10 番（岡本安夫君）    まあ、何でまあ、こういうこと聞いたかというと、これから、恐

らく、いわゆる森林整備経営計画を立てていく中で、そのうたい文句として、地主にも、

何ぼか還元しようということなんだったら、これを見ると、18 町歩で 86 万円か。単純に

計算したら。この調子でいくんだったら、何ぼか還元できるんかなというようなことなん

ですけど、そうは簡単にいかんのんでしょうけども、一応、経費的なものが、どれぐらい

かかるかということを聞いてみただけなんです。結構ですは。 

 

 

議長（石黒永剛君）    ほかにありませんか。 

    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 
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    これより討論に入ります。討論ありますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する討論を終結します。 

    これより承認第 13 号を、採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    承認第 13 号を、原案のとおり承認することに賛成の方、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員です。よって承認第 13 号、専決処分の承認を求めるこ

とについて、平成 25 年度佐用町石井財産区特別会計補正予算第１号（専決第 13 号）は、

原案のとおり承認されました。 

    ここでお諮りします。少し早いんですが、昼食のため休憩をとりたいと思います。いか

がでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（石黒永剛君）    異議なしと認めます。よって、そのように決します。 

    再開は１時 10 分といたします。 

 

午前１１時５０分 休憩 

午後０１時１０分 再開 

 

議長（石黒永剛君）    それでは、休憩を解き会議を再開いたします。 

 

 

日程第 21．議案第 47 号 兵庫県佐用郡佐用町・宍粟市三土中学校事務組合の解散について 

 

議長（石黒永剛君）    続いて日程第 21、議案第 47 号、兵庫県佐用郡佐用町・宍粟市三土

中学校事務組合の解散についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今上程をいただきました、議案第 47 号、兵庫県佐

用郡佐用町・宍粟市三土中学校事務組合の解散につきまして提案理由のご説明申し上げま

す。 

    三河地区の住民の皆様、小学校・中学校の PTA 会員の皆さんとの三土中学校閉校にか

かる協議経過につきましては、これまで逐次ご報告をし、広報等でもお知らせさせていた

だいているとおりでございます。 

    それらの経過を踏まえ、去る２月 21 日の平成 25 年度第３回組合教育委員会におきま

して、地方教育行政法第 23 条第１号の規定に基づき、教育上の観点から、将来の中学校

のあり方などを総合的に判断し、学校を平成 27 年３月 31 日をもって廃止することが議

決されたところでございます。 
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    また、先月の 23 日には、第 95 回三土中学校事務組合議会におきまして、平成 27 年４

月１日施行の兵庫県佐用郡佐用町・宍粟市三土中学校事務組合立中学校の設置に関する条

例を廃止する条例が可決されたところでございます。 

    これらを受け、構成市・町において、地方自治法第 288 条の規定により、平成 27 年３

月 31 日をもって三土中学校事務組合を解散することについて協議させていただくもので

ございます。 

    ご承認賜りますようにお願いを申し上げ、提案の説明とさせていただきます。 

 

議長（石黒永剛君）    当局の説明が終わりました。 

    これより質疑に入りますが、議案第 47 号は、総務常任委員会に付託を予定しておりま

すので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いいたします。質疑はありますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結いたします。 

    ただ今、議題としております議案第 47 号は、会議規則第 37 条の規定により、総務常

任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（石黒永剛君）    ご異議ないと認めます。よって議案第 47 号、兵庫県佐用郡佐用

町・宍粟市三土中学校事務組合の解散については、総務常任委員会に付託することに決定

いたしました。 

 

 

日程第 22．議案第 49 号 町道路線の変更について 

 

議長（石黒永剛君）    続いて日程第 22、議案第 49 号、町道路線の変更についてを議題と

いたします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

議長（石黒永剛君）    ただ今、上程をいただきました議案第 49 号、町道路線の変更につ

きまして、提案のご説明を申し上げます。 

    今議会におきましては、町道路線の変更案件２路線を上程いたしております。 

    この路線の変更は、兵庫県が実施をしている佐用川災害復旧助成事業により株式会社横

山基礎工事の企業用地が河川区域に買収され、その代替え地の整備に伴い、町道のつけか

えが必要となったものでございす。 

    つけかえ工事は、一旦２路線の起終点を変更して、事業区域内から外し、造成工事によ

り、従前と同等の地積の農道及び町道を整備し、工事完了後、町道については認定をする

予定であります。 

    以上、２路線の町道路線の変更につきまして、道路法第 10 条第３項の規定により、議

会の議決が必要でありますので、ご承認賜りますようお願い申し上げ、提案の説明といた

します。 



 42

 

議長（石黒永剛君）    当局の説明が終わりました。 

    これより質疑に入りますが、議案第 49 号は、産業厚生常任委員会に付託を予定してお

りますので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いいたします。質疑はありますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結いたします。 

    ただ今、議題としております議案第 49 号は、会議規則第 37 条の規定により、産業厚

生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（石黒永剛君）    ご異議なしと認めます。よって議案第 49 号、町道路線の変更につ

いては、産業厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 

日程第 23．議案第 50 号 工事請負契約の締結について 

 

議長（石黒永剛君）    続いて日程第 23、議案第 50 号、工事請負契約の締結についてを議

題といたします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今上程をいただきました議案第 50 号、佐用町取水

施設工事請負契約の締結についてのご説明を申し上げます。 

    現在、兵庫県において実施していただいております佐用川及び千種川の緊急河道対策事

業の影響により、佐用町が管理する佐用・真盛・久崎・大酒の各水源で認可取水量の確保

が困難となることが地下水対策検討委員会で判明しており、今回、水道水源井戸の機能回

復を図るため、県が行う河川改修事業と並行して各水源の新設工事を実施するものでござ

います。 

    工事入札は、平成 26 年５月 28 日、建設業者 12 社による指名競争入札に付しましたが、

９社が入札参加辞退の届出があり、３社による入札となりました。 

    その結果、消費税込みで４億 586 万 4,000 円、神戸市中央区下山手通３丁目 12 番１号、

大成建設株式会社神戸支店支店長、藤田正之氏に落札決定をいたしましたので、佐用町議

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

求めるものでございます。ご承認をいただきますようにお願いを申し上げ、提案の説明と

さいたします。 

 

議長（石黒永剛君）    当局の説明が終わりました。 

    なお、本案については、本日即決といたします。 

    これから質疑を行います。質疑ありますか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 
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議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    この金額で落札したわけなのでございますけれど、その積算根拠に

ついては、どんなんでしょう。 

    この四つの、いわゆる給水場のやつを一括ということにしておるんか、個別的に挙げて、

そのやつを四つプラスしたものというふうな、そこらへんの解釈については、どんなでし

ょうか。 

 

議長（石黒永剛君）    答弁。 

 

町長（庵逧典章君）    これはもう、一括でということを、説明、今までもさせていただい

ております。 

    だから全て、今回の工事、河川工事に伴う、影響する水源についての取水工事を一括し

て入札をいたしております。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    その積算については、役場がやったん。それとも、その落札率につ

いては、何ぼで落ちたんか。そこらへんについて、どんなん？ 

 

〔上下水道課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、上野君。 

 

上下水道課長（上野耕作君）  この積算につきましては、町のほうで基準に基づいて積算いた

しております。 

    それと、落札でございますけれども、入札率が 86.39 パーセントで、86.39 でございま

す。落札率ですね。 

 

議長（石黒永剛君）    よろしいか。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、金谷君。 

 

８番（金谷英志君）    その一括発注されたいうこともあるので、それぞれ久崎については、

工業団地も入れたら５カ所になりますから、それぞれ一括で発注されたいう、今回、普段

言われるのは、経費が安くなる、一括で一つの会社にまとめたら経費が安くなるというこ

とですが、先ほど、岡本議員も言われましたけれども、その根拠としては安くなる。一括

した理由ですけど、その根拠として挙げられるのは、経費が安くなるということですから、

それぞれの５カ所についてごとの、検討もされる、その工事費全体の中の５カ所いうこと

で、検討はされたんでしょうか。一括発注された、その理由についてを伺います。 
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〔上下水道課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    上野上下水道課長。 

 

上下水道課長（上野耕作君）  久崎水源でございますけれども、工業団地の部分については、

今現在、県と調整中でございます。 

    だから町の管理する４水源、佐用・真盛・久崎・大酒、この４水源を一括工事というこ

とで、今回、発注させていただいております。 

    それと、４カ所を、なぜ１本にというご質問でございますけれども、今回、当然、この

水源につきましては、町の重要な皆さんの施設であるということでございますので、それ

とあと、工期的なこと、それ等も含めてですね、一括工事という形で発注させていただい

ております。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    町長。 

 

町長（庵逧典章君）    この水源については、今、町内の取水量の半分以上を取水している

ところであります。 

    今、課長が申したとおり非常に重要な水源で、町民の生活にとって、１日も、これを止

めるわけにはいかない。 

    で、その中で、この工事の中でですね、そういう水源に影響が出るということは、もう

以前から、当然、予想された中で、水道水源のこの調査検討委員会、専門委員会を設けて

ですね、どのような影響があるか。また、どのような、また、この対策をとるか。これは

県の補償工事でありますから、いろいろと検討をしていただきました。 

    で、できれば、もっと早くですね、その水源のこうした工事をですね、やっていくべき

で、県のほうにも、そういう懸念をですね、早くしていただかないと間に合わないという

ことで申しておりましたけれども、実際に、なかなか調査をしてもですね、どのような改

修工事を行うか。また、どこに新設した井戸を掘るか。その調査が、非常にまあ、検討委

員会長引きました。 

    で、実際に、今年度、平成 26 年度を最終年度としてですね、河川工事を完了をしてい

くという方針の中で進めようとすればですね、この水道水源につきましては、この６月か

ら 11 月ぐらいまでの間にですね、大きなところをやっていかないと間に合わないと。 

    それと、一気に、順番にですね、計画的にやらないと、水道の水源、水に影響するとこ

ろがありますので、そういう、その調整をしながら、また、施工をしなきゃいけない。 

    それと、現在の、ご存じのように、土木や建築事業工事、非常に業者の方も技術者が少

ない。また、施工する専門の技術者が少ないということで、なかなか、この工事にですね、

今、参加していただけることが難しいという状況があります。 

    それで、大手の総合的な管理ができてですね、調整をしながら施工能力のある業者に一

括して４水源地を発注することによってですね、それを、その実際に井戸を掘るというの

は、非常に専門的な仕事になりますから、順番にですね、工事を調整しながら行っていく

と、そういうことを含めて一括するべきだということで、決定をさせていただきました。 

 

〔金谷君 挙手〕 
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議長（石黒永剛君）    はい、金谷君。 

 

８番（金谷英志君）    その点は、分かりました。 

    それとね、取水新設工事の管理業務委託いうことも入札されていると思います。 

    実際に、工事を行う会社、今回でしたら大成建設ではなくて、工事管理業務を行う、こ

の管理業務との関係は、どのようになってますでしょうか。 

 

〔上下水道課長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    上野課長。 

 

上下水道課長（上野耕作君）  先ほどもですね、町長のほうが申されたとおりですね、一応、

専門的な知識が必要だということで、どうしても井戸を掘っただけではですね、水の量、

質、それから、そういうことについてですね、その将来的に安定して出るのかどうかとい

う、そういう試験も含めてですね、管理業務をお願い、今回、させていただいております。 

    そういうことがございますので、それ、業者、大成建設さんと、今度、管理をのほうを

とっていただいた管理業者さんとで、調整をしていただいてですね、させていただくとい

うことにさせていただいております。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    そういう、その水道水源の検討委員会、専門の大学の先生なんかに

入っていただいて、基本的には、水道、いろいろな調査・試験をしてですね、こういうと

ころで、水が、どれぐらい確保できるだろうという想定、結果をもとに設計をしているわ

けです。 

    実際に、これから、その工事に入るんですけれども、それは地下のことですから、工事

を実際に井戸を掘りながらですね、その水の取水量というのを、どれぐらいの水が、十分

確保できるかどうか。最終的に、町として必要なのは、必要な水量を確保するということ

が、これが最終の目的ですから、ですから、工事につきましては、当然、その設計を、検

討委員会の調査結果に基づいた設計を委託した会社が、今度、施工においてですね、当然、

その施工業者と、実際に井戸を実際に工事をしながら、管理をしていただいて、その取水

量の確保ということを、きちっと最終的にしていただくと、そういう管理をしていただく

ための施工管理ということになります。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、金谷君。 

 

８番（金谷英志君）    先ほど、町長言われたように、人材も技術者も確保している、その

大成建設が落札した。その３社残った後でいうことですから、ある程度、その工事につい

ても、管理業務は、それこそ、技術者なり、その技術なり能力は、大成建設が持っている

んであって、それでしたら、改めて、その管理の業務委託に、今回でしたら、相互設計が、
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その管理業務については落札しているということですから、その相互設計については、町

側に立った、その、ちゃんと工事ができているかいうことをチェックするような、そうい

うことのニュアンスで町長言われたん、そういうことなんでしょうか。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    こういう、水道工事だけではなくてですね、全ての工事において、

施工管理と実際に設計管理というのは別々に、当然、施工業者は施工業者で技術者がいて、

その設計に基づいてですね、施工をしていくという施工管理技術者というのが必要になる

わけです。 

    ただ、工事については、やっぱり工事を町の側に立った中で、その施工業者の施工管理

技術者なり一緒に指示をし、協議をしながら進めていくというのが、設計管理というかた

になりますからね、それぞれやっぱり、きちっと立場は、それぞれ違います。目的は一緒

ですけれども、そういうことで進めて、こういう工事は、全て進めているところです。 

 

議長（石黒永剛君）    ほかにありませんか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    はい、岡本義次君。 

 

７番（岡本義次君）    当初ね、12 社の応募あってですね、９社も辞退したというのは、

そこらへん、何かあったんかいな思うような気はするんやけど、そこらへんは、どんなん

でしょう。 

 

議長（石黒永剛君）    答弁。 

 

町長（庵逧典章君）    このことは、先ほども、ちょっと言いましたけれども、今、こうい

う建築業界のいろんな工事、土木も含めてですけれども、非常に全国的に事業が多い。そ

の中で、技術者なり施工に携わる職人という方も、非常に少ない状況です。 

    そういう中で、入札不調というようなこともね、全国的には、かなり出ているわけです。 

    で、かなりの総合建設業で経験のあり、そういう施工能力を持った業者というのを選定

して、いわゆる大手ゼネコンを指名しておりますけども、やはり、その業界の中でも、な

かなか、こういう特殊な工事にもなりますから、そういう職人、方、専門業者が確保でき

ないようなところについてはですね、入札そのものから、もうきちっと最初から辞退する

というのは、これはもう、今、どの工事、事業においても、そういう傾向が、当然ありま

す。 

    12 社の中で９社というのはね、確かに多いなと思いますけれども、やはり指名をする

ことによって、入札参加で、これを例えば、公募という形なんかになると、なかなか応募

していただけないというような事態も想定をされますので、３社でも、これだけの競争を

していただいて、想定より、かなり安く落札をしているように、私は、この結果は見てお

ります。 

    これは全て、県の補償工事、そういう施工管理も含めてね、補償工事として、県からい
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ただくと、支給していただくということになりますので、はい。 

 

議長（石黒永剛君）    ほかにありませんか。 

    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これより討論に入ります。討論ありますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する討論を終結します。 

    これより議案第 50 号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第 50 号を、原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員です。よって議案第 50 号、工事請負契約の締結につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第 24．議案第 51 号 佐用町移動通信用施設条例の一部を改正する条例について 

 

議長（石黒永剛君）    続いて日程第 24、議案第 51 号、佐用町移動通信用施設条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程をいただきました議案第 51 号、佐用町移

動通信施設条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

    今回の改正は、平成 25 年度に携帯電話中継局を江川地区の淀集落地内住中に設置をし

たことに伴うもので、第２条に、当該施設の名称及び位置を追加するものでございます。 

    ご承認賜りますようにお願いを申し上げまして、提案の説明とさせていただきます。 

 

議長（石黒永剛君）    当局の説明が終わりました。 

    なお、本案につきましては、本日即決といたします。 

    これから質疑を行います。質疑はありますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これより討論に入ります。討論はありますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する討論を終結します。 

    これより議案第 51 号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 
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    議案第 51 号を、原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（石黒永剛君）    挙手、全員です。よって議案第 51 号、佐用町移動通信用施設条例

の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第 25．議案第 52 号 佐用町税条例等の一部を改正する条例について 

 

議長（石黒永剛君）    続いて日程第 25、議案第 52 号、佐用町税条例等の一部を改正する

条例についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程をいただきました議案第 52 号、佐用町税

条例等の一部を改正する条例につきまして、提案のご説明を申し上げます。 

    本件につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成 26 年４月１日から施行

されたことに伴い、佐用町税条例等の一部を改正するものでございます。 

    この度の法律の施行に伴う町税条例に関する主な改正は、３点でございます。 

    １点目は、法人住民税の法人税割の税率を現行の 12.3 パーセントから 2.6 パーセント

引き下げて 9.7 パーセントにするものでございます。本年４月から消費税率が８パーセン

トに引き上げられたことに伴い、地域間の税源の偏在性を是正するため、法人住民税の法

人税割の一部を国税化する必要があるとされ、地方交付税の財源となる地方法人税が創設

されたことに伴い、法人税割の標準税率が 12.3 パーセントから 9.7 パーセントに、制限

税率が 14.7 パーセントから 12.1 パーセントに引き下げられ、本町は標準税率による改正

でございます。 

    ２点目は、軽自動車税の税率の改正でございます。軽自動車税のうち原動機付自転車、

軽二輪及び小型二輪については、平成 27 年度分から標準税率が約 1.5 倍、最低 2,000 円

に引き上げられました。軽自動車及び小型特殊自動車については、平成 27 年度分から三

輪以上の軽自動車及び小型自動車の標準税率が、自家用乗用車にあっては 1.5 倍、その他

の区分の車両にあっては約 1.25 倍に引き上げられました。また、軽自動車税においても

グリーン化を進める観点から、新規登録から 13 年を経過した三輪以上の軽自動車につい

ては、平成 28 年度から約 20 パーセントの重課を行う改正でございます。なお、三輪以

上の軽自動車につきましては平成 27 年４月１日以後に新規登録をされるものから新税率

を適用し、平成 26 年度までに登録をされたものについては、現行の税率を適用をいたし

ます。 

    ３点目は、固定資産税の課税標準となるべき価格の減免措置で、市町村独自の軽減割合

を定めることができる、いわゆる「わがまち特例」の規定でございます。従来の３施設の

ほか、新たに水質汚濁防止法、大気汚染防止法、土壌汚染対策法に基づく公害防止施設、

水防法に基づく浸水防止用設備及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法

律に基づくノンフロン製品の５施設等が対象となっており、条例で定める割合については、

地方税法で規定する参酌割合を適用をいたしております。 

    それぞれ、ご承認賜りますようにお願いを申し上げて、提案の説明とさせていただきま
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す。 

 

議長（石黒永剛君）    当局の説明が終わりました。 

    これより質疑に入りますが、議案第 52 号は、総務常任委員会に付託を予定しておりま

すので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いいたします。質疑はありますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結いたします。 

    ただ今、議題としております議案第 52 号は、会議規則第 37 条の規定により、総務常

任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（石黒永剛君）    ご異議なしと認めます。よって議案第 52 号は、総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

 

 

日程第 26．議案第 53 号 佐用町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について 

 

議長（石黒永剛君）    続いて、日程第 26、議案第 53 号、佐用町福祉医療費助成条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程をいただきました議案第 53 号、佐用町福

祉医療費助成条例の一部を改正する条例につきまして、提案のご説明を申し上げます。 

    町では、県の補助を受け福祉医療費助成事業を実施しておりますが、このたび兵庫県に

おいて、65 歳から 69 歳の方の医療費を助成する老人医療費助成事業制度及び母子家庭等

医療費給付事業制度の一部を改正することが、本年３月 19 日の県議会において可決をさ

れております。 

    老人医療においては、国の医療制度の見直しにより、70 歳から 74 歳の自己負担割合が

従来の１割から２割とされたことにより、現行の制度を継続するとなりますと 70 歳から

74 歳の自己負担割合の２割より、若年者である 65 歳から 69 歳の１割のほうが、負担割

合が低くなる逆転現象が生じることとなるため、これを解消するため自己負担割合、一部

負担金の見直しを行うものであります。 

    母子家庭等医療におきましては、乳幼児等医療の充実を踏まえ、母子家庭等世帯と同程

度の所得水準にある二人親世帯との均衡を図るため、経済的不安の大きい低所得者層を重

点化し、所得制限、一部負担金を見直すものでございます。 

    本町におきましても、県の制度改正に合わせて町条例を改正し、同じく７月から施行し

ようとするものでございます。 

    なお、助成の特例といたしまして、老人医療の改正につきましては、65 歳の誕生日が

平成 26 年７月１日以降の方について適用されることとし、既に 65 歳以上の方は従前の

とおりとすることといたしております。 
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    また、母子及び寡婦福祉法が改正され、法律の名称が本年 10 月１日より母子及び父子

並びに寡婦福祉法に改められたことに伴い、本条例におきましても関係規定を改正し、同

じく本年 10 月１日から改正することといたしております。 

    ご承認賜りますようにお願いを申し上げて、提案のご説明とさせていただきます。 

 

議長（石黒永剛君）    当局の説明が終わりました。 

    これより質疑に入りますが、議案第 53 号は、産業厚生常任委員会に付託を予定してお

りますので、常任委員会付託をお含みの上、質疑をお願いいたします。質疑はありますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（石黒永剛君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結いたします。 

    ただ今、議題としております議案第 53 号は、会議規則第 37 条の規定により、産業厚

生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（石黒永剛君）    ご異議なしと認めます。よって議案第 53 号は、産業厚生常任委員

会に付託することに決定しました。 

 

 

日程第 27．議案第 54 号 平成 26 年度佐用町一般会計補正予算案（第１号）の提出について 

 

議長（石黒永剛君）    続いて日程第 27 に入ります。 

    議案第 54 号、平成 26 年度佐用町一般会計補正予算案（第１号）の提出についてを、

議題いたとします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程いただきました議案第 54 号、平成 26 年

度佐用町一般会計補正予算第１号につきまして、ご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億 830 万 7,000 円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 130 億 2,854 万 8,000 円に改めるものでござい

ます。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明を申し上げます。 

    まず、歳入から、予算書１ページをご覧ください。 

    国庫支出金につきましては、臨時福祉給付金及び子育て世帯に対する臨時特例給付金給

付事務費補助金 504 万 4,000 円の増額でございます。 

    県支出金につきましては、1,127 万円の増額で、地域介護拠点整備補助金及び機構集積

支援事業補助金の追加計上が主なものでございます。 

    繰入金につきましては、財政調整基金繰入金 1,729 万 3,000 円の増額でございます。 

    町債につきましては、２億 7,470 万円の増額で、生活交通確保対策事業債の追加と児

童福祉施設整備事業債の増額でございます。 

    次に、歳出についてご説明を申し上げます。 
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    総務費につきましては、596 万 5,000 円の増額でございます。内訳といたしまして、財

産管理費の工事請負金 120 万円、ひなくらリフレッシュビレッジ施設管理費の修繕費 50

万円の増額、三日月播磨科学公園都市線のコミュニティバス購入費として 426 万 5,000

円を追加計上いたしております。 

    民生費につきましては、３億 30 万 7,000 円の増額でございます。社会福祉費におきま

しては 1,386 万円の増額で、臨時福祉給付金給付業務委託料 600 万円や、地域介護拠点

整備費補助金 915 万 3,000 円の追加などでございます。児童福祉費におきましては、２

億 8,644 万 7,000 円の増額で、主なものは、子育て世帯に対する臨時特例給付金給付業

務委託 100 万円や児童福祉施設整備事業における保育園建設工事費２億 8,000 万円の追

加でございます。 

    農林水産業費につきましては、203 万 5,000 円の増額でございます。農業費におきまし

ては 194 万 5,000 円の増額で、農地利用状況調査委託料 113 万 4,000 円の追加などでご

ざいます。林業費におきましては９万円の増額で、森林・山村多面的機能発揮対策事業に

伴う事務費でございます。 

    次に、地方債の補正でございますが、第２表、地方債補正によりましてご説明をいたし

ます。 

    予算書２ページをご覧ください。 

    地方債の追加は、生活交通確保対策事業におきまして、コミュニティバス車両購入の起

債予定額の限度額を 400 万円に設定をいたしております。 

    地方債の変更は、児童福祉施設整備事業におきまして、保育園建設工事を追加したこと

に伴い、起債の限度額を２億 8,210 万円に増額をいたします。 

    以上、佐用町一般会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。よろしくお願いを

申し上げます。 

 

議長（石黒永剛君）    当局の説明が終わりました。 

    ただ今議題としております議案第 54 号につきましては、６月 16 日の本会議で質疑、

討論、採決を予定していますので、ここで議事を打ち切りたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（石黒永剛君）    ご異議なしと認めます。よってそのように決します。 

 

 

日程第 28．委員会付託について 

 

議長（石黒永剛君）    続いて日程第 28 に移ります。 

    日程第 28 は、委員会付託についてであります。 

    暫時、休憩いたします。その場でお待ちください。 

 

午後０１時４６分 休憩 

午後０１時４８分 再開 

 

議長（石黒永剛君）    休憩を解き会議を続行します。 

    ここでお諮りします。お手元に配布しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員
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会に審査を付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（石黒永剛君）    ご異議なしと認めます。よって、そのように決します。 

 

 

議長（石黒永剛君）    以上、これをもちまして本日の日程は終了しました。 

    お諮りします。明日６月 11 日から 15 日まで、委員会開催等のため、本会議を休会し

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（石黒永剛君）    ご異議なしと認めます。よってそのように決します。 

    なお、次の本会議は６月 16 日、月曜日午前９時 30 分から再開しますので、ご承知お

きくださいますようお願いいたします。 

    本日はこれにて散会いたします。御苦労様でした。 

 

 

午後０１時５２分 散会 

 


