
            平成２６年第３回柳津町議会定例会会議録 

第９日 平成２６年９月１９日（金曜日） 

 

１．出席議員は次のとおりである。 

  １番 田 﨑 信 二   ６番 鈴 木 吉 信   ９番 磯 部 静 雄 

  ２番 齋 藤 正 志   ７番 田 﨑 為 浩  １０番 小 林   功 

  ３番 菊 地   正   ８番 伊 藤   毅  １１番 伊 藤 昭 一 

  ５番 横 田 善 郎 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

  な し 

 

３．地方自治法第121条の規定により出席を求められ、出席した者は次のとおりである。 

町 長 井 関 庄 一  建 設 課 長 天 野   高 

副 町 長 星   正 敏  教 育 委 員 長 伊 藤 喜 一 

総 務 課 長 鈴 木 一 義  教 育 長 目 黒 健一郎 

出 納 室 長 角 田   弘  教 育 課 長 横 田 勝 則 

町 民 課 長 矢 部 良 一  公 民 館 長 鈴 木 晴 美 

地域振興課長 金 子 佳 弘  代表監査委員 目 黒 忠 威 

 

４．会議に職務のため出席した者の職氏名。 

議会事務局長 鈴 木 春 継  主 任 主 査 田 﨑 好 章 

 

５．会議事件は次のとおりである。 

日程第 １   報告第 ３ 号 産業厚生常任委員会付託案件審査結果報告 

日程第 ２   報告第 ３ 号 総務文教常任委員会付託案件審査結果報告 

日程第 ３   報告第 １ 号 決算特別委員会付託案件審査結果報告 

日程第 ４   議案第６３号 柳津町税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５   議案第６５号 平成２６年度柳津町一般会計補正予算 

日程第 ６   議案第６６号 平成２６年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算 

１１７ 



 

日程第 ７   議案第６７号 平成２６年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算 

日程第 ８   議案第６８号 平成２６年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算 

日程第 ９   議案第６９号 平成２６年度柳津町介護保険特別会計補正予算 

日程第１０  議案第７０号 平成２６年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算 

日程第１１  議案第７１号 平成２６年度柳津町町営スキー場事業特別会計補正予算 

日程第１２  議案第７２号 平成２６年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算 

日程第１３  議案第７３号 平成２６年度柳津町下水道事業特別会計補正予算 

日程第１４  議案第７４号 平成２６年度柳津町簡易排水事業特別会計補正予算 

日程第１５  議案第７５号 平成２６年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算 

日程第１６  議案第７６号 教育委員会委員の任命について 

日程第１７  報告第 ４ 号 一般財団法人やないづ振興公社経営状況報告について 

日程第１８  報告第 ５ 号 地方公共団体の財政の健全性に関する比率の報告について 

日程第１９  議員派遣について 

追加日程第１ 議員提出議案第３号 「手話言語法」制定を求める意見書の提出について 

追加日程第２ 議員提出議案第４号 要支援者を介護予防給付から外すことに反対する意見

書の提出について 

追加日程第３ 議員提出議案第５号 「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」による就

学支援事業の継続を求める意見書の提出について 

 

１１８ 



◎開議の宣告 

○議長 

   ただいまより本日の会議を開きます。（午前１０時００分） 

   本日の議事日程はお手元にお配りのとおりであります。 

   これより議事に入ります。 

         ◇         ◇         ◇ 

◎議案の審議 

○議長 

   日程第１、報告第３号「産業厚生常任委員会付託案件審査結果報告」についてを議題とい

たします。 

   産業厚生常任委員長の報告を求めます。 

   産業厚生常任委員会委員長、横田善郎君。 

○産業厚生常任委員会委員長（登壇） 

   報告第３号 

            産業厚生常任委員会付託案件審査結果報告 

   平成26年第３回柳津町議会定例会において、本委員会に付託された請願第３号、及び平成

26年第２回柳津町議会定例会において継続審査とされていた陳情第１号について、平成26年

９月17日関係課長・班長の出席を求め、委員会を開催し慎重に審査いたしました。 

   その結果、下記のとおり全委員の一致した結論に達しましたので、報告いたします。 

記 

   １．請願第３号「手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願」については、請願

の趣旨を十分尊重し採択の上、議長名をもって関係各機関へ意見書を提出すべきものと決し

ました。 

   ２．陳情第１号「要支援者を介護予防給付から外すことに反対する意見書の提出を求める

陳情」については、陳情の趣旨を十分尊重し採択の上、議長名をもって関係各機関へ意見書

を提出すべきものと決しました。 

   以上、報告します。 

   平成２６年９月１９日 

                             柳津町議会産業厚生常任委員会 

                               委員長  横 田 善 郎 

１１９ 



   柳津町議会議長 伊 藤 昭 一 殿 

   以上です。 

○議長 

   お諮りいたします。 

   ただいまの産業厚生常任委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、産業厚生常任委員長の報告のとおり決定しました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第２、報告第３号「総務文教常任委員会付託案件審査結果報告」についてを議題とい

たします。 

   総務文教常任委員長の報告を求めます。 

   総務文教常任委員長、鈴木吉信君。 

○総務文教常任委員会委員長（登壇） 

   報告第３号 

            総務文教常任委員会付託案件審査結果報告 

   平成26年第２回柳津町議会定例会において継続審査とされていた陳情第３号、及び平成26

年第３回柳津町議会定例会において本委員会に付託された陳情第４号について、平成26年９

月17日関係課長の出席を求め委員会を開催し、慎重に審査いたしました。 

   その結果、下記のとおり全委員の一致した結論に達しましたので、報告いたします。 

記 

   １．陳情第３号「集団的自衛権の行使容認に反対する意見書提出を求める陳情」について

は、陳情の趣旨を十分尊重するものの、国の方針として先に決定された事項であり、また、

多くの賛同を得ている状況にあることから、不採択とすることに決しました。 

   ２．陳情第４号「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金による就学支援事業の継続を求

める陳情」については、陳情の趣旨を十分尊重し採択の上、議長名をもって関係各機関へ意

見書を提出すべきものと決しました。 

   以上、報告いたします。 

１２０ 



   平成２６年９月１９日 

                             柳津町議会総務文教常任委員会 

                               委員長  鈴 木 吉 信 

   柳津町議会議長 伊 藤 昭 一 殿 

   以上です。 

○議長 

   お諮りいたします。 

   ただいまの総務文教常任委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、総務文教常任委員長の報告のとおり決定しました。 

         ◇         ◇         ◇ 

   日程第３、報告第１号「決算特別委員会付託案件審査結果報告」についてを議題といたし

ます。 

   審査結果の報告を求めます。 

   決算特別委員会委員長、横田善郎君。 

○決算特別委員会委員長（登壇） 

   報告第１号 

            決算特別委員会付託案件審査結果報告 

   平成26年第３回柳津町議会定例会において、本委員会に付託された 

   １．議案第６４号 平成２５年度柳津町歳入歳出決算認定について 

    １．平成２５年度柳津町一般会計歳入歳出決算 

    ２．平成２５年度柳津町土地取得事業特別会計歳入歳出決算 

    ３．平成２５年度柳津町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

    ４．平成２５年度柳津町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

    ５．平成２５年度柳津町介護保険特別会計歳入歳出決算 

    ６．平成２５年度柳津町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 

    ７．平成２５年度柳津町町営スキー場事業特別会計歳入歳出決算 

    ８．平成２５年度柳津町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

１２１ 



    ９．平成２５年度柳津町下水道事業特別会計歳入歳出決算 

   １０．平成２５年度柳津町簡易排水事業特別会計歳入歳出決算 

   １１．平成２５年度柳津町林業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

  について、９月12日、16日の２日間、執行部より町長、各主管課長・班長の出席を求め、慎

重に審査した結果、 

  １．議案第６４号 平成２５年度柳津町歳入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものと決しましたので、報告いたします。 

   なお、監査報告にあります指摘については確実に履行されること、さらに予算の執行に当

たりましては年度内決算を心がけていただきたいと思います。 

   平成２６年９月１９日 

                             柳津町議会決算特別委員会 

                               委員長  横 田 善 郎 

   柳津町議会議長 伊 藤 昭 一 殿 

   以上であります。 

○議長 

   お諮りいたします。 

   ただいまの決算特別委員会委員長報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、議案第６４号「平成２５年度柳津町歳入歳出決算認定について」を決算特別委員

長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第４、議案第６３号「柳津町税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。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   皆さん、おはようございます。 

１２２ 



   議案第６３号「柳津町税条例の一部を改正する条例について」提案理由の説明をいたしま

す。 

   本案は、地方税法の一部改正に伴い条例の一部を改正するものであります。 

   なお、詳細につきましては総務課長より説明をさせますので、よろしくご審議お願いいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   議案第６３号「柳津町税条例の一部を改正する条例について」説明をいたします。 

   ２ページをお開きください。 

   柳津町税条例の一部を改正する条例。 

   第１条 柳津町税条例の一部を次のように改正する。 

   「第82条第１号ア中「1,000円」を「2,000円」に改め、」から、８行下段の「同条第３号

中「4,000円」を「6,000円」に改める。」までの改正でありますが、この改正につきまして

説明をいたします。 

   第１条の改正につきましては、平成26年度の地方税法の改正に伴い、軽自動車税の標準税

率が改正されたことによるものであります。原動機付き自転車で50CC以下については1,000

円を2,000円に、50CCを超え90CC以下については1,200円を2,000円に、90CCを超えるものに

ついては1,600円を2,400円に、三輪のもの、右側でありますが、2,500円を3,700円に、軽二

輪車で250CCまでは2,400円を3,600円に、軽三輪については3,100円を3,900円に、軽４人乗

用の営業用につきましては5,500円を6,900円に、自家用につきましては7,200円を１万800円

に、軽四輪貨物の営業用につきましては3,000円を3,800円に、自家用につきましては4,000

円を5,000円に、二輪の小型自動車250CC以上は4,000円を6,000円に改めることとなります。 

   次に、小型特殊自動車、農耕作業用、フォークリフト、ショベルローダー、雪上車などに

つきましては、地方税法上の標準税率は定められておりませんが、地方税法第444条第３項

において、他の軽自動車の税率との均衡を失しないようにしなければならないと規定してい

ることから、農耕作業用のものにつきまして1,600円を2,400円に、その他のもの、フォーク

リフト、ロードローラーなどになりますが、4,700円を5,900円に、雪上車につきましては

2,400円を3,600円に改めるものであります。 

１２３ 



   次に、「附則第16条を次のように改める。」以下の改正でありますが、軽自動車税の税率の

特例であります。この改正でありますが、軽自動車につきましても、クリーン化を進める観

点から、 初の車検から13年を経過した三輪以上のものにつきましては、平成28年度から税

率が約20％引き上げられるものであります。16条の表がありますが、第82条第２号アであり

ます。3,900円が4,600円、これは三輪のものであります。6,900円が8,200円、これは四輪乗

用営業用であります。１万800円が１万2,900円、四輪乗用自家用であります。3,800円が

4,500円、四輪貨物営業用。5,000円が6,000円、これは四輪貨物自家用であります。 

   次に、第２条になります。 

   柳津町税条例の一部を改正する条例の一部改正。 

   「第２条 柳津町税条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。」以降の改

正でありますが、ここの改正につきましては、子ども子育て支援制度による固定資産税の非

課税措置の創設、寄附金の税額控除における特例措置、それから非課税口座内の少額上場株

式等に係る譲渡所得の非課税措置に関する条文の整備であります。 

   ３ページをお開きください。 

   ３ページが改正条例の附則になります。 

   第１条は施行期日であります。この条例につきましては平成27年４月１日から施行する。 

   ただし書きで、１号、２号、３号につきましては、おのおの改正条項の内容によって施行

年月日を定めております。 

   第２条につきましては、軽自動車税に関する経過措置であります。今回改めます新しい課

税率につきましては、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用することで、27年

度以降の課税に適用するという内容であります。 

   第３条につきましては、クリーン化に伴う従価税の規定であります。従価税につきまして

は、平成28年度以後の年度分の軽自動車について適用する定めであります。 

   第４条についましては、既存の軽自動車税の税率は現在のまま適用するという規定になり

ます。その内容でありますが、４ページをお開きください。 

   左側が新しい税率になります。それから右側が既存の軽自動車税の税率になります。 

   平成27年３月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号の

指定を受けた三輪以上の軽自動車税に係る税率については、この４ページの表を適用すると

いう改正であります。 

   以上で説明を終わります。 

１２４ 



○議長 

   これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第６３号「柳津町税条例の一部を改正する条例について」を原案のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   お諮りいたします。 

   日程第５、議案第６５号「平成２６年度柳津町一般会計補正予算」 

   日程第６、議案第６６号「平成２６年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算 

   日程第７、議案第６７号「平成２６年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算 

   日程第８、議案第６８号「平成２６年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算 

   日程第９、議案第６９号「平成２６年度柳津町介護保険特別会計補正予算 

   日程第１０、議案第７０号「平成２６年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算 

   日程第１１、議案第７１号「平成２６年度柳津町町営スキー場事業特別会計補正予算 

   日程第１２、議案第７２号「平成２６年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算 

   日程第１３、議案第７３号「平成２６年度柳津町下水道事業特別会計補正予算 

   日程第１４、議案第７４号「平成２６年度柳津町簡易排水事業特別会計補正予算 

   日程第１５、議案第７５号「平成２６年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算 

  については、いずれも関連性がありますので、一括上程し、議題といたしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 
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   異議なきものと認めます。 

   よって、議案第６５号、議案第６６号、議案第６７号、議案第６８号、議案第６９号、議

案第７０号、議案第７１号、議案第７２号、議案第７３号、議案第７４号、議案第７５号は、

一括上程し、議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第６５号「平成２６年度柳津町一般会計補正予算」について提案理由の説明をいたし

ます。 

   本案は、歳入歳出予算の追加補正であります。 

   次に、議案第６６号「平成２６年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算」について提案

理由の説明をいたします。 

   本案は、歳入歳出予算の追加補正であります。 

   次に、議案第６７号「平成２６年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算」について提案

理由の説明をいたします。 

   本案は、事業勘定の歳入歳出予算の追加補正及び施設勘定の歳入歳出予算の追加補正であ

ります。 

   次に、議案第６８号「平成２６年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算」について提

案理由の説明をいたします。 

   本案は、歳入歳出予算の追加補正であります。 

   次に、議案第６９号「平成２６年度柳津町介護保険特別会計補正予算」について提案理由

の説明をいたします。 

   本案は、歳入歳出予算の追加補正であります。 

   次に、議案第７０号「平成２６年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算」について提案

理由の説明をいたします。 

   本案は、歳入歳出予算の追加補正であります。 

   次に、議案第７１号「平成２６年度柳津町町営スキー場事業特別会計補正予算」について

提案理由の説明をいたします。 

   本案は、歳入歳出予算の追加補正であります。 

   次に、議案第７２号「平成２６年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算」について
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提案理由の説明をいたします。 

   本案は、歳入歳出予算の追加補正であります。 

   次に、議案第７３号「平成２６年度柳津町下水道事業特別会計補正予算」について提案理

由の説明をいたします。 

   本案は、歳入歳出予算の追加補正であります。 

   次に、議案第７４号「平成２６年度柳津町簡易排水事業特別会計補正予算」について提案

理由の説明をいたします。 

   本案は、歳入歳出予算の追加補正であります。 

   次に、議案第７５号「平成２６年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算」について

提案理由の説明をいたします。 

   本案は、歳入歳出予算の追加補正であります。 

   なお、詳細につきましては総務課長より説明させますので、よろしくご審議お願いをいた

します。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   議案第６５号から議案第７５号までご説明をいたします。 

   １ページをお開きください。 

   議案第６５号「平成２６年度柳津町一般会計補正予算（第３号）」。 

   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億9,056万2,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ45億3,175万8,000円とするものであります。 

   次に、第２条地方債の変更は、「第２表 地方債補正」によることとし、５ページをお開

きください。 

   地方債補正でありますが、公共土木施設災害復旧事業債でありますが、230万円を追加し

430万円とするものであります。ここにつきましては、砂子原、五畳敷線、神の湯地内、そ

れから老沢川筋河川の災害復旧に充てるものであります。 

   次に、農地農林施設災害復旧事業債でありますが、900万円の増であります。ここにつき

ましては、農地災害等であります。農地災害につきましては、八坂野、石生、黒沢地内にな

ってまいります。 
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   次に臨時財政対策債でありますが、ここにつきましては本算定による確定であります。 

   合計で3,734万4,000円の増となります。 

   ８ページをお開きください。 

   ８ページ、歳入であります。 

   地方特例交付金、地方特例交付金、地方特例交付金で７万６,000円の減でありますが、減

収補てん特例交付金の減になります。本算定の決定によるものであります。 

   次に、地方交付税、地方交付税、地方交付税で7,955万7,000円の増でありますが、本算定

確定によるものであります。なお、町民税の増、それから地方消費税交付金の増等により、

基準財政収入額の増と基準財政需用額の減少によりまして、平成25年度と比較をしますと

4.2％の減となっております。 

   次に、分担金及び負担金、分担金、災害復旧費分担金で165万円の増であります。平成26

年７月豪雨災害復旧工事の受益者負担金であります。八坂野、石生、黒沢地区であります。 

   次に、国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金で３万9,000円の増。災害復旧費国庫

負担金で466万9,000円の増でありますが、ここにつきましては平成26年７月豪雨災害国庫負

担金で、河川・道路災害復旧事業負担金であります。ここについては、砂子原、五畳敷線、

神の湯地内、それから老沢川についてのものであります。 

   次のページをお開きください。 

   国庫支出金、国庫補助金、民生費国庫補助金で68万5,000円の増、これは地域生活支援事

業費等補助金であります。総務費国庫補助金で997万8,000円の増でありますが、ここにつき

ましては社会保障・税番号システムの改修に係る国庫補助金、がんばる地域交付金861万

6,000円の増であります。商工費国庫補助金で540万円の増でありますが、地熱開発理解促進

関連事業の支援補助金であります。 

   次に、県支出金、県負担金、民生費県負担金で8,000円の増であります。額の確定による

ものです。 

   次のページであります。 

   県支出金、県補助金、民生費県補助金で34万2,000円の増。次に、農林水産業費県補助金

で413万1,000円の増でありますが、主なものとしまして農業担い手経営革新支援事業補助金、

内容につきましては福島県のプロフェッショナル経営体創出事業に係る補助金444万3,000円

であります。 

   次に商工費県補助金で248万円の増であります。福島県観光づくり支援事業補助金248万円
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でありますが、ここにつきましては、「ジヌよ、さらば！」映画ロケ地ＰＲ事業に充てるも

のであります。 

   災害復旧費県補助金で1,982万円の増。内容につきましては、平成26年７月豪雨災害の林

業施設災害復旧事業補助金で1,412万円、農地等災害復旧事業費補助金で570万円であります。 

   繰入金、基金繰入金、基金繰入金で467万8,000円の増でありますが、只見川流域豪雨災害

復興基金の繰り入れであります。 

   次のページをお開きください。 

   繰越金、繰越金、繰越金で1,985万7,000円の増であります。前年度繰越金であります。 

   町債、町債、災害復旧債で1,130万円の増であります。それから、臨時財政対策債で2,604

万4,000円の増でありますが、先ほどの地方債の補正で説明をしました内容であります。 

   12ページ、歳出であります。 

   総務費、総務管理費、一般管理費で６万7,000円の増、これは職員の研修旅費になります。

財産管理費で23万3,000円の減でありますが、これにつきましては、公共施設の屋根の塗装

工事の完了に伴うものであります。 

   企画費で112万2,000円の増でありますが、主なものとしまして19節の負担金補助及び交付

金で、住宅用新エネルギーシステム設置費補助金88万9,000円であります。今後太陽光発電

の設置をしていただける見込みが４戸ということで、ここに計上させていただきました。 

   次に、電算管理費で166万3,000円の増であります。委託料で100万円でありますが、ここ

につきましては社会保障・税番号システム改修の委託料であります。同じく負担金補助及び

交付金で66万3,000円でありますが、マイナンバー制度に係る中間サーバー・プラットフォ

ームの利用負担金、これは地方公共団体情報システム機構に支払いをするものであります。 

   次に、総務費、選挙費、選挙管理委員会費で55万円の増、ここにつきましては職員の超過

勤務手当になります。７月から３月までを見込みまして、おおよそ月20時間ということで算

定をいたしております。 

   次のページであります。 

   統計調査費で29万1,000円の増、ここにつきましても職員手当、超過勤務手当29万1,000円

の増でありますが、ここにつきましては、広報取材等の業務によって補正をさせていただく

ものであります。 

   次に、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費で492万2,000円の増であります。主なものと

しましては、負担金補助及び交付金で只見川豪雨災害の生活再建支援事業補助金500万円で
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あります。老人福祉費で29万6,000円の増でありますが、主なものとしましては、負担金補

助及び交付金の後期高齢者療養給付費負担金25万8,000円であります。障害者福祉費で169万

7,000円の増で、主なものとしましては、扶助費で地域生活支援事業126万7,000円の増であ

ります。 

   次のページです。 

   民生費、児童福祉費、柳津保育所運営費で106万7,000円の減でありますが、共済費、賃金

につきましては、10分の10の補助事業となる国保ヘルスアップ事業への組み替えであります。

備品購入費で４万6,000円でありますが、ここにつきましては哺乳瓶の殺菌庫の購入であり

ます。西山保育所運営費で51万5,000円の増であります。ここにつきましては保育所の屋根

修繕であります。 

   衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費につきましては、委託料から負担金への組み替えに

なります。予防費で５万4,000円の増、主なものとしましては予防接種委託料の53万6,000円

でありますが、10月１日から高齢者肺炎球菌それから水痘についての定期予防接種となるた

めのものであります。 

   次のページをお開きください。 

   農林水産業費、農業費、農業総務費で49万5,000円の増であります。主なものとしまして

は、委託料としまして旧国道49号線藤地内の登記であります。 

   次に、農業振興費で862万3,000円の増でありますが、初めに備品購入費121万7,000円であ

りますが、ここにつきましてはソバの直接支払交付金で等級検査が交付要件となることに伴

い、異物除去に必要な石抜き機を導入して、品質の高いソバを販売することで生産者の所得

向上を図るものであります。次に、負担金補助及び交付金で740万6,000円の増でありますが、

ここにつきましてはプロフェッショナル経営体創出事業についてであります。地域農業を牽

引するプロフェッショナル経営体創出を図る県の補助事業に農業組合法人アグリサポート柳

津が採択され、コンバイン及び乾燥機を購入するための事業費の補助でありまして、県が10

分の３、町が10分の２の負担となります。 

   次に、地域農政特別対策事業費で50万円の減であります。ここにつきましては、農林水産

物ＰＲ事業補助金50万円の減であります。農村総合整備費で18万円の増、簡易排水事業特別

会計の繰出金であります。 

   次のページです。 

   次に、農林水産業費、林業費、林業振興費で60万円の増でありますが、職員手当、超過勤
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務手当であります。有害鳥獣駆除回数が増加したことに伴うものであります。林道維持費は

財源内訳の補正であります。 

   次に、農林水産業費、水産業費、水産業振興費で80万円の増であります。只見川漁業協同

組合への補助金80万円でありますが、平成23年７月豪雨災害により多くの魚類が死滅もしく

は流失したために、まだ現在も戻っていない状況でありますので、以前の生態系に戻すため

に漁業協同組合が実施する放流事業に対する補助金であります。 

   次に、商工費、商工費、商工振興費で740万円の増でありますが、委託料としまして540万

円、ここにつきましては地熱の二次利用の可能性調査のための委託であります。負担金補助

及び交付金で200万円でありますが、只見川豪雨災害の事業復興再開支援事業補助金200万円

であります。 

   観光費で810万2,000円の増でありますが、需用費、委託料につきましては、映画ロケ地Ｐ

Ｒのためのルートマップ、それからロケ地マップ作成の印刷製本費、それから業務委託料で

ありますが、県の補助事業により実施するものであります。 

   次のページをお開きください。 

   同じく観光費の中で、使用料及び賃借料でありますが、10万2,000円であります。奥会津

婚の町参加者の車借上料であります。工事請負費490万円でありますが、清流苑の空調機設

置改修に伴い、契約電力が基準を超えたために設置しなければならなくなったためのもので

あります。 

   次に、土木費、道路橋梁費、道路維持費で501万7,000円の増でありますが、主なものとし

ましては工事請負費の施設改修工事450万円であります。これは、役場前にあります消雪の

井戸、それから湯八木沢地内の消雪改良によるものであります。なお、役場前の井戸につき

ましては、阿久津地内、それから通学路にも水を送っております。次の道路新設改良費につ

きましては、事業の変更に伴う節、款の補正であります。 

   土木費、都市計画費、公園費で820万円の増でありますが、主なものとしまして工事請負

費の中の公園整備工事費720万円でありますが、諸経費率の改正による増、並びに植栽の追

加工事に係るものであります。 

   次のページです。 

   土木費、住宅費、公営住宅管理費で38万5,000円の増でありますが、職員の超過勤務手当

であります。年間でおおよそ240時間で算定をしております。 

   教育費、教育総務費、教員住宅管理費で17万3,000円の増であります。長坂教員住宅の風
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呂修繕に係るものであります。 

   次に、教育費、小学校費、柳津小学校管理費で156万5,000円の増でありますが、主なもの

としましては工事請負費、施設改修工事であります。ここにつきましては、現在６年生が利

用しておりますサブ教室を図書室として修繕する内容であります。西山小学校管理費で45万

4,000円の増であります。ここにつきましては、害虫防除のための網戸設置によるものであ

ります。 

   次に、19ページでありますが、教育費、中学校費、西山中学校管理費で44万4,000円の増

であります。ここも同じく修繕費でありますが、害虫除けの網戸の修繕でございます。 

   次に、教育費、保健体育費、学校給食費で29万7,000円の増でありますが、ここについて

は空調設備の修繕になります。運動公園管理費で９万7,000円の増、超過勤務手当でありま

すが、60時間分を見込んでおります。 

   災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、現年農地等災害復旧費で1,010万円の増でありま

す。委託料、工事請負費につきましては、災害査定の設計委託、それから工事に係るもので

あります。平成26年７月豪雨によるもので、八坂野地内、石生、黒沢地内になってまいりま

す。次に、現年林業施設災害復旧費で2,450万円の増であります。ここにつきましても、委

託料と工事請負費であります。災害査定の設計委託、それから復旧工事であります。新鶴柳

津線、それから大柳線、大峯線の災害復旧に係るものであります。 

   次のページです。 

   災害復旧費、公共土木施設災害復旧費、現年公共土木災害復旧費で800万6,000円の増であ

ります。ここにつきましても平成26年７月豪雨によるものでありまして、町道砂子原五畳敷

線神の湯地内、老沢川の河川復旧に係るものでありまして、委託料、使用料、工事請負費で

あります。 

   次のページをお開きください。 

   予備費、予備費、予備費で9,555万9,000円の補正であります。 

   30ページをお開きください。 

   30ページ、議案第６６号「平成２６年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算（第１

号）」であります。 

   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ1,364万3,000円とするものであります。 

   この会計の補正は繰越金の処理のみであります。 
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   35ページをお開きください。 

   35ページ、歳入であります。繰越金、繰越金、繰越金で3,000円の増、前年度繰越金であ

ります。 

   次のページをお開きください。 

   歳出であります。予備費、予備費、予備費で3,000円の増であります。 

   次のページです。 

   議案第６７号「平成２６年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」でありま

す。 

   既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ516万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ５億6,242万8,000円とするものであります。また、既定の施設

勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ393万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ8,164万2,000円とするものであります。 

   42ページをお開きください。 

   42ページ、歳入であります。国民健康保険税、一般被保険者国民健康保険税、一般被保険

者国民健康保険税で42万8,000円の増でありますが、本算定による税額の確定であります。 

   次に、国民健康保険税、退職被保険者等国民健康保険税、退職被保険者等国民健康保険税

で186万3,000円の減でありますが、ここにつきましても本算定による税額の確定であります。

被保険者及び世帯数の減が主な内容であります。 

   分担金及び負担金、負担金、負担金で１万円の増であります。 

   次のページをお開きください。 

   国庫支出金、国庫負担金、療養給付費負担金で143万8,000円の増でありますが、平成25年

度確定による交付分になります。 

   国庫支出金、国庫補助金、財政調整交付金で243万2,000円の増、ここにつきましては特別

財政調整交付金でありますが、国保ヘルスアップ事業分になります。 

   繰入金、繰入金、一般会計繰入金で７万8,000円の減。次に、繰入金、基金繰入金、保険

給付費支払準備基金繰入金で1,000万円の増、ここにつきましては保険給付費支払準備基金

の取り崩しであります。 

   次のページであります。 

   繰越金、繰越金、繰越金で779万2,000円の減であります。前年度繰越金であります。 

   諸収入、雑入、雑入で58万5,000円の増でありますが、国保基金資金積立金の返納金であ

１３３ 



りますが、レセプト点検委託料での積立金であります。 

   次のページをお開きください。 

   45ページ、歳出であります。 

   総務費、総務管理費、一般管理費で７万8,000円の減、保険給付費、一般被保険者療養諸

費、一般被保険者療養給付費につきましては、財源内訳の補正であります。 

   保険給付費、一般被保険者高額療養費、一般被保険者高額療養費も財源内訳の補正であり

ます。 

   次のページです。 

   保健事業費、特定健康診査等事業費、特定健康診査等事業費で244万2,000円の増。ここに

つきましては、保健事業助成として本年度新たに出されたメニューの国保ヘルスアップ事業

になりまして、３年間の事業となります。一般会計からの国保への繰り替えになります。 

   次に、諸支出金、償還金利子及び還付加算金、償還金で261万7,000円の増でありますが、

療養給付費交付金返還金255万5,000円でありまして、確定によるものであります。 

   予備費、予備費、予備費で17万9,000円の増であります。 

   51ページをお開きください。 

   51ページ、施設勘定の歳入であります。ここにつきましても繰越金処理のみとなりますが、

繰越金、繰越金、繰越金で393万4,000円の増で前年度繰越金です。 

   次のページをお開きください。 

   歳出でありますが、予備費、予備費、予備費で393万4,000円の増であります。 

   次のページです。 

   議案第６８号「平成２６年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」です。 

   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ70万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ5,142万5,000円とするものであります。 

   58ページをお開きください。 

   58ページ、歳入であります。 

   後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料で72万6,000円の

増であります。本算定による確定によるものであります。 

   繰越金、繰越金、繰越金で２万6,000円の減、前年度繰越金であります。 

   次のページをお開きください。 

   歳出であります。 
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   広域連合納付金、広域連合納付金、保険料等負担金で69万5,000円の増であります。ここ

につきましては、保険料の確定による負担金の増であります。 

   予備費、予備費、予備費で5,000円の増であります。 

   次のページです。 

   議案第６９号「平成２６年度柳津町介護保険特別会計補正予算（第１号）」であります。 

   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ840万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４億5,840万6,000円とするものです。 

   65ページをお開きください。 

   65ページ、歳入であります。 

   保険料、介護保険料、第１号被保険者保険料で64万円の増であります。本算定による確定

によるものであります。 

   次に、支払基金交付金、支払基金交付金、地域支援事業交付金で3,000円の増であります。

これは平成25年度実績の追加交付であります。 

   繰越金、繰越金、繰越金で776万3,000円の増で、前年度繰越金であります。 

   次のページをお開きください。 

   66ページ、歳出であります。 

   諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金で394万9,000円の増。事業確定による介護給付

費地域支援事業費の償還になります。 

   予備費、予備費、予備費で445万7,000円の増であります。 

   次のページです。 

   議案第７０号「平成２６年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）」でありま

す。 

   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ699万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１億8,438万円とするものであります。 

   第２条につきましては、地方債の変更でありますが、70ページをお開きください。 

   70ページが地方債の補正であります。柳津簡易水道統合整備事業の事業債でありますが、

ここにつきましては、大成沢、冑中地区の統合整備事業についてであります。540万円の増

であります。 

   73ページをお開きください。 

   73ページ、歳入であります。 
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   繰越金、繰越金、繰越金で159万8,000円の増、前年度繰越金です。 

   町債、町債、簡易水道事業債で540万円の増であります。 

   次のページが歳出であります。 

   簡易水道事業費、簡易水道事業費、簡易水道事業費で126万円の増、職員の超過勤務手当

になります。ここにつきましては、監視用機器が破損してしまったことによる手動調整、そ

れから冑中簡易水道の手動切りかえ等に時間を要したものであります。簡易水道統合整備事

業費として570万円、工事請負費でありますが、労務費、書経費の増に伴う補正になります。 

   次に、予備費、予備費、予備費で３万8,000円の増であります。 

   83ページをお開きください。 

   83ページ、議案第７１号「平成２６年度柳津町町営スキー場事業特別会計補正予算（第１

号）」であります。 

   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ492万2,000円とするものであります。 

   88ページをお開きください。 

   88ページ、歳入であります。 

   繰越金、繰越金、繰越金で７万6,000円の増、前年度繰越金です。 

   諸収入、雑入、雑入で４万6,000円の増でありますが、電話基地局電話料確定による増で

あります。 

   次のページをお開きください。 

   歳出であります。 

   スキー場事業費、スキー場事業費、スキー場事業費で10万1,000円の増、主なものとしま

しては委託料で、浄化槽維持管理委託料18万6,000円が主な内容となっております。 

   予備費、予備費、予備費で２万1,000円の増となります。 

   次のページです。 

   議案第７２号「平成２６年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）」であ

ります。 

   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ60万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ9,456万5,000円とするものであります。 

   95ページをお開きください。 

   95ページ、歳入であります。 
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   繰越金、繰越金、繰越金で60万1,000円の増であります。前年度繰越金です。 

   次のページをお開きください。 

   歳出であります。総務費、総務管理費、施設管理費で48万2,000円の増で、需用費、修繕

費であります。小巻処理場のマンホールポンプの計装器盤、それから藤地区の浄化センター

のスクリーンユニットの修繕に係るものであります。 

   予備費、予備費、予備費で11万9,000円の増であります。 

   次のページになります。 

   議案第７３号「平成２６年度柳津町下水道事業特別会計補正予算（第１号）」であります。 

   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ58万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ8,608万6,000円とするものであります。 

   102ページをお開きください。 

   102ページ、歳入であります。 

   繰越金、繰越金、繰越金で58万6,000円の増、前年度繰越金になります。 

   次のページをお開きください。 

   歳出であります。総務費、総務管理費、施設管理費で73万8,000円の増、需用費、修繕費

になりますが、柳津地区浄化センターの高圧開閉機の交換に係るものであります。 

   予備費、予備費、予備費で15万2,000円の減になります。 

   次のページです。 

   議案第７４号「平成２６年度柳津町簡易排水事業特別会計補正予算（第１号）」でありま

す。 

   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ239万3,000円とするものです。 

   109ページをお開きください。 

   109ページ、歳入であります。 

   繰入金、繰入金、一般会計繰入金で18万円の増、繰越金、繰越金、繰越金で１万3,000円

の増、前年度繰越金です。 

   次のページをお開きください。 

   歳出であります。 

   総務費、総務管理費、施設管理費で18万4,000円の増でありますが、需用費、修繕費とし

まして麻生地区浄化センター軽量ポンプの修繕に係るものであります。 
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   予備費、予備費、予備費で9,000円の増です。 

   次のページです。 

   議案第７５号「平成２６年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」です。 

   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ493万8,000円とするものであります。この会計につきましては、繰り

越し処理のみとなります。 

   116ページであります。 

   116ページ、歳入であります。繰越金、繰越金、繰越金で13万8,000円の増、前年度繰越金

であります。 

   次のページをお開きください。 

   歳出であります。予備費、予備費、予備費で13万8,000円の増であります。 

   以上で議案第６５号から議案第７５号についての説明を終わります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

    では、ここで休議とし、再開を11時15分とします。（午前１１時０３分） 

○議長 

   議事を再開します。（午前１１時１５分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   これより質疑を許します。 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   私は、74ページの簡易水道事業費についてですが、簡易水道の統合工事ということで、

570万円の増額の補正が出ております。今ほどの総務課長の説明ですと、労務費や諸経費が

高騰したということでございます。異常とも言える状況というのは私もわかるんですが、一

度成立した入札に基づいて提携された請負契約、この請負金額の増額をすることは通常簡単

にはできないというふうに思います。しかし、これが必要だと、また問題なくできるといっ

たことを、手続的なことを含めて担当課長からわかりやすく説明を願います。 

○議長 

   建設課長。 
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○建設課長 

   簡易水道統合事業につきましては、今回補正で570万円を補正させていただきたいという

ことで計上しております。大成沢簡易水道の統合工事につきまして、芋小屋から冑中地区ま

での配水管につきまして1,810メーターを布設する計画で当初予算で計上しておりましたが、

工事を発注するための設計の積算において、県で作成する積算方法を用いて積算を行ってお

ります。県では今年度作業効率の低下等により、現場の実際の支出が増大しております。そ

れで、積算との乖離が生じていることが県のほうで確認されましたので、単価及び諸経費等

の見直しを行っております。この見直しにより26年度において設計を行った結果、予算額を

上回る金額となりました。このままでは工事の発注ができませんので、配水管の延長を当初

計画の1,810メーターから1,760メーターに規模を縮小して発注しております。しかし、この

ままでは残りの50メーターが施工できずに残ってしまいますので、今回その残りの50メータ

ー分の工事費として570万円を計上させていただいているところでございます。 

   補正でありますが、工事費につきましては通常追加分として別発注する場合と、今の工事

費に変更で追加することができるようになっておりますけれども、今回につきましては、や

はり金額が少なくて、別発注にしますと諸経費が、金額が少ないほど諸経費率が高くなりま

すので、金額が高くなりますので、今回については変更という形で契約したいと考えており

ます。 

   以上です。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   ということは、この570万円の増額というのは、当初予算の中でできなかった部分のいわ

ゆる追加工事部分だというような解釈でよろしいですか。 

○議長 

   建設課長。 

○建設課長 

   今、議員さんがおっしゃったとおりでございまして、その部分で消化できなかった部分を

補正して行いたいということでございます。（「わかりました」の声あり） 

○議長 

   ほかにございませんか。 
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   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   今の件についてもう少し詳しくお尋ねしたいんですが、１つは補正増ということで、今の

課長の説明ですと、変更増でもっていきたいと。１つ疑問に思いますのは、当初の請負支出

が高いと。この570万円の請負がそのまま高い比率でなってしまうんだろうと、その辺の検

討をされたのか。あるいはまた、今の課長の説明ですと、単独発注すれば諸経費率が高くな

って町にとって不利益だという説明であったんですが、これは同じ業者がとれば合算諸経費

で必然的に落とした請負契約になると思うんですが、そこらの検討はされたのか。 

   また、今年度何でかんでその完成を見たいということで何十メーターか落として発注した

そうなんですが、それであれば、これはいつごろ発注したかわかりませんが、もっと早い時

点で補正予算をとるべきではなかったのかと思うんですが、これからいろいろな忙しい時期

に入ってくる中で、業者もなかなか大変な時期に入ってくる中で、これを発注してさらにま

た明許繰越なんてことにはならないのか、どうなのか。その辺は十分にいわゆる業者と相談

をされているのか。完全にもう今年度で完了を図るという約束が、約束というとおかしいで

すけれども、確約があるのかどうなのか、その辺についてもう一度説明願いたいと思うんで

すが。 

○議長 

   建設課長。 

○建設課長 

   工事費のことでございますが、議員おっしゃったように、別発注しても同じ業者がとれば

同じ率になるのではないかということでございますが、それはそのとおりでございます。発

注時点で結局、設計費を組む段階で当然570万円ですと570万円に見合った設計になります。

そうすると、現在3,726万円で契約しております。これに570万円を追加した額と570万円で

やった諸経費では、当然570万円の諸経費が高くなります。とる業者が同じになれば、それ

はその諸経費に戻せることになりますので結果的には変わりませんけれども、発注する段階

でその予算がなければ発注できませんので、この予算額をいずれにせよ確保しておかないと

発注できなくなるという状況でございます。 

   この諸経費の大幅な補正ということは、今まではありませんでした。今回平成26年度で新

たに諸経費の補正ということが出てきております。これにつきまして大体100万円の工事で

20％くらい上がります。だから、単純に言うと100万円で120万円になると。4,000万円であ
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ればこれだけで400万円近く上がることになります。今回もそれによって積算した結果、ど

うしても当初予算では足りなくなったということでございます。 

   設計につきましては、４月１日の単価を適用するものでございますが、水道等につきまし

ては、その１日の単価を使う積算における基準そのものが大体町に来るのが６月ごろになり

ます。そうすると、それを用いて積算するにはそれ以降になってしまいますので、どうして

も６月の議会には間に合いませんでしたので、今回予算を上げさせていただきました。 

   以上です。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   変更等でもっていくということで、これらについてを年度内この570万円を完全に執行で

きるという目安というんですか、見通しは立った上での予算確保なのかということをもう一

度聞きたいと思うんですが、それについて説明願いたいと思います。 

○議長 

   再答弁を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長 

   すみません、その回答が漏れましたので。 

   一応今年度中の完成を目指して補正をとっておりますので、当然今年度中に完成させたい

と思っております。以上です。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   その点で、業者はもう完全に変更となりますよという指示書か何か、下打ち合わせをして

いると思うんですが、業者は確実にそれを執行できる話はしてあるのかということをお尋ね

したかったんですが。そういう内容だったんですけれども。こちらでは確かにそれは目指し

たいというのは、それは当然だと思うんですね。もう予算をとって、明許繰越かける予算は

ないと思うんですが。ただ、業者のほうで、もう忙しいからというか、仕事ができないから

明許繰越にかけますよなんていうことはあり得ないんだろうなという質問なんですが。 

○議長 
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   建設課長。 

○建設課長 

   正式にはまだ言っておりませんけれども、予算が通りましたらその分追加したいという話

はしております。当然、50メーター追加しても年度内完成をしたいということで今進めてお

ります。 

   以上です。（「了解しました」の声あり） 

○議長 

   ほかにございませんか。 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   89ページなんですが、スキー場の補正があったんですが、これから毎年毎年これだけのお

金はかかるという認識でよろしいんでしょうか。どうでしょうか。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   経費等につきましては、来年度につきましては、廃止という形に決まればそれに向かって

の手続の形になりますけれども、経費につきましては 低限かかる分につきましてはこの程

度かかるような形になっております。 

   以上です。（「わかりました」の声あり） 

○議長 

   ほかにございませんか。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第６５号「平成２６年度柳津町一般会計補正予算」についてを原案のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 
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   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   議案第６６号「平成２６年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算」についてを原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   議案第６７号「平成２６年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算」についてを原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   議案第６８号「平成２６年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算」についてを原案の

とおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   議案第６９号「平成２６年度柳津町介護保険特別会計補正予算」についてを原案のとおり

決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   議案第７０号「平成２６年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算」についてを原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 
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   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   議案第７１号「平成２６年度柳津町町営スキー場事業特別会計補正予算」についてを原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   議案第７２号「平成２６年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算」についてを原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   議案第７３号「平成２６年度柳津町下水道事業特別会計補正予算」についてを原案のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   議案第７４号「平成２６年度柳津町簡易排水事業特別会計補正予算」についてを原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   議案第７５号「平成２６年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算」についてを原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 
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   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１６、議案第７６号「教育委員会委員の任命について」を議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第７６号「教育委員会委員の任命について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、伊藤喜一氏が平成26年９月30日をもって任期満了になることにより、提案をする

ものであります。 

   よろしくお願いをいたします。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   暫時休議いたします。（午前１１時３２分） 

○議長 

   議事を再開します。（午前１１時３３分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   ただいまお手元にお配りをいたしました 

   住  所  福島県河沼郡柳津町大字大成沢字前田３５６番地 

   氏  名  鈴 木 昭 一 

   生年月日  昭和３２年９月５日生まれ 

  の任命につき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の

同意を求めるものであります。 

   皆さんのご賛同をよろしくお願いをいたします。 

○議長 
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   これより質疑を許します。 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   それでは、町長に１点だけお伺いします。 

   今、教育行政は、教育委員会の国の改革とか、それから町においても学校の統廃合なり、

新たな教育行政等を目指されている中で、教育委員長をされている伊藤喜一氏に慰留を求め

られたのかどうなのか、その点だけお伺いいたします。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   町長。 

○町長 

   こういう時期でありますので、ぜひ何とか慰留をしてほしいというお願いをいたしました。

本人がいらっしゃいますが、どうしても自分としてもこの４年間１期ということで、精いっ

ぱい務めるという意志が固かったものですから、このようなことになった次第であります。 

   よろしくお願いします。 

○議長 

   ほかにございませんか。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第７６号「教育委員会委員の任命について」を原案のとおり同意することにご異議ご

ざいませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１７、報告第４号「一般財団法人やないづ振興公社経営状況報告について」を議題
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といたします。 

   経営状況の報告を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   報告第４号「一般財団法人やないづ振興公社経営状況報告について」別紙のとおり報告を

いたします。 

   本報告は、一般財団法人やないづ振興公社理事長より、平成25年度の経営状況につきまし

て報告がありましたので、地方自治法の規定により議会に報告するものであります。 

   なお、詳細につきましては総務課長より説明をさせますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   報告第４号「一般財団法人やないづ振興公社の経営状況報告について」説明をいたします。 

   お手元にあります振興公社の収支計算書を見ていただきたいと思います。Ａ４の横になり

ます。この報告書に基づき説明をいたします。若干文字が小さいんですが、左側の勘定科目、

それから合計の内容で説明をさせていただきます。 

   収支計算書総括表から申し上げます。 

   勘定科目でありますが、収入の部、事業収入につきましては２億4,905万2,590円というこ

とで、平成24年度より1,674万3,737円の増となっております。売り上げで１億6,132万7,498

円。そのうち、食堂で１億953万3,564円、その下になりますが、売店で4,097万4,739円、そ

の下にあります農産物で1,081万9,195円、その下段になりますが、利用料で5,312万6,740円、

雑入で2,559万8,352円、これについては緊急雇用関係の収入になります。その下にあります

指定管理料で900万円、それから資産引当金で100万円、収入合計としまして２億5,005万

2,590円。 

   ここの収入の中で特に伸びている内容でありますが、観光物産館清流苑の売り上げであり

ますが、食堂につきましておよそ428万円ほどふえております。ここにつきましては、メニ

ューの増加、それからそば以外にカツ丼をあわせた販売等をした内容で売り上げが伸びてお

ります。 
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   次に、支出の部であります。 

   一般管理費で２億5,351万4,673円。人件費で9,796万5,173円です。次のページの勘定科目、

需用費になりますが、4,065万4,924円。その内訳としまして消耗品費で922万9,318円、その

ずっと下になりますが、光熱水費で2,958万718円、修繕費で138万8,138円、印刷製本費で45

万6,750円、その他という表示になりますが、１億1,489万4,576円。その内訳でありますが、

旅費で170万6,125円。次のページになります。役務費で813万6,649円、それからそのずっと

下になりますが、使用料及び賃貸料で684万6,858円。次のページです。原材料費で8,770万

916円、そのずっと下に入りますが、備品購入費で21万650円、負担金及び交付金で138万

8,638円、５ページに入りますが、委託料で449万9,440円。公課金で440万5,300円。予備費

についてはゼロであります。 

   支出合計でありますが、２億5,351万4,673円、収支差額については△の346万2,083円とな

ります。支出合計については平成24年度より2,168万1,973円の増となっております。 

   なお、前年度との対比については別冊の決算報告書、それから施設利用状況につきまして

は利用状況報告書をお手元に置かせていただきましたので、それを参考にしていただきたい

というふうに思います。 

   以上で説明を終わります。 

○議長 

   これをもって報告を終わります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１８、報告第５号「地方公共団体の財政の健全性に関する比率の報告について」を

議題といたします。 

   財政の健全性に関する比率の報告を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   報告第５号「地方公共団体の財政の健全性に関する比率の報告について」別紙のとおり報

告をいたします。 

   本報告は、柳津町の財政健全化に関する比率について、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律の規定により議会に報告するものであります。 

   なお、詳細につきましては総務課長より説明をさせますので、よろしくお願いをいたしま
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す。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   報告第５号について説明をいたします。８ページであります。 

   報告第５号「地方公共団体の財政の健全性に関する比率の報告について」。 

   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、

第２条各号に定める実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並

びに第22条第１項に定める資金不足比率を次のとおり報告する。 

   なお、同法第３条第１項及び第22条第１項の規定による監査委員の意見は別紙のとおりで

ありますということで、この監査委員の意見を添付させていただきました。 

   下の表でありますが、実質赤字比率については、黒字のためありません。 

   連結実質赤字比率についても、黒字のためありません。 

   実質公債費比率は、３年間の平均値で6.7であります。昨年につきましては8.0でありまし

た。 

   将来負担比率につきましては、負担がなく比率はありません。 

   資金不足比率につきましても、不足なしのため比率はありません。 

   以上で報告を終わります。 

○議長 

   次に、代表監査委員に財政の健全化判断比率の審査意見書の報告を求めます。 

   代表監査委員、目黒忠威君。 

○代表監査委員（登壇） 

   平成25年度の財政健全化比率の内容については、ただいま総務課長から説明のあったとお

りでございます。 

   ７月23日の決算審査の際に健全化比率の審査を行っておりますので、この意見書を申し上

げたいと思います。 

平成25年度健全化比率審査意見書 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定による、平成25年度健全化判断比

率の審査を終了したので、その結果を下記のとおり意見を付して報告します。 
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   平成２６年８月２８日 

                           柳津町代表監査委員 目黒 忠威 

                           柳津町監査委員   伊藤  毅 

   第１、審査の概要については、記載のとおりでありますので省略いたします。 

   お手元の資料の２ページ、第２、審査の結果から報告いたします。 

   まず、健全化判断比率の状況についてでありますが、比率の状況については先ほど総務課

長より報告した表のとおりでございます。 

   次に、審査の総評を申し上げます。 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定める、平成25年度健全化判断比率について

審査した結果、算定数値、財政指標に誤りがないことを確認しました。 

   また、健全化判断比率は、法律の定める健全化基準の範囲内であり、当町の財政状況は健

全であると判断いたしました。地方交付税や臨時財政対策債の一般財源は前年度比8,672万

2,000円減でありますが、自主財源の柱である町税の決算額は、前年度比32万円減の３億

8,527万円を確保し、厳しい環境下の中では健全な財政運営に努められたものと考えられま

す。 

   今後も東日本大震災や原発事故、また平成23年新潟・福島豪雨災害、さらに平成25年、26

年７月・８月の集中豪雨などによる災害の復旧復興により国の財政は相当厳しく、交付税等

に少なからず影響を及ぼすものと思われます。 

   ７月27日発表された平成26年度普通交付税と臨時財政対策債の合計額は8,935万4,000円減

の19億5,560万1,000円で4.36％のマイナスでありますので、これからも予算執行に当たって

は計画的かつ効率的な行政運営に努められ、健全な財政運営を進めていただきたいと思いま

す。 

   以上で意見書の報告を終わります。 

○議長 

   これをもって報告を終わります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第１９「議員派遣について」を議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   議員の派遣については、会議規則第129条の規定によりお手元に配付したとおり派遣した
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いと思いますが、ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、議員を派遣することに決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、本日の議事日程に追加される議案があります。 

   お諮りいたします。 

   本日の議事日程に、追加日程第１、議員提出議案第３号「「手話言語法」制定を求める意

見書について」、追加日程第２、議員提出議案第４号「要支援者を介護予防給付から外すこ

とに反対する意見書の提出について」、追加日程第３、議員提出議案第５号「「被災児童生徒

就学支援等臨時特例交付金」による就学支援の継続を求める意見書の提出について」をそれ

ぞれ追加し、議題にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、お手元にお配りのとおり日程を追加し、議題とすることに決定しました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   追加日程第１、議員提出議案第３号「「手話言語法」制定を求める意見書の提出につい

て」を議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   議員提出議案第３号「「手話言語法」制定を求める意見書の提出について」は、内容を具

備していますので、提案者の説明及び質疑を省略し、原案のとおり決定したいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

１５１ 



         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   追加日程第２、議員提出議案第４号「要支援者を介護予防給付から外すことに反対する意

見書の提出について」を議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   議員提出議案第４号「要支援者を介護予防給付から外すことに反対する意見書の提出につ

いて」は、内容を具備していますので、提案者の説明及び質疑を省略し、原案のとおり決定

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   追加日程第３、議員提出議案第５号「「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」による

就学支援事業の継続を求める意見書の提出について」を議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   議員提出議案第５号「「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」による就学支援事業の

継続を求める意見書の提出について」は、内容を具備していますので、提案者の説明及び質

疑を省略し、原案のとおり決定したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

◎閉会の議決 

○議長 

   お諮りいたします。 

   以上をもって本定例会の議事日程は全て終了いたしました。 

   これをもって閉会といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

１５２ 



         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、平成26年第３回柳津町議会定例会を閉会といたします。 

   長期間に及ぶ審議、まことにご苦労さまでございました。（午前１１時５６分） 

１５３ 



１５４ 

会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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