
            平成２４年第１回 柳津町議会定例会会議録 

            第２日 平成２４年３月２日（金曜日） 

 

１．出席議員は次のとおりである。 

  １番 齋 藤 正 志   ６番 鈴 木 吉 信    ９番 伊 藤   毅 

  ２番 横 田 善 郎   ７番 小 林   功   １０番 磯 部 静 雄 

  ３番 菊 地   正   ８番 荒 明 正 一   １１番 田 崎 為 浩 

  ５番 羽 賀   弘 

 

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  地域振興課長 佐 藤 静 穂 

副 町 長 田 崎 幸 一  保 育 所 長 岩 佐 節 子 

総 務 課 長 新井田 健 一  教 育 長 新井田 明 義 

出 納 室 長 齋 藤 勇 雄  教 育 課 長 伊 藤 光 正 

町 民 課 長 矢 部 良 一  公 民 館 長 長谷川 富 雄 

 

４．会議に職務のため出席した者の職氏名。 

議会事務局長 新井田   敏  主 任 主 査 田 崎 好 章 

 

５．会議事件は次のとおりである。 

日程第 １   議案第２２号 平成２３年度柳津町一般会計補正予算 

日程第 ２   議案第２３号 平成２３年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算 

日程第 ３   議案第２４号 平成２３年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算 

日程第 ４   議案第２５号 平成２３年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算 

日程第 ５   議案第２６号 平成２３年度柳津町介護保険特別会計補正予算 

日程第 ６   議案第２７号 平成２３年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算 

日程第 ７   議案第２８号 平成２３年度柳津町町営スキー場事業特別会計補正予算 
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日程第 ８   議案第２９号 平成２３年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算 

日程第 ９   議案第３０号 平成２３年度柳津町下水道事業特別会計補正予算 

日程第１０  議案第３１号 平成２３年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算 

日程第１１  議案第３２号 平成２４年度柳津町一般会計予算 

日程第１２  議案第３３号 平成２４年度柳津町土地取得事業特別会計予算 

日程第１３  議案第３４号 平成２４年度柳津町国民健康保険特別会計予算 

日程第１４  議案第３５号 平成２４年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１５  議案第３６号 平成２４年度柳津町介護保険特別会計予算 

日程第１６  議案第３７号 平成２４年度柳津町簡易水道事業特別会計予算 

日程第１７  議案第３８号 平成２４年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算 

日程第１８  議案第３９号 平成２４年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算 

日程第１９  議案第４０号 平成２４年度柳津町下水道事業特別会計予算 

日程第２０  議案第４１号 平成２４年度柳津町簡易排水事業特別会計予算 

日程第２１  議案第４２号 平成２４年度柳津町林業集落排水事業特別会計予算 
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         ◎開議の宣告 

○議長 

   皆さん、おはようございます。 

   ただいまから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が、その前に、昨日、小林議員の質問に対して、補足して答弁を

したいとのことが、滞納対策本部長より申し出がありましたので、それを認めたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきということで、答弁を認めます。対策本部長。 

○滞納対策本部長 

   皆さん、おはようございます。 

   昨日、小林 功議員の質問に対して、ちょっと補足してご答弁申し上げたいと思います。 

   その件は、住宅使用料の滞納の件でございますが、滞納16人があるという中で、どういう

状況になっているのかというようなことで、内容等をちょっと把握していなかったものです

から、調査の結果を補足させていただきたいと思います。 

   16人中、何らかの財産調査を行ったというのが13人、もう既にあります。これは何回かに

分けてとか、過去にとかという者も含まれております。そのうち、分納誓約を取り交わして

いる者が８人おります。これは財産調査した者、しない者を含めてです。そして、この中で、

分納制約に応じない者で不定期になっているものが２名、それから……、失礼しました、３

名です。分納誓約に応じなくて不定期になっているものが３名。分納誓約に応じては……、

失礼しました。もといです。分納誓約には応じていなくて、不定期納付になっている者が４

名です。失礼しました。こんな状況でございます。 

   それから、連帯保証人の件についても、かなりご指摘受けたのですけれども、この部分に

ついては、まだ踏み込んでいないようでありますので、その辺については今後の課題として、

これから連帯保証人ということで調査等々も進めて、強力にやっていかなければならないな

と思っております。 

   それから、特記しておきたいということで、この中で１人、インターネット公売というこ

とで差し押さえしまして、それからインターネット公売までした事例がございます。これは、
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町としては初めてのことだったのですが、職員の意識がどの程度上がっているのかというよ

うなことの一つのあらわれとして申し上げておきたいのですけれども、住宅使用料も含めて、

税もあったのですけれども、捜索に入りまして、その中で当時現金が４万625円、これを滞

納に振りかえている。それから、公売物件が９件、差し押さえ物件が９件で公売いたしまし

て、今落札になりまして、これが４万と153円という金額が出ております。これを、あと最

終的にはお金をいただいて、それを滞納に振りかえるという手続を今やっている最中である

ということでございます。 

   以上でございます。 

○議長 

   これより議事に入ります。  

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎議案の審議 

○議長 

   お諮りいたします。 

   日程第１、議案第２２号「平成２３年度柳津町一般会計補正予算」、日程第２、議案第２

３号「平成２３年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算」、日程第３、議案第２４号「平

成２３年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算」、日程第４、議案第２５号「平成２３年

度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算」、日程第５、議案第２６号「平成２３年度柳津

町介護保険特別会計補正予算」、日程第６、議案第２７号「平成２３年度柳津町簡易水道事

業特別会計補正予算」、日程第７、議案第２８号「平成２３年度柳津町町営スキー場事業特

別会計補正予算」、日程第８、議案第２９号「平成２３年度柳津町農業集落排水事業特別会

計補正予算」、日程第９、議案第３０号「平成２３年度柳津町下水道事業特別会計補正予

算」、日程第１０、議案第３１号「平成２３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 

   異議なきものと認めます。 

   よって、議案第２２号、議案第２３号、議案第２４号、議案第２５号、議案第２６号、議

案第２７号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３０号、議案第３１号は一括上程し、議
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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。 

   それでは、補正予算を申し上げます。 

   議案第２２号「平成２３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と継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債の補正で

あります。 

   次に、議案第２３号「平成２３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、歳入歳出予算の減額の補正であります。 

   次に、議案第２４号「平成２３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減額補正であ

ります。 

   次に、議案第２５号「平成２３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２６号「平成２３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、歳入歳出予算の減額補正であります。 

   次に、議案第２７号「平成２３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、歳入歳出予算の減額補正であります。 

   次に、議案第２８号「平成２３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２９号「平成２３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、歳入歳出予算の減額補正であります。 

   次に、議案第３０号「平成２３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、歳入歳出予算の減額補正であります。 

   次に、議案第３１号「平成２３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、歳入歳出予算の減額補正であります。 

   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） 

   では、「平成２３年度柳津町一般会計補正予算」について補足してご説明を申し上げます。 

   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,473万7,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ44億1,673万8,000円とするものであります。 

   次に、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

   継続費の変更は、「第２表 継続費補正」によります。 

   地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第３表 繰越明許費」によるものでございます。 

   債務負担行為の変更は、「第４表 債務負担行為補正」によるものでございます。 

   地方債の変更は、「第５表 地方債補正」によるものでございます。 

   ７ページをお開きください。 

   継続費の補正でありますが、土木費、住宅費、公営住宅等整備事業で、補正後で総額が３

億5,300万円、平成23年度が１億3,680万円、平成24年度分が２億1,620万円でございます。 

   次に、繰越明許費でありますが、民生費の児童福祉費、柳津保育所０歳児室増築事業

3,230万円。商工費の荒湯源泉維持管理事業で437万円、土木費の都市計画費の都市再生整備

計画費で4,420万円、土木費の住宅費で公営住宅管理事業で4,500万円、教育費で小学校費の
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柳津小学校大規模改修事業で１億7,334万円、災害復旧費で、農林水産施設災害復旧費で現

年農地等災害復旧事業で１億4,489万4,000円、農林水産施設災害復旧費で現年林業施設災害

復旧事業で1,470万円、公共土木施設災害復旧費で現年度公共土木災害復旧事業で１億306万

3,000円、町単独災害復旧費で農地等災害復旧事業で1,904万円、合計で５億8,090万7,000円

でございます。 

   次のページで、債務負担行為の補正でありますが、柳津町住居用家屋新築及び増改築に係

る利子の助成金で、補正後が、期間が平成19年度から平成31年度で限度額は860万円でござ

います。 

   次に、地方債の補正でありますが、移動通信用鉄塔施設整備事業で補正後の金額で1,130

万円、山のみち地域づくり交付金事業で360万円、町道五畳敷大成沢線整備事業で410万円、

町道八坂野大野線整備事業で1,990万円、町道鳥屋居平線整備事業がゼロでございます。ス

クールバス整備事業で70万円。次に、県営中山間地域総合整備事業で980万円、公営住宅整

備事業で8,290万円、都市再生整備事業で2,680万円、広域消防負担金事業で950万円、除雪

機械整備事業で970万円、公立学校等校舎内緊急環境改善事業がゼロでございます。あと、

公共土木施設災害復旧事業で3,040万円、農地農林施設災害復旧事業で1,240万円、合計で６

億7,423万6,000円でございます。 

   15ページをお開きください。 

   歳入でございますが、主な内容についてご説明を申し上げます。 

   分担金及び負担金、総務費分担金で130万2,000円の減でございます。これは移動通信用鉄

塔整備の負担金の確定によるものでございます。 

   次いきまして、災害復旧費分担金で781万2,000円の減、これは農地等の災害復旧指定、補

助率増嵩になったため減になるものでございます。 

   あと、使用料及び手数料、土木使用料120万7,000円、これは道路占用料、条例等の改正に

より減になる分でございます。 

   あと、下にいきまして、国庫支出金で国庫負担金、民生費国庫負担金で154万2,000円、こ

れにつきましては、障害者福祉費負担金ということで、実績の見込みによる減でございます。 

   次のページにいきまして、民生費国庫補助金で155万5,000円の減であります。これは、社

会資本整備総合交付金事業ということで、これは高齢者にやさしいまちづくり事業の分で減

となっております。 

   あと、次に、土木費国庫補助金で2,497万7,000円減でございます。これは、道路橋梁費補

７ 



助金、あと住宅費補助金、都市再生整備事業等の部分でございます。 

   次に、県支出金にいきまして、民生費県負担金で225万8,000円減、これは保険基盤安定負

担金ということで、確定によって減となるものでございます。 

   次にいきまして、総務費県補助金で１億4,251万3,000円、これは市町村復興支援交付金と

いうことで、１億5,353万8,000円が主な内容であります。 

   あと、次いきまして、衛生費県補助金で245万6,000円減、これは新型インフルエンザ、子

宮頸がん、そういったものの補助事業の減でございます。 

   次のページいきまして、農林水産業費県補助金124万9,000円減、これは林業費補助金で緊

急雇用創出の補助事業でございます。 

   商工費県補助金で117万6,000円減、これは商工費も緊急雇用創出事業補助金ということで

ございます。 

   あと、次に、災害復旧費県補助金で4,644万9,000円で、これは農地等災害復旧事業と林業

施設災害復旧事業でございます。 

   次のページいきまして、県支出金の総務費県委託金132万7,000円減、これは県議会選挙の

確定による減でございます。 

   土木費県委託金329万5,000円の増でございますが、これは県道除雪委託金でございます。 

   あと、次いきまして、財産収入で物品売払収入150万円、これは除雪車の売払金でござい

ます。 

   次のページいきまして、寄附金で一般寄附金303万7,000円の増、これは一般寄附金分とふ

るさと納税分でございます。 

   繰入金で、特別会計繰入金1,200万円の減、これは住宅団地の土地売払の収入減でござい

ます。 

   次に、基金繰入金で4,132万5,000円減、これにつきましては、住民生活に光をそそぐ基金

繰入金で132万5,000円、あとは財政調整基金繰入金で4,000万円、これは基金の繰り入れを

取りやめる分の減でございます。 

   あと、次いきまして、諸収入の雑入で253万8,000円、これは雑入の中で407万3,000円ほど

ふえておりますが、大きなものにつきましては、市町村振興協会市町村交付金ということで、

これは宝くじによります東日本の災害復興の交付金でございます。 

   次に、町債で、総務債で270万円の減、これは移動通信用鉄塔施設の部分です。 

   あと、農林水産業債で620万円減、これは山のみち地域づくり交付金事業です。 
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   次のページいきまして、土木債で2,190万円の減、これは辺地対策事業債と過疎対策事業

債の減でございます。 

   あと、消防債で480万円の減、これは広域消防負担金ということで、通信施設整備を広域

圏でやっておりましたが、その確定によるものです。 

   あと、教育債で340万円、これは辺地対策事業債と学校教育施設整備事業債でございます。 

   あと、災害復旧債で6,250万円の減、これも公共土木施設災害復旧事業債と農林水産施設

災害復旧事業債の分でございます。 

   次に、歳出ですが、主な内容をご説明申し上げます。 

   議会費で補正額59万4,000円の減、これは報酬等の減でございます。 

   あと、総務費で、財政管理費で１億4,141万2,000円の増、これは積立金の災害復興基金の

積立金が主な内容です。 

   あと、企画費にいきまして、1,146万8,000円の減、これにつきましては、委託料、工事請

負費、負担金等の減でございます。 

   次に、27ページをお開きください。 

   総務費の県議会議員選挙費で128万7,000円の減、これは県議会の執行経費の確定による減

でございます。 

   次に、民生費にいきまして、社会福祉総務費で255万4,000円の減、これは繰出金、国保会

計（事業勘定）への繰り出しで減でございます。 

   あと、老人福祉費で154万2,000円の減、これは委託料、分担金が減になりまして、あと繰

出金で介護保険特別会計への繰出金の461万6,000円ほど増になっております。 

   次に、障害者福祉費で219万8,000円の減、これは扶助費等の減でございます。 

   次のページいきまして、民生費の災害救助費で270万1,000円の減、これは委託料の減が主

な内容です。 

   次に、衛生費の保健衛生総務費で518万8,000円の減、これは委託料、繰出金等の減でござ

います。 

   予防費で586万1,000円の減、これは委託料でございます。 

   環境衛生費で133万8,000円の減、これは負担金の補助の減でございます。 

   次のページにいきまして、農林水産業費の農業振興費で426万1,000円の減、これは委託料、

あと負担金等、補助金等の減でございます。 

   次に、農地費で527万6,000円の減、これは負担金補助及び交付金で減になっております。 
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   次に、国土調査費でございますが、203万6,000円の減、これは大体委託料が主な内容にな

っております。 

   次のページいきまして、林業振興費254万円の増、これは委託料で松くい虫関係で減にな

っておりますが、積立金で340万円の増、繰出金で117万6,000円の増となっております。 

   あと、林道維持費で131万円の減、これは賃金等の減でございます。 

   次に、商工費で、商工振興費で530万8,000円の減、これにつきましては、補助金等の減で、

災害復旧支援事業等の補助金でございます。 

   あと、次のページ、観光費でございますが、108万9,000円の減で、これにつきましては、

賃金、需用費、委託料、使用料などの減でございます。 

   次のページいきまして、土木費の道路維持費で279万8,000円の減、主な内容は、備品購入

費ということで、除雪機の方で730万8,000円ほど減になりまして、あとそのほか今回除雪作

業員賃金、燃料費等で増額になっております。 

   あと、道路新設改良費で1,775万円の減、これは委託料、工事請負費等でございます。 

   次のページいきまして、土木費の公営住宅整備等事業費でございますが、440万円の減と

いうことで、これは委託料でございます。 

   次のページいきまして、教育費の事務局費378万4,000円の減、これは中体連等の補助事業

関係の減でございます。 

   次のページにいきまして、教育費の柳津小学校管理費で120万3,000円の減、これは委託料

でございます。 

   次のページいきまして、柳津中学校教育振興費で107万円の減、これは備品購入費等の減

でございます。 

   あと、次いきまして、公民館費で75万8,000円、これは事務補助賃金の減でございます。 

   42ページにいきまして、災害復旧費で、現年林業施設災害復旧費で3,730万円の減でござ

います。 

   あと、次のページにいきまして、公債費で元金で6,741万4,000円の増、これは臨時財政対

策債の繰上償還でございます。 

   あと、予備費で6,623万円の減でございます。 

   52ページをお開きください。 

   平成23年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算でございますが、既定の歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ1,350万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20
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万7,000円とするものでございます。 

   57ページをお開きください。 

   歳入でありますが、財産収入で不動産売払収入で1,350万円の減でございます。 

   次のページいきまして、歳出ですが、団地造成費で宅地造成費で150万円の減、繰出金で

1,200万円の減でございます。 

   次に、平成23年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算ですが、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2,502万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ６億3,392万9,000円とするものでございます。 

   また、既定の施設勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ370万6,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,643万5,000円とするものでございます。 

   65ページをお開きください。 

   歳入ですが、国民健康保険税で一般被保険者国民健康保険税で63万9,000円の増でござい

ます。 

   あと、退職被保険者等国民健康保険税で９万1,000円の増でございます。 

   あと、国庫支出金で療養給付費負担金で480万3,000円の減であります。 

   高額医療費共同事業負担金で31万4,000円の減でございます。 

   特定健康診査等負担金で44万の減でございます。 

   国庫支出金で財政調整交付金で27万円の増でございます。 

   県支出金で高額医療費共同事業負担金で31万4,000円の減でございます。 

   次にいきまして、県支出金の特定健康診査等負担金で44万1,000円の減です。 

   療養給付費交付金で2,097万4,000円の増でございます。 

   あと、共同事業交付金で高額医療費共同事業交付金で837万6,000円の増でございます。 

   保険財政共同安定化事業交付金で268万7,000円の増でございます。 

   あと、繰入金で一般会計繰入金で203万7,000円の減でございます。 

   次のページいきまして、歳出でございますが、総務費で負担金で４万2,000円の減。 

   総務費の賦課徴収費で125万6,000円の減。 

   保険給付費で一般被保険者療養給付費で1,755万9,000円の増、一般被保険者療養費で43万

円の増。 

   次に、退職被保険者等療養給付費で、これは財源補正でございます。 

   次に、一般被保険者高額療養費で346万9,000円の増。 
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   あと、退職被保険者等高額療養費は財源補正でございます。 

   次のページいきまして、葬祭費で42万円の減でございます。 

   あと、後期高齢者支援金等で後期高齢者支援金等の、これは財源補正、以下も財源補正で

ございます。 

   あと、共同事業拠出金で高額医療費共同事業拠出金で125万9,000円の減です。 

   あと、保険財政共同安定化事業拠出金で327万6,000円の増でございます。 

   以下、財源補正でございまして、次のページにいきまして、予備費で295万3,000円の増で

ございます。 

   78ページをお開きください。 

   施設勘定でございますが、歳入で診療収入、その他の収入で６万8,000円の増、繰入金で、

一般会計繰入金で400万円の減、特別会計繰入金で22万8,000円の増でございます。 

   次のページにいきまして、歳出ですが、総務費の一般管理費で、これは財源補正でござい

ます。 

   予備費で370万6,000円の減でございます。 

   次に、平成23年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算でありますが、既定の歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ43万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ4,940万7,000円とするものでございます。 

   85ページをお開きください。 

   歳入でありますが、後期高齢者医療保険料でございますが、43万3,000円の増でございま

す。 

   次のページいきまして、歳出で広域連合納付金で保険料等負担金で44万2,000円の増、予

備費で9,000円の減でございます。 

   次に、平成23年度柳津町介護保険特別会計補正予算でありますが、既定の歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ1,900万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４億3,462万9,000円とするものでございます。 

   92ページをお開きください。 

   歳入でございますが、保険料で第１号被保険者保険料で29万4,000円の減。 

   国庫支出金で介護給付費負担金で707万8,000円の減。 

   国庫支出金の地域支援事業交付金で５万5,000円の減。 

   介護保険事業費補助金で156万1,000円の増でございます。 
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   次のページいきまして、支払基金交付金で介護給付費交付金で1,402万8,000円の減。 

   地域支援事業交付金で６万6,000円の減。 

   県支出金の介護給付費負担金で358万7,000円の減。 

   県支出金で、地域支援事業交付金で２万8,000円の減。 

   繰入金で、介護給付費繰入金で643万3,000円の増。 

   地域支援事業繰入金で２万8,000円の減。 

   その他一般会計繰入金で178万9,000円の減。 

   あと、介護給付費準備基金繰入金で400万円の減でございます。 

   次のページいきまして、歳出でございますが、保険給付費でございますが、居宅介護サー

ビス給付費で1,151万6,000円の減。 

   施設介護サービス給付費で913万9,000円の減。 

   次のページいきまして、居宅介護サービス計画給付費で158万2,000円の減。 

   地域密着型介護サービス給付費で242万2,000円の減。 

   高額介護サービス費で85万8,000円の減。 

   高額医療合算介護サービス費で59万円の減。 

   特定入所者介護サービス費で124万3,000円の減。 

   次のページいきまして、介護予防サービス給付費で264万1,000円の減。 

   次のページにいきまして、一番下になりますが、基金積立金で介護給付費準備基金積立金

で1,499万9,000円の増でございます。 

   次にいきまして、予備費で208万1,000円の減でございます。 

   次に、平成23年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算でありますが、既定の歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ86万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２億1,260万9,000円とするものでございます。 

   105ページをお開きください。 

   歳入でありますが、分担金及び負担金、加入負担金で58万8,000円の減。 

   使用料及び手数料で簡易水道使用料で25万9,000円の減。 

   次に、簡易水道手数料で１万4,000円の減。 

   次のページにいきまして、県支出金で簡易水道等施設整備費補助金で88万5,000円の増。 

   繰入金で一般会計繰入金で８万5,000円の減。 

   歳出でございますが、簡易水道事業費で７万8,000円の増。 
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   予備費で93万9,000円の減でございます。 

   116ページをお開きください。 

   平成23年度柳津町町営スキー場事業特別会計補正予算ですが、既定の歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ33万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,659万

4,000円とするものでございます。 

   121ページをお開きください。 

   歳入でございますが、繰入金で一般会計繰入金で33万4,000円の増。 

   次のページで、歳出でございますが、スキー場事業費で33万4,000円の増でございます。 

   次に、平成23年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算でありますが、既定の歳入歳

出予算の総額から歳入歳出それぞれ470万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１億691万7,000円とするものでございます。 

   128ページをお開きください。 

   歳入でございますが、分担金及び負担金、加入負担金で117万6,000円の減。 

   使用料及び手数料で農業集落排水施設使用料で６万円の減。 

   繰入金で基金繰入金で350万円の減。 

   雑入で２万8,000円の増でございます。 

   歳出でございますが、総務費の施設管理費で485万3,000円の減。 

   予備費で14万5,000円の増でございます。 

   139ページをお開きください。 

   平成23年度柳津町下水道事業特別会計補正予算でありますが、既定の歳入歳出予算の総額

から歳入歳出それぞれ741万9,000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

330万6,000円とするものでございます。 

   144ページをお開きください。 

   歳入でございますが、分担金及び負担金で加入負担金で252万円の減でございます。 

   使用料及び手数料で公共下水道排水施設使用料で51万6,000円の減。 

   国庫支出金で災害復旧費国庫負担金で438万3,000円の減でございます。 

   次のページいきまして、歳出でございますが、総務費で施設管理費で244万2,000円の減で

ございます。 

   予備費で１万7,000円の減。 

   災害復旧費、現年公共災害復旧費で496万円の減でございます。 
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   154ページをお開きください。 

   平成23年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算でありますが、既定の歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ13万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ549万3,000円とするものであります。 

   159ページをお開きください。 

   歳入でございますが、分担金及び負担金、加入負担金で117万6,000円の減です。 

   使用料及び手数料で林業集落排水施設使用料で18万1,000円の減。 

   繰入金で一般会計繰入金で117万6,000円の増。 

   諸収入で雑入で４万6,000円の増。 

   次いきまして、歳出でございますが、総務費で施設管理費で25万4,000円の増。 

   予備費で38万9,000円の減。 

   以上であります。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

   ７番、小林 功君。 

○７番 

   それでは、何点か質問します。 

   まず18ページの県補助金です。その中で、衛生費県補助金で乳幼児医療助成事業補助金等

が軒並み減額となっております。245万6,000円、これは実際にやった実績に基づいて来る補

助金だと思いますが、どのような理由でこのように減っているのかということ、まずお伺い

します。 

   それと、20ページですが、20ページの一番下、財産の売払収入で150万円ありますが、こ

れは除雪車ということでしたが、買いかえとか何かの件でしょうか。 

   次に、21ページ、一般寄附金で、ふるさと納税のところなのですけれども、当初予算はた

しか、記憶だと10万円だったと思いますが、今回かなりふえております。これはどういう理

由でふえたのかということ。そして、役場職員も相当数の方々が町外に出ておられますけれ

ども、役場職員の方々からの納税の状況等もお聞きしたいと思います。 

   それと、25ページの、真ん中辺ですね。負担金補助及び交付金で、生活バス路線運行負担

金と79万9,000円が上がっていますけれども、これはどういう理由でふえたのかということ。 

   さらに、28ページの一番上ですが、ホームヘルパー資格取得費補助金について、減額補正
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がされております。これは、去年以来、特別養護老人ホームをつくるに当たっては、雇用の

確保ということで、人材育成を何としてもやっていかなくてはいけないという中での補助金

の減額というのは、どうしても解せないということがありますので、これは大体何人分の減

額で、今年度何人ぐらい補助を受けた方がいるのか。今回、募集をふやすために工夫をした

ことなどがあれば、お聞かせいただきたいと思います。 

   さらに、その下です。老人福祉費の中で、高齢者にやさしい住まいづくり助成金とありま

すけれども、これはやはり在宅医療の充実ということにシフトしていく以上、力を入れてい

かなければいけない部分だと思いますが、減額となった理由を教えてください。 

   そして、30ページの真ん中あたり、予防費、基本検診委託料等ですね。これ、軒並み減額

になっております。医療費を下げるということに対して、早期発見、早期治療ということを

目指す上では、検診の充実ということが必要だと思いますけれども、このような減額が生じ

た理由を教えていただきたいと思います。 

   そして、36ページですが、これの道路維持費で備品購入費730万8,000円が減額になってい

ますが、この理由を教えてください。 

   それと、その下の測量設計委託費1,300万円とありますけれども、これは１カ所なのか、

それとも数カ所なのか。もし数カ所であれば、代表的なところを教えていただければと思い

ます。 

   そして、あと特別会計に当たっては、簡易水道、農集排、下水道、林集排ともに加入負担

金が軒並み減額となっております。去年もたしか同じような質問をしたと思いますけれども、

どういった取り組みをした結果がこうだったのか。今後の見通しですね。そしてまた、さら

に対策というところまでお伺いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長 

   はい。答弁を求めます。 

   まず、総務課長。18ページからですね。 

   では、まずページ数を追っていきましょう。町民課長。 

○町民課長 

   今回の県支出金の衛生費県補助金の内容であります。これらについても245万6,000円とい

う減額であります。これらについては、乳幼児関係等の内容もあるわけですが、これは確定

の実績の部分で出して減額となっております。当初の見込みの部分での、大きく下回るよう
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な形になっております。これらについては、広報等でいろいろ流しておりますが、子宮頸が

んワクチン等、あとヒブワクチンも含めて、小児用肺炎球菌ワクチン等についても見込みの

人数よりもかなり大幅に下がってしまい、245万6,000円の減額となってしまったわけであり

ます。大変これらについては、見込みの部分で大きく下回っておりますが、これらの接種等

の内容等についても、ぜひ多くの皆さんに知っていただきたかったわけですが、ここまでな

らなかったことについては、大変申しわけなく思っております。 

   以上です。 

○議長 

   総務課長、20ページの除雪車の売払収入の件。あっ、地域振興課、すみません、失礼いた

しました。地域振興課長。 

○地域振興課長 

   平成23年度で除雪車は１台購入しております。 

   それで、この処分の車種でございますが、これはスキー場にあった、スキー場専用の駐車

場の除雪機で、経費が物すごくかさむということで今回売却したところ、思った以上に高く

売れております。170万円で売れております。 

○議長 

   次は21ページ、ふるさと納税、総務課長。 

○総務課長 

   ふるさと納税につきましては、当初より見込みは多くありまして、今現在、８件ほどあり

まして、あとこの後の見込みで１件ございます。 

   それで、役場職員については、今現在ですと１名ふるさと納税を行っております。 

   次に、生活路線バスの負担金でございますが、これにつきましては、当初見込んでおりま

した金額より、今度会津バスの補助につきましては、会津坂下町と柳津町でそれぞれ２分の

１ずつ補助すると。営業して、欠損分ということで、それで今回は159万6,000円ほどの分で、

２分の１ということで、79万9,000円の補正ということでございます。 

○議長 

   次に、町民課長、お願いします。 

○町民課長 

   それでは、28ページの社会福祉総務費の関係であります。ホームヘルパー資格取得費であ

ります。これについては、当初10名の内容と見ておりました。現在、３名について支払いが
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終わっています。あと１名の分で、本年度は大変申しわけございませんが、４名というよう

なことであります。これらについても、介護施設関係等の内容がありますので、本来であれ

ば10名すべての内容かと思いますが、本年度は３名実施終わり、１名が今見込みということ

で持っている予算です。そのほかについては、減額というようなことになっております。 

   続いて、老人福祉費の分であります。これらについては、高齢者にやさしい住まいづくり

という助成金であります。これらについても当初25件分見ていたわけでありますが、11件分

の内容となりまして、これらについても大変申しわけなく思っております。 

   以上です。 

○議長 

   30ページの予防費についても、町民課長、お願いします。予防費の委託料。 

○町民課長 

   これらの委託料関係と予防費の内容等であります。これは基本検診等も合わせてでありま

すが、すべて確定見込み、実施見込みを出しているところであります。これらについては、

まだ基本検診関係等で、施設関係の内容等が若干残っておりますが、これらの内容等で大き

く減額となっております。これらについても大変申しわけなく思っております。 

   以上です。 

○議長 

   次が、36ページと、加入金の件で、地域振興課長。 

○地域振興課長 

   委託料につきましては、２路線あります。１路線としまして、五畳敷大成沢線線、これは

牧沢地区の沢上なのですが、これは橋梁の予備設計を予定しておりました。もう１路線が、

鳥屋居平線、これらも道路改良で計上しておいたわけなのですが、ともにこの２路線につき

ましては、協議に時間を要するということと、今回の新潟、福島の豪雨で、そちらの方まで

手が回らなかったというのが一つの原因であります。 

   それから、特別会計の……。（「いや、除雪機」の声あり）除雪機は言ったべさ。 

○議長 

   備品購入の730万円、その上。道路維持費の。 

○地域振興課長 

   あっ、失礼しました。除雪機械購入費でございますが、これは入札でやった結果、請差で

730万円下がっております。 
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   それから、特別会計の公共下水道と農集排、林集排でございますが、これも鋭意努力はし

たわけなんですが、最初の見積もりも甘い部分もありました。これを踏まえて、今後の対策

としましては、やはり加入しない家庭の台帳等を整備しまして、それでいつごろ入るのかと

いう、そういう整備をして、加入促進に努めたいと思っております。 

○議長 

   はい、小林 功君。 

○７番 

   今の道路新設改良費の測量設計委託料で、鳥屋居平分が削られたということで、これは来

年度以降はどのようなことで考えていらっしゃるのですか。 

○議長 

   はい、地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今、鳥屋の地区と、この前も協議はしたわけなんですけれども、なかなか路線の選定が決

まりませんので、それが決まってから計上していきたいと考えております。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   ここで暫時休議をいたします。 

   再開を11時10分といたします。（午前１０時５５分） 

○議長 

   それでは、議事を再開します。（午前１１時１０分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   引き続き質疑を許します。 

   ２番、横田善郎君。 

○２番 

   それでは、私も何点かお尋ねします。 

   まず、37ページなのですが、その公園費の中で財源補正がなされておりますが、事業費は

変わらないで。これは、都市再生整備事業だと思うのです。これ、旧みなとやの解体工事ほ

か、あれだと思うのですが、これはなぜ国・県補助金が減って、地方債も1,520万円減りま

して、そのかわりに一般財源で1,727万円とるようにしております。これ、内容について、
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なぜこの起債等が減ったのかお尋ねしたいと思います。 

   あとそれから、42ページの方で、災害復旧費の現年農地等災害復旧費が補助率増嵩等で補

助金がふえたということの総務課長の説明でありましが、この農地と施設の確定した補助率

を教えていただきたいと思います。 

   それから、その下の現年林業施設災害復旧費、これが補正前の額が6,600万1,000円、そし

て今回3,730万円減額しております。金額については、半分以下の事業費になっております

が、これはどのような事情でこのような減額になったのか。現場において、支障がないのか

お尋ねしたいと思います。 

   それから、その裏の43ページなのですが、この元金の返還ですが、これを繰上償還すると

いうことで、臨時財政対策債の繰上償還ということで、6,741万4,000円、繰り上げを見込ん

でおりますが、この残については、これは国の赤字国債で、国の赤字対策債だと思うのです

が、これは残でまだ11億円も残っております。町の臨時財政対策債として、赤字国債として。

これらについては、一部これは繰り上げしても交付税等で戻ってくるので、11億円の借金あ

ったとしても、これは交付税措置で全く町では負担がないということではあると思うのです

が、ただ、借金は借金ですので、11億円の借金があるということは、いずれ返さなくてはな

らないと。交付税で算入されようと、返さなくてはならないということだと思うのです。で

あるならば、やはりこれもこういうふうに随時繰り上げをしていくような計画なのか。 

   また、これは総務課長にお尋ねしたいのですが、国の方ではこういう赤字国債をまず発行

して、これを町に押しつける、押しつけるという言葉はちょっと失礼なのですが、そういっ

たような傾向なのか、それともこれを１、２年でもうやめるというような傾向なのか、もし

おわかりだったら、ちょっとその動向についてもお聞かせ願いたいと思います。 

   以上について、お伺いしたいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   都市計画費の公園費でございますが、これ今ちょっと手元に資料ありませんから、後から

お答えしたいと思いますので、すみません。 

   続きまして、災害復旧費、災害復旧費で農地と水路の施設の補助金でございますが、農地

につきましては0.935です。施設につきましては0.975となっております。 

   それから、あと査定設計につきましても、各災害復旧の２分の１の補助が見込まれており
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ます。これは確定しております。 

   それから、林道の災害の減額補正でございますが、当初は全箇所やる予定だったのですが、

３件ほど施工がちょっとできないという箇所がありますので、その３件分を減額しておりま

す。なお、工事に関しては、迂回路等もありますので、融雪後に工事を行っても支障ありま

せん。 

○議長 

   引き続き、総務課長。 

○総務課長 

   今回、公債費で臨時財政対策債の繰上償還ということで、この分のまず内訳なのですが、

これは平成22年度に借りられた分の510万円と、平成21年度に借り入れました6,600万円ほど

あるのですが、その内金ということで6,231万3,000円ほど今回償還したいということでござ

います。 

   それで、この臨時財政対策債につきましては、町の方である程度財政的に、ある程度計画

的に返還する予定でございますが、今後の財政の状況を見まして、それぞれなるべくこうい

ったものは早く繰上償還をしていきたいという考えを持っております。交付税措置にはなり

ますけれども、やっぱり借金は借金でございますので、その分についてはなるべく早くと。

あと、ほかの分については、一定のルールがありますので、それについては繰上償還できま

せんので、こういった部分については、そういうふうな考えを持っていきたいと。 

   あと、国の方の考え方ですが、最近は国が財政的に余裕がないために、交付税のかわりと

いうような形で臨財債を出しているわけなのですが、来年度分についても、臨財債の額等に

ついては不確定要素で、どのぐらいだというのが、今の震災復興もあると思うのですが、そ

ういうことで、今の中ではちょっと先行きが見えてこないと。ですので、国が借金あれだけ

あるので、長総にそういった特例債ということで枠はあると思うのですが、その分がかえっ

てふえていく可能性は多分にあるのではないかというふうに、逆に予想されるのですが、町

村でそれを借り入れて、それを後で交付税措置見るという流れなのですが、あと交付税も今

後一括交付金でありますと、その分がきちんと入っているかどうかというのも、うちの方で

もチェックしなければなりません。そういった部分については、今後十分に債務負担、こう

いう起債災関係については、事業の計画性を持って、それに当てるという方向でやっていき

たいと思います。 

○議長 

２１ 



   はい、２番、横田善郎君。 

○２番 

   わかりました。この臨時財政対策債については、今現在の制度では借りなくても、これは

交付税措置があるというようなことで、借りても返しても交付税措置があるということで、

全く国の、これは押しつけられたような公債費ですが、だけど、今総務課長が言われるよう

に、この震災の復興の上で逆に私心配したのは、こういったものが削られてしまって、全く

のいわゆる交付税だけで、交付税も減らされる。こういう臨時財政対策債も減らされる。こ

れ、復興交付金みたいな、復興対策債みたいな起債に変わってしまうのかなという思いもし

たのですが、これらについて臨機応変に、言われるように使っていただきたいと。やっぱり

借金は減らしていただきたいと。11億円の借金は減らしていただきたいという思いもします。 

   それから、農地と施設、これ補助率93.5％と、施設については97.5％と、施設に至っては

2.5％も、半分半分だったか、またいつ上げたのか、ちょっとあれですが、もとは補助残の

半々を、道路はとらないと思うのですが、農地についても半々だったかなと思ったのですが、

これらについての削減ということを要望したのですが、単独債の方については、かなり削減

するということで軽減を図っておられましたが、この補助金のあるものについては、地元か

ら負担金取らなくても、起債等で補てんできるのでないかと思うのですが、ここらの軽減措

置は考えられなかったのかどうなのか、その辺についてお尋ねしたいと思います。 

○議長 

   はい、総務課長。 

○総務課長 

   今回、激甚災で相当補助率が上がって、補助残のその分の２分の１が実質負担となります。

それで、トータル的には、余計にその分が来るかというような分で、もうちょっと受益者負

担を下げられるかどうかというのは、その辺については、町の方の今の規則の要綱の中では、

一応国庫補助金の２分の１分を、残の２分の１を受益者負担でいただくというような内容に

なっておりますので、当面２分の１の受益者負担をお願いすることになると思います。 

○議長 

   ２番、横田善郎君。 

○２番 

   多分条例の中では、これは町長の判断で軽減を図ることができると、減免することもでき

るとなっているのではないかと思うのです。これだけ災害が続いた中では、ぜひ、これから
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でも遅くないと思いますので、なかなか難しい（聞き取り不能）の確保、負担するのは当た

り前だという、受益者負担という考え方からすれば、負担するのは当たり前かもしれません

が、これだけ災害が続いて、農家も傷んで、かなり傷ついておりますので、軽減を図るとこ

ろであれば、町の財政に影響がないのであれば、ぜひ軽減も、これからも検討していただき

たいと思いますが、ひとつそれはよろしくお願いしたいと思います。 

   で、ちょっとまた追加質問して申しわけないのですが、32ページの農地費の中で、この県

営中山間地域総合整備事業負担金が528万8,000円減っております。これは負担金で多分10％

か15％の間だと思うのですが、この負担金を減らすということは、事業費に直すと七、八千

万円ぐらいの事業費でないかと思うのですが、ちょっと計算しないとあれなのですが、これ

らはなぜこのような事業費が減ってきたのか、県営事業の中でどこに問題があったのか、ち

ょっとこれについてもお聞かせ願いたいと思います。 

   それから、34ページの林業振興費の下の積立金で340万円ほど今回積み立てしております

が、これは昨日来、町長の方からも、公社の森林の方の除染という言葉を使わないで、整備

という言葉を使っていたのですが、そういったところに振り向けるような積立金なのかどう

なのか。どのような目的で、何年ぐらいでこれを使うのか。これはどのぐらい積み立てるの

か、もし計画が定まっていればお聞かせ願いたいと思います。この２点について、追加して、

申しわけございませんが、お伺いします。 

○議長 

   はい、地域振興課長。 

○地域振興課長 

   県営中山間地域総合整備事業負担金でございますが、事業費の減に伴いまして528万8,000

円減額しております。 

   それから、積立金ですが、目的としましては、福島県森林環境交付金の森林整備を初めと

する森林の適正管理につなげるために、今回計上しております。期間につきましては、期間

は設けておりません。このようなことで、目的で積み立てをしますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○議長 

   ２番、横田善郎君。 

○２番 

   県営中山間地域総合整備事業については、事業費が減ったので、528万8,000円の負担金が
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減ったと。町の負担金が減ったということだと思うのですが、これを事業費に直すと、相当

の金額が減っていると思うのです。当初予定したところの、どの辺がもし減ってきたのか。

計画等についてお尋ねしたかったわけなのですが、これらについては地元の方の、なかなか、

何といいますか、賛成が得られなかったとか、ちょっと問題があったとか、あるいは単純に

県の方が復興の方に予算を回さなければならないから、事業費を減らしてきたのか、その辺

の事情についてちょっとお聞かせ願いたかったわけなのです。 

   それから、森林環境整備の基金の元金の積立金340万円というのは、340万円だけでおさま

るのか、来年以降も積み立てるのか。そして、これは放射能に関係あるのかどうなのか、実

はその点についてお尋ねしたかったわけなのですが、もしわかれば、ちょっとお聞かせ願え

れば。これは単純なる森林の整備計画だけなのかについてお尋ねしたかったわけですが、こ

の２点について、またお伺いします。 

○議長 

   はい、地域振興課長。 

○地域振興課長 

   中山間地域の総合整備事業でございますが、当初9,500万円の事業費でございました。そ

の後……、失礼しました。最終的な事業費が9,500万円でございます。あっ、違うな。申し

わけありません。この中山間につきましては、あと、先ほどの公園整備のことは、後から説

明したいと思います。 

   それから、積立金でございますが、これは今回、この後の条例でこれから出るわけなので

すけれども、それでやはり目的は、放射能ということはうたっておりません。来年も、条例

設定するために、来年も継続して積んでいく予定でございます。以上です。（「わかりまし

た」の声あり） 

○議長 

   では、振興課長、この２点はまた後から資料がそろい次第、説明をお願いいたします。 

   ほかにございませんか。 

   ８番、荒明正一君。 

○８番 

   21ページの一般寄附金について、伺っておきたいと思います。 

   これに関連しては、私が以前に、柳津町に勤めていながら、若松の方から通勤している人

に対してのあり方ということで質問したことを記憶しているわけでありますが、こういう場
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合に、一人一人に会って要請するというようなことは、法的にまずいのか、まずくないのか、

そういうことがあるんですか。それを伺います。 

○議長 

   はい、総務課長。 

○総務課長 

   これはあくまでも寄附金でございますので、町がその寄附金を個人的にお願いすることは

ございません。ただ、広報等とかそういったもので、ふるさと納税という制度がありますの

で、こういった分について、制度がありますのでお願いしますという全体的なお願いはして

おります。 

○議長 

   ８番、荒明正一君。 

○８番 

   私が言ったのは寄附金でありますが、その中のふるさと納税について、役場職員にそうい

う説明をするというようなことはあったのですか。 

○議長 

   はい、総務課長。 

○総務課長 

   これは、ふるさと納税制度ということで、創設された時点においては、そういうことで、

職員は認識しております。そういう制度があるということは、はい。 

○議長 

   ８番、荒明正一君。 

○８番 

   だから、そういうことがあるから、それはいろいろ考えがあるんですけれども、町の町民

から税金をもらっている。それを、もらって生活しているんだから、ほかの町村から通って

いる人たちは、いるんだから、その償いのために、あるいは還元する意味において、町民に

対して、そういうことをすべきではないかというような考えを伝える、要請する考えはない

のかどうか。そういうことをしていくべきではないかと。やる、やらないは本人の自由かも

しれませんが、町民のサイドからすれば、そのぐらいのことはしてもらいたいということに

なるようだと思います。そういう意味において、そういうことを職員の方とよく相談すべき

であると思うわけであります。 
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○議長 

   はい、総務課長。 

○総務課長 

   ふるさと納税制度そのものにつきましては、自分のもといた町村ですか、そういうところ

にふるさと納税ということで納税をしてもらえれば、その分として税金から差し引かれると

いうような利点がございまして、職員の方にはそういうことで、ふるさと納税ということで、

協力してもらいたいということはやっております。説明した経過がございます。 

   それで、職員につきましても、源泉徴収でそれぞれの、自分の所在している町村と所得税

はそれぞれ皆さんと同じように納税はしております。だから、その納税のほかに、寄附金と

して、ふるさと納税を納めるようなものになりますので、うちの職員にはそういうことでや

りますが、そういった寄附金でございますので、強制をして納めろということはしておりま

せん。ただ、職員には、そういったふるさと納税があるので、今荒明議員がおっしゃりまし

たように、柳津町の方に、そういう職場で来ているのだから、そういうことで寄附をできる

方は寄附をお願いしたいということの分は、説明はしております。 

○議長 

   よろしいですか。（「はい」の声あり） 

   はい、ほかにございませんか。 

   １番、齋藤正志君。 

○１番 

   簡単に、57ページ、不動産売却収入ということで、1,350万円が1,350万円補正額というこ

と、見れば、売りに出したが売れませんでしたということだと思うのですが、この販売努力、

そういったのはあったのか。 

   あとですね、次、122ページ、スキー場事業費、修繕費50万円とありますが、これは何を

修繕したのかをお尋ねします。 

○議長 

   はい、地域振興課長。 

○地域振興課長 

   この土地造成費の1,350万円でございましたが、今回風評被害とか、そういうやつで、都

市部の方に持っていって努力はしてみたわけなんですけれども、パンフレットとか、そうい

うものを配布して。しかしながら、売却はありませんでした。 
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   それと、スキー場でございますが、スキー場はまず一つに、第一リフトのスプリング等の

交換が生じましたので、行っております。それと、もう一つは、第二リフトの方の索受装置

の調整ということで、今回補正をしております。 

○議長 

   １番、齋藤正志君。 

○１番 

   その財産収入の方、努力はしたというお話でございましたが、やはり民間であれば、なか

なかこういうものをずっと置くというのは、やはり在庫を抱えるのと同じような意味ですか

ら、多少価格を、そういう風評被害もこれからおさまっていくであろうとは思われますが、

やはり価格も含めて、早く売却していただいて、そして税収につなげていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○議長 

   答弁は。（「結構です」の声あり） 

   ほかにございませんか。 

   ８番、荒明正一君。 

○８番 

   先ほどと同じ、項目は違うのですけれども、鳥屋の道路について、税金を余らせたという

ようなお答えでありますが、この問題は、少なくとも私も職員なんかといろいろ話をしたこ

とがあるんです。旧道を広げた方がいいだろうというようなことで考えておったんです。と

いうことは、これ、早急にやらなければならないと思うのです。ということは、町民バスが

運行される時点で間に合わせるべきであると。普通の一般の道路を直すのとはわけが違うよ

うに考えるべきだったんだろうと私は思うのです。事業のために間に合わせるということで

すから、普通、一般町民の「造っていくには分かった。」と。そういう性質のものではない

と、まずそういうふうに考えるべきであると思いますので、これは早急に計画して、平成24

年度中にやるべきだと思うのですが、そういう見通しはどうなっていますか。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   この前、鳥屋の地区の方々が役場に来ました。それで、我々としては、今の既存の路線を

生かして、問題なのは、日当たりが悪くて、そこが急勾配だから支障があるということ。今、
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地区で言っているのは、今度、１路線で集落まで上がってもらって、そして魚留橋の方にお

りる道路ということで要望しておりますが、魚留橋の方は、地形も物すごく悪くて、多大な、

莫大なお金もかかりますので、果たしてそれがいいのかどうか、私一人で判断はできません

が、そういうところがネックになっていまして、並行線でいる状態です。以上です。 

○議長 

   よろしいですか。はい、８番、荒明正一君。 

○８番 

   ですから、私は以前に、そこばっかりでないですけれども、路線バスを運行する、役場の

事業として運行するんだから、そこに間に合うような計画を建てるべきであるというようこ

とを質問したことがあるわけですが、今になって何ともしようがないわけですけれども、将

来の展望、向こうを通したとしても、今の旧道も当然、かかんなんねぇような、除雪すんな

んねぇような状態になるんじゃないかということも考えられるわけですけれども、そういう

ことで、いろいろなことを考えて、早急に結論を出して、早急に実現してもらいたいものだ

というふうに思います。 

○議長 

   それは要望でいいんでしょうか。（「いいです」の声あり） 

   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２２号「平成２３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 

   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。 

   お諮りいたします。 

   議案第２３号「平成２３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。 
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         （「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。 

   お諮りします。 

   議案第２４号「平成２３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。 

   お諮りします。 

   議案第２５号「平成２３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。 

   お諮りします。 

   次に、議案第２６号「平成２３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。 

   お諮りします。 

   議案第２７号「平成２３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。 

   お諮りします。 

   議案第２８号「平成２３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。 

   お諮りします。 

   議案第２９号「平成２３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。 

   お諮りします。 

   議案第３０号「平成２３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。 

   お諮りいたします。 

   議案第３１号「平成２３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 

   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。 
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         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   お諮りいたします。 

   日程第１１、議案第３２号「平成２４年度柳津町一般会計予算」、日程第１２、議案第３

３号「平成２４年度柳津町土地取得事業特別会計予算」、日程第１３、議案第３４号「平成

２４年度柳津町国民健康保険特別会計予算」、日程第１４、議案第３５号「平成２４年度柳

津町後期高齢者医療特別会計予算」、日程第１５、議案第３６号「平成２４年度柳津町介護

保険特別会計予算」、日程第１６、議案第３７号「平成２４年度柳津町簡易水道事業特別会

計予算」、日程第１７、議案第３８号「平成２４年度柳津町町営スキー場事業特別会計予

算」、日程第１８、議案第３９号「平成２４年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算」、

日程第１９、議案第４０号「平成２４年度柳津町下水道事業特別会計予算」、日程第２０、

議案第４１号「平成２４年度柳津町簡易排水事業特別会計予算」、日程第２１、議案第４２

号「平成２４年度柳津町林業集落排水事業特別会計予算」については、いずれも関連があり

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 

   異議なきものと認めます。 

   よって議案第３２号、議案第３３号、議案第３４号、議案第３５号、議案第３６号、議案

第３７号、議案第３８号、議案第３９号、議案第４０号、議案第４１号、議案第４２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） 

   それでは、当初予算を申し上げます。 

   議案第３２号「平成２４年度柳津町一般会計予算」について、提案理由の説明をいたしま

す。 

   本案は、平成２４年度の一般会計予算で、歳入歳出予算の総額を34億9,000万円とするも

のであります。 

   次に、議案第３３号「平成２４年度柳津町土地取得事業特別会計予算」について、提案理

由の説明をいたします。 
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   本案は、平成２４年度の土地取得事業特別会計予算で、歳入歳出予算の総額を1,370万円

とするものであります。 

   次に、議案第３４号「平成２４年度柳津町国民健康保険特別会計予算」について、提案理

由の説明をいたします。 

   本案は、平成２４年度の国民健康保険特別会計予算で事業勘定の歳入歳出予算の総額を５

億5,900万円とするものであり、施設勘定につきましては、歳入歳出予算の総額を8,450万円

とするものであります。 

   次に、議案第３５号「平成２４年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算」について、提案

理由の説明をいたします。 

   本案は、平成２４年度の後期高齢者医療特別会計予算で歳入歳出予算の総額を5,350万円

とするものであります。 

   次に、議案第３６号「平成２４年度柳津町介護保険特別会計予算」について、提案理由の

説明をいたします。 

   本案は、平成２４年度の介護保険特別会計予算で歳入歳出予算の総額を４億2,100万円と

するものであります。 

   次に、議案第３７号「平成２４年度柳津町簡易水道事業特別会計予算」について、提案理

由の説明をいたします。 

   本案は、平成２４年度の簡易水道事業特別会計予算で歳入歳出予算の総額を１億2,060万

円とするものであります。 

   次に、議案第３８号「平成２４年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算」について、提

案理由の説明をいたします。 

   本案は、平成２４年度の町営スキー場事業特別会計予算で歳入歳出予算の総額を1,080万

円とするものであります。 

   次に、議案第３９号「平成２４年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算」について、提

案理由の説明をいたします。 

   本案は、平成２４年度の農業集落排水事業特別会計予算で歳入歳出予算の総額を9,800万

円とするものであります。 

   次に、議案第４０号「平成２４年度柳津町下水道事業特別会計予算」について、提案理由

の説明をいたします。 

   本案は、平成２４年度の下水道事業特別会計予算で歳入歳出予算の総額を9,390万円とす
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るものであります。 

   次に、議案第４１号「平成２４年度柳津町簡易排水事業特別会計予算」について、提案理

由の説明をいたします。 

   本案は、平成２４年度の簡易排水事業特別会計予算で歳入歳出予算の総額を260万円とす

るものであります。 

   次に、議案第４２号「平成２４年度柳津町林業集落排水事業特別会計予算」について、提

案理由の説明をいたします。 

   本案は、平成２４年度の林業集落排水事業特別会計予算で歳入歳出予算の総額を480万円

と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させますので、よろしくご審議お願いいたし

ます。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   ここで暫時休議をいたします。 

   再開を午後１時といたします。（午前１１時４９分） 

○議長 

   それでは、議事を再開いたします。（午後０時５９分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   引き続き、補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長 

   では、補足説明につきましては、予算書により説明をしたいと思います。 

   予算書の１ページからお願いします。 

   平成24年度柳津町一般会計予算、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34億9,000万

円と定める。 

   歳入歳出予算の款項の区分及び該当区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

   地方自治法第212条の規定による継続費は「第２表 継続費」による。 

   地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 
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   地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は７億円と定め

る。 

   地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳入歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。各項に計上した給料、職員手当及び共済費

に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

   ８ページをお開きください。 

   継続費でありますが、土木費、住宅費、公営住宅等整備事業で総額が３億5,300万円、平

成23年度１億3,680万円、平成24年度２億1,620万円。 

   次のページで、地方債でございますが、山のみち地域づくり交付金事業430万円、消防施

設整備事業560万円、町道五畳敷大成沢線整備事業370万円、町道八坂野大野線整備事業

2,200万円、大成沢冑中地区簡易水道統合整備事業180万円、スクールバス整備事業370万円、

美術館太陽光発電施設整備事業1,440万円、県営中山間地域総合整備事業990万円、公営住宅

整備事業１億590万円、都市再生整備事業2,100万円、消防施設整備事業160万円、広域消防

負担金事業430万円、過疎地域自立促進特別事業5,910万円、福島県総合情報通信ネットワー

ク整備事業130万円、公共土木施設災害復旧事業1,430万円、農地農林施設災害復旧事業500

万円、一般単独災害復旧事業1,620万円、臨時財政対策債１億円、計３億9,410万円。 

   15ページをお開きください。 

   歳入について、主な内容についてご説明いたします。 

   町税の町民税、個人分で8,491万5,000円、前年より441万7,000円の増でありますが、この

分については、前年度の1.05の伸びで積算しております。 

   法人が879万8,000円、これは前年度は月割分があったわけですが、その分が、月割がなく

て、年度になりましたので、多少伸びております。 

   固定資産税、２億4,376万円ということで、444万2,000円ほど減しております。この分に

ついては、補正率が８％減になるということで、その分と、あと過去３年間の平均で調整を

しております。 

   あと、次に、国有資産等所在市町村交付金でございますが、238万円でございます。 

   軽自動車税955万円、昨年同様でございます。 

   町たばこ税、2,608万円、これは税率の改正により伸びております。 

   次のページでございますが、入湯税157万6,000円、去年よりも若干減っております。 

   特別土地保有税はゼロでございます。 
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   地方譲与税、地方揮発油譲与税でございますが、1,900万円、800万円ほど伸びております。

これは、平成23年度の実績見込みから推計して出しております。 

   あと、自動車重量譲与税4,500万円、利子割交付金59万円、これにつきましては、平成23

年度の実績見込みに大体0.95を掛けて出しております。 

   あと、配当割交付金でありますが、15万円。 

   株式等譲渡所得割交付金でありますが、７万6,000円、これは平成23年度で６万6,000円で

ありますが、それに1.01％の伸び率をかけて積算しております。 

   次のページで、地方消費税交付金でございますが、3,200万円。 

   自動車取得交付税が1,200万円。 

   地方特例交付金60万円、580万円の減でございますが、これは子ども手当に係る負担分が

なくなったもので、減額になっております。 

   地方交付税18億8,000万円で、3,500万円の減でありますが、これについては、平成24年度

の見込みに推計で8.1％ぐらい減になるというような、マクロ的な推計で出しております。 

   あと、交通安全対策特別交付金80万円。 

   分担金及び負担金、農林水産業費分担金434万5,000円。 

   総務費分担金はゼロです。これは、移動通信施設等の整備がないためでございます。 

   次に、民生費負担金でございますが、2,075万1,000円。 

   次のページにいきまして、農林水産業費負担金１万2,000円、商工費負担金１万2,000円、

土木費負担金３万6,000円、教育費負担金26万5,000円、衛生費負担金が４万3,000円でござ

います。 

   使用料及び手数料、総務使用料778万6,000円、民生使用料５万7,000円、土木使用料2,212

万9,000円、教育使用料670万5,000円で、362万9,000円の減ですが、これは美術館の使用料

等の減を見込んでございます。 

   次に、総務手数料でございますが、233万7,000円、土木手数料で11万4,000円。 

   国庫支出金で、民生費国庫負担金で6,500万2,000円、1,400万円ほど減になりますが、こ

れは子ども手当の負担金の減が主な内容でありまして、あとふえている分が、障害者福祉費

負担金で152万2,000円ほどふえております。 

   あと、災害復旧費国庫負担金5,655万円。 

   国庫支出金の民生費国庫補助金359万1,000円。 

   次のページいきまして、衛生費国庫補助金741万円、これが715万円ほどふえておりますが、

３５ 



これは放射線量低減対策特別緊急事業補助金がふえております。 

   土木費国庫補助金１億4,198万1,000円ということで、3,359万6,000円減っておりますが、

雪寒機械の補助金で2,262万6,000円ほどふえております。あと、都市再生整備計画事業費で

1,400万円ほど減っております。 

   あと、消防費国庫補助金で523万6,000円、これは防火水槽の整備事業費であります。 

   あと、教育費国庫補助金で558万4,000円で、466万2,000円の増でございますが、これにつ

きましては、スクールバスの補助金、あとコミュニティー再生事業の交付金等でございます。 

   続きまして、民生費国庫委託金で81万6,000円。 

   民生費の県負担金で4,168万円。 

   次のページにいきまして、総務費県補助金で7,755万6,000円で、154万3,000円ほど減って

おります。これにつきましては、移動通信用鉄塔で3,800万円ほど減っておりまして、あと

そのほかふえているのが、地域グリーンニューディール基金事業補助金で2,000万円、地域

支え合い体制づくり事業補助金で2,150万円ほどふえております。 

   民生費県補助金で1,026万3,000円、197万2,000円ほど減っております。これにつきまして

は、研究等で200万円ほど減額になりまして、重度心身体障害者医療費補助金で120万円ほど

減りまして、障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金で180万円ほどふえております。 

   あと、衛生費県補助金で605万5,000円。 

   農林水産業費県補助金で5,075万9,000円、これは1,017万7,000円ほど減っております。こ

れにつきましては、林業費の方で、森林活動支援事業で380万円ほど減額になりまして、森

林交付税で72万円ほど減額になりまして、あと緊急雇用創出事業補助金で458万9,000円ほど

減っております。 

   あと、商工費県補助金1,063万3,000円、3,261万2,000円の減でありますが、これにつきま

しては、新歳時記の郷の活性化事業がなくなったということでございます。 

   土木費県補助金で44万1,000円、教育費県補助金で70万円、災害復旧費県補助金で2,982万

8,000円。 

   次に、県支出金の総務費県委託金で508万3,000円で、604万5,000円の減でありますが、こ

れは県議会議員の委託金がありますので、減額になっております。 

   あと、衛生費県委託金で４万円、土木費県委託金で831万6,000円。 

   次に、財産収入で財産貸付収入365万9,000円、利子及び配当金で110万1,000円。 

   次に、物品売払収入ですが、これは30万円、公用車等の処分を見込んでおります。 
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   寄附金で、一般寄附金で40万円。 

   次のページいきまして、教育費寄附金で２万円。 

   繰入金で、特別会計繰入金で1,200万2,000円。 

   基金繰入金で2,765万8,000円、2,229万円ふえておりますが、住民生活に光をそそぐ交付

金の繰り入れで138万円ほどふえております。あと、災害復興基金の繰入金分が増になって

おります。 

   あと、次のページにいきまして、国際交流基金の取り崩しで1,190万円ほどふえておりま

す。 

   繰越金で、これが4,500万円。 

   諸収入で３万8,000円。 

   次のページにいきまして、諸収入で町預金利子で25万1,000円。 

   諸収入で信用保証協会貸付元利収入で1,000万円、商工会貸付金元利収入で300万9,000円、

奨学資金貸付金元利収入で58万3,000円。 

   次のページいきまして、諸収入の雑入で、3,235万1,000円でございます。 

   次のページいきまして、町債でございますが、総務債で5,910万円、衛生債で180万円、農

林水産業債で1,420万円、土木債で１億5,260万円、消防債で1,280万円、教育債で1,810万円、

災害復旧債で3,550万円、臨時財政対策債で１億円、合計で３億9,410万円でございます。 

   次に、歳出でございますが、前年度と比較しまして、増減が大きなものについて主にご説

明を申し上げます。 

   まず、議会費が6,519万4,000円、16万2,000円の減は、主に共済費の減でありまして、そ

のほかに給料と備品購入でふえております。 

   あと、次の38ページになりまして、総務費の一般管理費で２億6,171万4,000円で、2,585

万6,000円ほど減になっていますが、これは人件費の減でありまして、昨年に総務課全体で

職員が２名減になっておりまして、あと異動の分で２名異動しております。あと、退職分１

名見込んでおりますので、減になっております。 

   41ページをごらんください。 

   文書広報費で1,149万円。 

   財政管理費で7,536万7,000円、3,698万9,000円の増ですが、これは基金の積み立て分で増

になっております。 

   あと、次のページにいきまして、財産管理費1,648万6,000円、1,342万4,000円の増であり
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ますが、これは工事費等の増でございます。 

   企画費5,456万3,000円、3,652万円の減でありますが、これは移動通信施設の工事費の分

が減額になったものと、あとはそのほかに今度増額になった分がことしから除雪機の購入費

の分で増額になっております。 

   45ページをごらんください。 

   支所及出張所費で392万8,000円、182万3,000円の増でございますが、これは支所の改修工

事で増になっております。 

   48ページをごらんください。 

   総務費で庁舎管理費で1,268万6,000円、182万円の減でありますが、これは修繕費と光熱

水費等の減でございます。 

   次に、50ページをお開きください。 

   徴税総務費でございますが、1,700万6,000円、345万9,000円の減でありますが、これは給

料等の減でございます。 

   次に、52ページをお開きください。 

   総務費の戸籍住民基本台帳費1,256万8,000円、598万6,000円の減でございますが、これは

計算センターの負担金の減によるものです。 

   次に、54ページでございますが、農業委員会委員選挙費で681万1,000円、これは来年農業

委員会の選挙の経費でございます。 

   58ページをごらんください。 

   民生費、社会福祉総務費7,894万3,000円、221万6,000円の減でありますが、これは国保会

計の繰出金の減であります。 

   次のページで、老人福祉費でございますが、２億4,729万9,000円、1,762万円の増であり

ますが、これは高齢者福祉センターの塗装工事等の増であります。 

   62ページをお開きください。 

   障害者福祉費ですが、6,255万9,000円、332万7,000円の増でありますが、これは介護給付

費の扶助費等の増でございます。 

   次のページにいきまして、民生費の柳津保育所運営費9,021万9,000円、5,255万3,000円の

減でありますが、これは保育所の改修工事の減でございます。 

   66ページをごらんください。 

   西山保育所運営費2,080万円9,000円、113万8,000円の増、これは遊具の修繕等の経費の増
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でございます。 

   次のページでございますが、児童措置費5,341万3,000円、1,685万3,000円の減、これは子

ども手当の減によるものでございます。 

   あと、学童保育費423万1,000円、190万8,000円の減、これは賃金の減でございます。 

   次のページで、衛生費の保健衛生総務費で3,191万5,000円は、1,090万3,000円の増であり

ます。 

   次に、予防費2,809万4,000円、415万4,000円で、この減につきましては、予防接種の委託

料等の減でございます。 

   次の72ページでございますが、衛生費の環境衛生費6,141万5,000円で、289万4,000円の減

でありますが、これは繰出金等の減でありまして、そのほかあと賃金で500万円ほどの増、

あと線量低減の支援補助金で150万円ほど増になっております。 

   77ページをお開きください。 

   農林水産業費の農業振興費4,358万2,000円、911万円の減でございますが、これは給料等

で600万円ほどの減、あと補助金で200万円ほどの減になっております。 

   次に、農地費で3,629万1,000円、297万8,000円の減でありますが、これは中山間地域総合

整備事業補助金の減によるものです。 

   80ページをお開きください。 

   地域農政特別対策事業費472万2,000円、146万8,000円の減、これは賃金の減でございます。 

   次のページで、農村総合整備費で8,485万6,000円、798万1,000円の減でありますが、これ

は農集排の繰出金の減でございます。 

   83ページをお開きください。 

   林業総務費で246万円で、238万円の減でございますが、これは公有財産の購入費の減でご

ざいます。 

   次の林業振興費で2,085万8,000円、456万円の減、これは森林整備活動補助金等の減でご

ざいます。 

   次に、86ページをお開きください。 

   林道費で2,724万1,000円、492万6,000円の減でありますが、これは森林基幹道の負担金の

減分と、そのほかに増分では、工事請負費で1,000万円ほど増になりまして、あと給料で400

万円ほど減になってございます。 

   林道維持費で1,517万、561万2,000円の増、これは工事請負費の増でございます。 
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   88ページでございますが、商工費の商工振興費5,465万9,000円、1,366万6,000円の減であ

りますが、これは緊急雇用で800万円ほど減になりまして、あと報償費と備品購入費等で190

万円ほどの減になりまして、あと福満商品券で300万円ほどの減になっております。 

   次のページの観光費でございますが、7,958万8,000円、2,980万2,000円の減でございます

が、これはせいざん荘の工事費の減によるものです。 

   93ページをお開きください。 

   土木費の土木総務費で3,030万7,000円で、2,999万5,000円の増、これは住まいづくり支援

事業補助金の増によるものでございます。 

   防雪サブセンター管理費で282万6,000円、230万8,000円の増、これは工事請負費の増によ

るものです。 

   次のページで、土木費の道路維持費、7,927万5,000円で、2,571万6,000円の減であります

が、これは工事請負費で1,100万円ほど増になっていますが、除雪機の購入で3,600万円ほど

減になっております。 

   次に、道路新設改良費でございますが、１億571万1,000円、900万5,000円の減であります

が、委託料で2,200万円ほどの減になっておりまして、工事請負費では1,800万円の増、あと

給料で300万円ほどの減になっております。 

   次に、98ページの河川総務費でございますが、８万9,000円、100万4,000円の減、これは

工事請負費が今年はないための減でございます。 

   次に、下水道費でございますが、7,730万2,000円、303万4,000円の減でありますが、これ

は補助金と繰出金の減でございます。 

   公園費4,200万円、2,800万円の減でございますが、これは工事費等の減であります。 

   次のページいきまして、公営住宅管理費981万4,000円、5,208万2,000円の減でありますが、

これは工事費の減額によるものです。 

   公営住宅整備等事業費２億1,796万8,000円、5,515万8,000円の増、これは工事請負費の増

でございます。 

   次のページいきまして、102ページで、消防施設費でございますが、1,588万円、1,051万

9,000円の減、これは工事費の減でございます。 

   防災費で519万円4,000円、395万4,000円の減でありますが、県防災無線の負担金が減にな

った分でございます。 

   次のページで、広域消防費で9,005万5,000円、1,375万8,000円の減、これは広域消防署の
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通信施設の負担金の減によるものです。 

   次に、教育費でございますが、事務局費6,036万1,000円、405万6,000円の増でありますが、

これはスクールバスの購入でございます。 

   107ページをお開きください。 

   教育費の柳津小学校管理費で931万円、776万円の減でありますが、これは設計委託料の減

でございます。 

   次のページいきまして、110ページ、柳津小学校教育振興費175万4,000円で、546万1,000

円の減でございますが、これは教材備品購入等の減でございます。 

   次のページにいきまして、西山小学校教育振興費で701万9,000円で、185万円9,000円の増、

これは特別支援学級教員の賃金の増でございます。 

   次のページで、柳津中学校管理費で1,210万1,000円、253万9,000円の増ですが、これは施

設の管理備品の増によるものです。 

   次のページ、西山中学校管理費で869万7,000円、80万円の増、これは改修工事の増でござ

います。 

   次に、柳津中学校教育振興費411万9,000円、121万7,000円、これは教師の指導書等の増に

よるものです。 

   次のページの西山中学校教育振興費561万円、147万2,000円、これも教員の指導書等の増

でございます。 

   次のページの社会教育総務費で3,064万7,000円、479万8,000円の増、これは海外派遣補助

の増でございます。 

   119ページをお開きください。 

   文化財管理費で224万6,000円、150万5,000円の増、これは図書購入の増でございます。 

   次に、活性化施設管理費639万2,000円、184万8,000円の減でありますが、これは備品購入

の減でございます。 

   次のページいきまして、美術館管理費8,227万5,000円、5,183万7,000円の増、これは太陽

光空調の工事費の増によるものです。 

   129ページをお開きください。 

   災害復旧費でございますが、３番目の過年林業施設災害復旧費で3,955万2,000円。 

   次のページいきまして、過年公共土木災害復旧費で7,708万8,000円でございます。 

   次のページにいきまして、災害復旧費で林業施設災害復旧費で2,600万円。 
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   次に、公債費にいきまして、元金で４億4,275万8,000円、利子で3,652万円でございます。 

   次のページにいきまして、予備費でございますが、予備費で2,881万6,000円でございます。 

   それで、特別会計につきましては、前に戻りまして、一番前にある予算説明書によりご説

明申し上げますので、５ページからご説明を申し上げます。 

   土地取得事業特別会計、歳入で、財産収入で1,350万円、繰越金で19万8,000円、歳入合計

で1,370万で、昨年より５万円の減であります。 

   歳出ですが、大きいもので、団地造成費で161万1,000円、繰出金で1,200万円、合計で

1,370万円であります。 

   次のページにいきまして、国民健康保険特別会計（事業勘定）でございますが、歳入で、

国民健康保険税7,367万4,000円、国庫支出金１億5,771万8,000円、県支出金4,244万5,000円、

療養給付費交付金3,863万円、前期高齢者交付金7,027万4,000円、共同事業交付金で8,077万

2,000円、繰入金で6,521万7,000円、繰越金で2,981万7,000円、歳入合計で５億5,900万円、

昨年より3,700万円の減でございます。 

   歳出でございますが、総務費で3,298万6,000円、保険給付費で３億4,225万2,000円、後期

高齢者支援金等で5,820万8,000円、飛びまして、介護納付金で2,914万3,000円、共同事業拠

出金で7,407万4,000円、保健事業費で894万5,000円、諸支出金で658万3,000円、予備費で

667万2,000円、合計で５億5,900万円でございます。 

   次に、（施設勘定）でございますが、歳入で、診療収入で6,134万4,000円、繰入金で

2,014万6,000円、繰越金で300万円、歳入合計で8,450万円、昨年より1,150万円の増でござ

います。 

   歳出で、総務費で5,335万8,000円、医療費で3,056万4,000円、予備費で57万8,000円、合

計で8,250万円。 

   次のページにいきまして、後期高齢者医療特別会計でございますが、歳入で、後期高齢者

医療保険料2,688万7,000円、繰入金で2,608万円、繰越金で52万2,000円、歳入合計で5,350

万円、160万円の増でございます。 

   歳出で、総務費で602万1,000円、広域連合納付金で4,689万3,000円、予備費で58万3,000

円、歳出合計で5,350万円でございます。 

   介護保険特別会計、歳入で、保険料で6,065万7,000円、国庫支出金で9,741万4,000円、支

払基金交付金で１億1,293万7,000円、県支出金で6,164万9,000円、繰入金で7,827万3,000円、

繰越金で1,003万7,000円、歳入合計で４億2,100万円、昨年より1,400万円の減でございます。 
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   歳出で、総務費で1,837万6,000円、保険給付費で３億8,387万7,000円、地域支援事業費で

1,162万7,000円、基金積立金で178万3,000円、予備費で531万5,000円、歳出合計で４億

2,100万円。 

   次のページで、簡易水道事業特別会計、歳入で、分担金及び負担金252万円、使用料及び

手数料で6,058万8,000円、国庫支出金で244万円、繰入金で5,092万3,000円、繰越金で200万

円、町債で180万円、歳入合計で１億2,060万円、昨年度よりも6,140万円の減でございます。 

   歳出で、簡易水道事業費で5,201万4,000円、公債費で6,754万円、予備費で104万6,000円、

歳出合計で１億2,060万円。 

   町営スキー場事業特別会計ですが、歳入で、繰入金で1,069万円、繰越金で10万円、歳入

合計で1,080万円、昨年よりも420万円の減であります。 

   歳出で、スキー場事業費で1,054万9,000円、予備費で25万1,000円、歳出合計で1,080万円

でございます。 

   次のページいきまして、農業集落排水事業特別会計で、分担金及び負担金で168万円、使

用料及び手数料で1,272万3,000円、繰入金で8,327万6,000円、繰越金で30万円、歳入合計で

9,800万円、昨年度より1,320万円の減であります。 

   歳出で、総務費で2,763万2,000円、公債費で6,934万7,000円、予備費で102万1,000円、歳

出合計で9,800万円です。 

   下水道事業特別会計の歳入で、分担金及び負担金で168万円、使用料及び手数料で1,596万

4,000円、繰入金で7,565万5,000円、繰越金で50万円、歳入合計で9,390万円、昨年度より

580万円の減でございます。 

   歳出で、総務費で2,300万円、公債費で6,984万5,000円、予備費で105万5,000円、歳出合

計で9,390万円。 

   次に、簡易排水事業特別会計でございますが、歳入で、使用料及び手数料で80万8,000円、

繰入金で149万円、繰越金で30万円、歳入合計で260万円、昨年度より10万円の増でございま

す。 

   歳出で、総務費で151万4,000円、公債費で98万1,000円、予備費で10万5,000円、歳出合計

で260万円。 

   林業集落排水事業特別会計で、歳入で、分担金及び負担金で50万4,000円、使用料及び手

数料で82万6,000円、繰入金で336万円8,000円、繰越金で10万円、歳入合計で480万円、昨年

より70万円の減でございます。 
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   歳出ですが、総務費で201万5,000円、公債費で260万1,000円、予備費で18万4,000円、歳

出合計で480万円、以上であります。 

○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３２号から議案第４２号、平成２４年度柳津町歳入歳出予算については、議員１０

名で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査すること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、議案第３２号から議案第４２号、平成２４年度柳津町歳入歳出予算については、

予算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 

   正副委員長互選でありますが、議長において指名すること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、議長において指名することに決しました。 

   それでは指名いたします。 

   予算特別委員会委員長に総務文教常任委員長の小林 功君、副委員長に産業厚生常任委員

長の荒明正一君を指名いたします。 

   なお、本予算審査に当たり、町長、副町長、教育長、課長等及び班長の出席を求めます。 

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎休会の議決 

○議長 

   お諮りいたします。 
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４５ 

   本日、これより３月９日午前10時までを予算審査のため休会と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、本日、これより９日午前10時までを休会とすることに決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎散会の議決 

○議長 

   お諮りいたします。 

   本日はこれをもって散会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 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本日はこれをもって散会といたします。 

   なお、５日午前10時より本会議場で予算特別委員会を行いますので、よろしくお願い申し

上げます。 

   お疲れさまでございました。（午後１時４２分） 

 


