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         ◎開議の宣告 

○議長 

   皆様、おはようございます。 

   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、議案第５３号「柳津町印鑑の登録及び証明に関する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） 

   おはようございます。 

   議案第５３号「柳津町印鑑の登録及び証明に関する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、平成24年７月９日に住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行され、外国人登

録法が廃止されることに伴い、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、町民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。 

   町民課長。 

○町民課長（登壇） 

   それでは、補足して説明をいたします。 

本条例については、柳津町印鑑の登録及び証明に関する条例（昭和53年柳津町条例第20号

の一部を次のように改正するものであります。 

第５条の第１項中、（又は外国人登録原票）及び「又は登録」を削るものであります。 

改正の内容といたしましては、外国人の住民の利便を図り、町の住民基本台帳制度への移行
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というようなことをするものであります。 

附則といたしましては、この条例は、平成24年７月９日から施行するものであります。 

以上です。 

○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５３号「柳津町印鑑の登録及び証明に関する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 

   次に、日程第２、議案第５４号「柳津町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する

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） 

   議案第５４号「柳津町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正

する条例について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、近年の社会経済情勢と財政状況を踏まえて、教育長の給与を削減するため所要の

改正を行うものであります。 

   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 

   補足説明を求めます。 
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総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   柳津町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例につい

てご説明をいたします。 

   ４ページであります。 

   この改正につきましては、附則に第16項の１項を加える改正となります。 

   教育長の給料月額を、平成24年７月１日から平成24年９月30日までの間、第２条第１項の

規定にかかわらず、給料月額から給料月額に100分の５を乗じて得た額を減じた額とする。

５％の減額ということであります。 

   以上です。 

○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５４号「柳津町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正

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 

   日程第３、議案第５５号「職員の給与に関する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） 

   議案第５５号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」提案理由の説明 
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をいたします。 

   本案は、福島県人事委員会の勧告に基づき、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） 

   ６ページであります。 

   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

   今回の改正については、第12条第２項第２号中「４万5,800円」を「４万7,700円」に改め

る内容でありますが、県の通勤手当の引き上げに伴い、限度額の改正を行うものです。 

   なお、距離区分ごとの改正は規則の改正で行います。 

   以上です。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

   ２番、伊藤昭一君。 

○２番 

   県の引き上げということで柳津町も引き上げるということでございますが、これは条例を

見ますと自動車使用という中身でございますから、該当者、どの程度いらしっゃるのか、お

聞きしたいと思います。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長 

   トータルニーズについては、手元に資料がございませんので、後でお答えをしたいと思い

ます。 

○議長 

   ２番、伊藤昭一君。 

○２番 

８４ 



   では、該当者ということで、今、職員が該当するだろうと思いますが、何人ほど、この４

万7,700円に該当する職員はいるのかということをお聞きしておりますので。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   大変失礼いたしました。 

   職員すべてと思いましたが、ここの限度額に該当する職員でありますが、現在のところ１

名でございます。 

○２番 

   はい、わかりました。 

○議長 

   ほかにございませんか。 

   ７番、鈴木吉信君。 

○７番 

   ただいま伊藤議員から質問があったわけなんですが、この満額、４万7,700円に改めた場

合、４万7,700円に該当する職員が１名おるということなんですが、この方はどこから通っ

て、今現在、どこに勤務しておられるのか、それをお願いしたいと思います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   その職員につきましては、現在、新潟市から通勤をしております。 

○議長 

   どこのでしょう。 

○総務課長 

   失礼しました。 

   現在、地域振興課に勤務をしております。 

○議長 

   ７番、鈴木吉信君。 

○７番 

   町長初め我々もそう思っておるんですが、役場職員の管理職の方々もそう思っておられる
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と思うんですが、今現在、風評被害等において柳津町は大変厳しい、今回の一般質問並びに

今回の議会の中においても本当厳しい話ばっかり今まで聞こえているわけなんですが、その

ような中において本当に、柳津町の４分の１の方が他町村から柳津町に対して通勤をしてお

る、そのような現状なそうでございますけれども、やはり今、我々議員に対して町民からい

ろいろなお話もありますが、 低限、ふるさと納税、これをやるべきなんだろうと、全員に

対して。また、ほかの市町村のように、役場職員と採用する段階で柳津町に居住する、これ

が 低条件としてやっぱりお話しする、そのようなことが 低条件なんだろうと。 

でも、町長初め我々議員も、いろいろな方法に対して柳津町のことを考えて、これから３

階建て、15世帯、檀ノ浦にあのようなアパートも建てるわけなんですが、そのようなものを

柳津町に建てていながら、我々が苦労して建てていながら、役場の職員が他町村から通う、

これは個人的なある程度理由というものもあると思いますけれども、やはり役場職員として

町内に居住して役場に勤める、それくらいの心得というものを持っていただかなかったらば、

今後本当に、約半分の方が他町村から通勤し、通勤手当をいただきながら勤務するというよ

うな現状というものは、そう遠くなく来るんだろうと私は思っております。そういうものに

対して町長はどのように考えておられるのか、常日頃、どのような職員に対する指導をして

おられるのか、もしありましたらお願いしたいと思います。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   ７番議員にお答えをいたします。 

   本当に私も残念でなりません。採用の際にはそのようなことを申し上げて採用をしている

わけでありますが、相手が結婚ということで、一時的なそういったことがあるということで

住居の制約、これは万やむを得ないことでありますが、これらについては指導を徹底してい

るわけでありますが、たまたまそういうことに相なったということであります。 

   そして、今、本人ともこの状態が出てきたときに面談をして、何とか自分の身を置きなが

らその辺を十二分に、職員としての資質を問われるよということも申し上げたんですが、今、

子供が小さいと、どうしてもやっぱりそういう条件を満たさなければならないということで

ありましたので、万やむを得ずこのような状況になった次第であります。 

○議長 

   ７番、鈴木吉信君。 
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○７番 

   私が伺ったところによると、子供と奥さんが、子供のためか奥さんのためかわかりません

が、新潟方面に避難をして、そこから通っているんだというような話も伺っておりますが、

柳津町にも小さい子供がいっぱいおられるわけです。役場職員がそのようなことでは今後、

本当にどのようなことを考えて町のために働いていかれるのか、本当に私だけではなくて、

議員の方々も町民の方々もそう思っていると思いますので、力強く役場職員として、柳津町

民の代表である役場職員として町民のために働いていただけるような対応というものを町長

に強く望んで、要望して終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長 

   ほかにございませんか。 

   ６番、横田善郎君。 

○６番 

   関連してお伺いしたいと思うんですが、結局、町外から多くの皆さんが通っておられると。

通勤手当も出す、あるいはアパートも借り上げていると、住宅等も多分出されていると思う

んですが、それはそれとして、そういった町の緊急事態とか、このような町の今風評被害等、

あるいは豪雪、昨年の７月の新潟・福島豪雨災等、あるいは町の防災計画等あると思うんで

すが、そういったところの対応にこれ、遠くから通っておられて、そういった緊急事態に対

応できるのかどうなのか。防災計画に基づく行動ができるのかどうなのか。そういったこと

が非常に心配、危惧されます。こういったところについて十分検討していただきたいと。意

見として申し上げたいと思います。 

○議長 

   答弁漏れがありました。 

ふるさと納税についての実績等の考え方を総務課長、お願いします。 

○総務課長 

   他市町村に住所を置いて、住民票を置いている職員については、町としてふるさと納税を

するようにということで指導を、指導というか、お願いをしております。現実的に、かなり

の方がふるさと納税を実施をしております。ただ、幾らであるかということは、ここではデ

ータがありませんので答えられませんが、間違いなく実施をしております。 

○議長 

   ７番、鈴木吉信議員、いいですか。 
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   鈴木吉信議員。 

○７番 

   総務課長、本当に、一番先、つい 近にふるさと納税、実施したそうなんですが、今後、

総務課長として、町長はもちろん、総務課長として、やはり職員の他町村から通勤している

方々、他町村で生活している方々、ふるさと納税、これは柳津町に対する柳津町職員の義務

だというようなくらいの気持ちで今後、指導をお願いしたいと思います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   今後もふるさと納税の制度が続きます限り、それを進めていきたいというふうに思います。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   今ほど横田議員のほうから防災に関しても問題があるのではないかというお話しでありま

したけれども、やはり今、柳津町が抱える大変大きな行政課題の中には少子・高齢化、ある

いは過疎化、近々に控えているのは学校の統廃合という大きな問題があるわけですが、これ

らの問題についても、職員の４分の１が町外から通っているということは、いろいろな意味

で障害になっているというか、手かせ、足かせになってくるようなものだと思っております。

この点について町長はどのようなお考えなのか、お聞かせください。 

○議長 

   町長。 

町長 

   今の小林議員にお答えをしたいと思います。 

   これらについても、若い職員が住所はこっちにあっても住居として他町村にあるという職

員もいます。できるだけ自分たちの生活が安定して、その家に帰るならば帰って来いという

ことを指導をしているところであります。確かに公僕として自分たちが柳津町を誇りに思っ

て役場職員を志願をして、狭き門を上がったものであります。そうした職員ですから、その

意思をつなげるように私からも続けて説得をしながら、そしてできる限り積極的に柳津町に

戻れるような体制づくりをしていきたいと、そのように思っております。 

○議長 
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   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５５号「職員の給与に関する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４、議案第５６号「平成２４年度柳津町一般会計補正予算」、日程第５、議案第５

７号「平成２４年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算」、日程第６、議案第５８号「平

成２４年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算」、日程第７、議案第５９号「平成２４

年度柳津町介護保険特別会計補正予算」、日程第８、議案第６０号「平成２４年度柳津町下

水道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５６号、議案第５７号、議案第５８号、議案第５９号、議案第６０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５６号「平成２４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。 
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   本案は、人事異動に伴う人件費等の所要の補正と原子力被害応急対策基金を活用し、地域

ブランドイメージの回復に向けた活動を支援するため、地域住民に対して給付金を給付する

（県南・会津・南会津地域給付金事業）を柳津小学校の再生可能エネルギー導入事業等の歳

入歳出予算の追加補正であります。 

   次に、議案第５７号「平成２４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、事業勘定では人事異動に伴う人件費の減額で、歳入歳出の減額補正であります。

施設勘定では人件費、旅費の給与の補正で、歳出予算の補正であります。 

   次に、議案第５８号「平成２４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、人件費の所要の補正で、歳入歳出予算の減額補正であります。 

   次に、議案第５９号「平成２４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、人件費の所要の補正で、歳入歳出予算の減額補正であります。 

   次に、議案第６０号「平成２４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、ポンプ修繕に係る所要の補正で、歳出予算の補正であります。 

   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） 

   それでは、１ページをお開きください。 

平成24年度柳津町一般会計補正予算（第２号）。 

   歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億3,308万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ38億2,708万7,000円とするものです。 

   次をお開きください。 

第１表 歳入歳出予算補正。 

歳入であります。県支出金、県補助金で２億9,893万円の増であります。財産収入、財産
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運用収入で27万2,000円の増であります。繰越金、繰越金、3,000万円の増であります。 

諸収入、雑入、18万5,000円の増であります。町債、町債、370万円の増となります。 

次のページをお開きください。 

次に、歳出であります。議会費、補正額が１万9,000円の増であります。総務費、654万

1,000円の減であります。民生費、２億9,222万6,000円の増であります。衛生費、47万6,000

円の減であります。農林水産業費、421万3,000円の増であります。商工費、112万円の増で

す。土木費、625万6,000円の増であります。 

４ページでありますが、教育費、3,419万7,000円の増になります。災害復旧費、939万

5,000円の増であります。予備費、732万2,000円の減となります。 

８ページをお開きください。 

   歳入の内容でありますが、県支出金、県補助金、総務費県補助金、2,100万円の増であり

ます。これにつきましては、再生可能エネルギー導入等による防災拠点支援事業の補助金に

なります。民生費県補助金、２億7,787万円。これにつきましては、県南・会津・南会津地

域交付金になります。商工費県補助金、６万円の増であります。消費者行政活性化事業の交

付金であります。 

   次に、財産収入、財産運用収入の中の財産貸付収入であります。これは教員住宅使用料の

収入となります。 

   次に、繰越金、繰越金であります。3,000万円の増であります。前年度繰越金であります。 

   次のページであります。 

   諸収入、雑入、公有建物災害共済金、これは全国町村会からの保険料であります。 

   町債、370万円の増であります。これにつきましては、再生可能エネルギー導入等の支援

事業となります。 

   次、10ページ、歳出であります。 

   歳出全体につきましては、主なものとしまして、県南・会津・南会津地域給付金事業と人

事異動、それから共済費の率改定による減によるものが主になるものであります。 

   なお、各款項目の中で主なものについて説明をいたします。 

   初めに、議会費であります。議会費の補正額１万9,000円。これにつきましては人件費の

補正であります。 

   次に、総務費、総務管理費の一般管理費であります。これにつきましても人件費の補正に

なります。 
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   それから、次のページ、11ページであります。 

   企画費１万5,000円の増であります。これは賃金をとっておったんですが、これにつきま

しては実際に採用した職員、臨時職員の差額分であります。これは通勤手当加算分も含んで

おりますが、それを需用費に組み替えをしております。 

   次に、徴税総務費34万6,000円の減であります。これにつきましても異動による人件費の

補正であります。 

   次に、戸籍住民基本台帳費であります。293万7,000円の減であります。これにつきまして

も異動による人件費の補正となります。 

   次に、統計調査費38万7,000円の減。これにつきましても異動による人件費の補正となり

ます。 

   次に、13ページであります。 

   民生費、社会福祉費、社会福祉総務費、補正額が２億7,662万1,000円の増であります。主

なものとしましては、給付金事業に係る交付金２億7,260万円、それから超過勤務手当等が

あります。なお、これにつきましても人事異動による補正も一緒になっております。 

   14ページであります。 

   老人福祉費３万8,000円の減。これにつきましては繰出金の減となっております。国民年

金費19万7,000円。これは通勤手当の減となっております。これも異動によるものでありま

す。 

   次に、民生費、児童福祉費、柳津保育所運営費1,545万2,000円の増になっております。こ

れにつきましては人事異動に伴う補正でございます。なお、ここにつきましては、当初予算

の中で管理職退職分については含めておりませんので、今回、それを入れさせていただいて

おります。次に、西山保育所運営費38万8,000円の増。これにつきましては、通勤手当、そ

れから需用費がありますが、突風による保育所の屋根破損の修繕になります。 

   15ページであります。 

   衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費57万1,000円の減であります。これにつきましても

人事異動による人件費の補正となります。 

   農林水産業費、農業費、農業委員会費1,000円の増。これは通勤手当の改正分であります。 

  次に、農業振興費57万6,000円の減。これにつきましては人事異動及び人件費の補正となり

ます。 

   16ページ。 
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農地費22万2,000円の増。これにつきましては、農地・水・環境保全向上対策事業負担金

の増、それから人件費の減と、合わせて22万2,000円の補正となっております。  地域農

政特別対策事業費９万8,000円の増であります。これにつきましては、特定農山村支援事業

の補助金、これについてはニンニク関係の施設関係の補助金となっております。  次に、

国土調査費5,000円の増。これについては通勤手当の増になります。次に、中山間地域等直

接支払事業費5,000円、これも同じく通勤手当の増であります。 

   次に、林業費、林業振興費1,000円の増。これも通勤手当の増であります。林道費445万

7,000円の増。これは職員給の分でありますが、ここにつきましても管理職退職分を当初と

っておりませんので、その分の補正となります。 

   17ページ。 

   商工費、商工費、商工振興費50万7,000円の減。同じく観光費で162万7,000円の増。ここ

につきましては、人事異動による人件費の補正となっております。 

   次に、18ページ。 

   土木費、道路橋梁費、道路維持費450万円の増。これにつきましては、工事請負費450万円

の増となっております。これについては消雪関連の事業となっております。次に、道路新設

改良費52万9,000円の増。ここにつきましては、人事異動による人件費の補正、それから委

託料と工事請負費の組み替えとなっております。 

   それでは、19ページをお開きください。 

   都市計画費、公園費120万2,000円の増。これにつきましては、用地買収費になります。 

   土木費の住宅費、公営住宅管理費２万5,000円の増。これは人件費の補正であります。 

   次に、教育費、教育総務費、事務局費798万7,000円の増。ここにつきましても、退職によ

る人件費を当初見込んでおりませんので、その分の補正と、それから学校教育検討委員の報

酬の補正になります。 

   20ページ。 

   教員住宅管理費８万円の増。これにつきましては教員住宅の修繕であります。 

   次に、小学校費、柳津小学校管理費2,491万1,000円の増。ここの主なものにつきましては、

太陽光発電設備の工事に係る委託料、それから工事請負費であります。次に、西山小学校管

理費21万円の増。これにつきましては、需用費、音響設備の修繕等であります。柳津小学校

管理費９万7,000円の増。ここの中の主なものとしては、パソコン関係の更新手数料という

ことになっております。 
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   それでは、21ページであります。 

   中学校費、西山中学校管理費18万9,000円の増。これにつきましても西山中学校の修繕費

であります。次に、柳津中学校教育振興費15万5,000円の増。これは準要保護児童生徒の援

助費の補正であります。 

   次に、社会教育費、社会教育総務費111万4,000円の増であります。これにつきましても人

事異動による人件費の補正となっております。 

   次に、22ページであります。 

   公民館費230万3,000円の増。これにつきましては、職員１名減によります臨時職員の分の

人件費が主なものでありまして、それからもう一つが地区集会所の改修の補助金となってお

ります。次に、活性化施設管理費８万5,000円。これについては備品購入費となっておりま

す。美術館管理費39万5,000円の増であります。これにつきましては、主なものが需用費の

中の修繕費、これ美術館の渡り廊下の光を遮へいするための修繕になります。 

   次に、保健体育費、学校給食費１万3,000円の増。これにつきましては通勤手当の増にな

ります。運動公園管理費334万2,000円の減であります。これにつきましては人事異動による

人件費の減であります。 

   次に、23ページであります。 

   災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、過年林業施設災害復旧費14万8,000円の増。これ

につきましては人事異動による人件費の補正であります。 

   24ページ。 

   公共土木施設災害復旧費の中の現年公共土木災害復旧費674万6,000円の増であります。こ

れにつきましては災害査定の設計委託料であります。次に、過年公共土木災害復旧費250万

1,000円の増であります。これにつきましても同じく委託料で調査委託料となっております。 

   次に、予備費、予備費732万2,000円の減となっております。 

   次に、33ページをお開きください。 

   議案第57号、平成24年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 

   歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ171万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ５億5,728万9,000円とするものであります。 

   次のページをお開きください。 

   第１表 歳入歳出予算補正。 

歳入であります。繰入金、繰入金171万1,000円の減であります。 
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   次のページです。 

   歳出。総務費、総務管理費171万1,000円の減であります。 

   38ページをお開きください。 

   歳入の内容でありますが、繰入金、一般会計繰入金171万1,000円の減。これにつきまして

は人事異動による人件費の補正になります。 

   次、39ページであります。 

   歳出。総務費、総務管理費、一般管理費171万1,000円の減であります。これについても人

事異動による人件費の補正であります。 

   次に、48ページをお開きください。 

   これは施設勘定であります。 

   歳出。総務費、施設管理費11万円の増。予備費、予備費11万円の減。歳出補正となります。 

   50ページをお開きください。 

   歳出。総務費、施設管理費、一般管理費13万9,000円の減。それから内科研究費24万9,000

円の増。一般管理費につきましては人件費の補正となります。内科研究費につきましては診

療所医師の研究発表の旅費となっております。 

   次に、予備費、予備費11万円の減であります。 

   59ページをお開きください。 

   議案第58号、平成24年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。 

   歳入歳出それぞれ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5,349万

9,000円とするものであります。 

   次のページであります。 

   第１表 歳入歳出予算補正。 

   歳入。繰入金、一般会計繰入金、1,000円の減であります。 

   次のページです。 

   歳出。総務費、総務管理費1,000円の減であります。 

   64ページをお開きください。 

   歳入の内容であります。繰入金、一般会計繰入金、事務費の繰入金1,000円の減でありま

す。これは事務費繰入金の減となっております。 

   次のページをお開きください。 

   歳出。総務費、総務管理費、一般管理費1,000円の減。これにつきましては人件費の補正
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となります。 

   次に、74ページであります。 

   議案第59号、平成24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。 

   歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４億2,096万3,000円とするものであります。 

   次のページをお開きください。 

   第１表 歳入歳出予算補正。 

   歳入。繰入金、一般会計繰入金３万7,000円の減であります。 

   次のページであります。 

   歳出。総務費、総務管理費３万7,000円の減。 

   79ページをお開きください。 

   歳入の内容であります。繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金３万7,000円の

減。これにつきましては介護事務費の繰入金の減であります。 

   次のページです。 

   歳出。総務費、総務管理費、一般管理費３万7,000円の減であります。これにつきまして

は人件費の補正であります。 

   次に、89ページをお開きください。 

   議案第60号、平成24年度柳津町下水道事業特別会計補正予算（第１号）。 

   これにつきましては、歳出予算の補正であります。 

   次のページをお開きください。 

   第１表 歳出予算補正。 

歳出。総務費、総務管理費57万円の増、予備費、予備費57万円の減。 

   92ページをお開きください。 

   歳出。総務費、総務管理費、施設管理費57万円の増であります。これにつきましてはポン

プのオーバーホールをするための修繕代であります。 

   次に、予備費、予備費57万円の減となります。 

   以上であります。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

   ６番、横田善郎君。 
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○６番 

   では、２点ほどお尋ねしたいと思います。 

   まず、１点目ですが、24ページの一般会計のほうの現年公共土木災害復旧事業の中で災害

査定設計委託料、現年の災害査定というのはどのような災害をしたのか、その内容について

お聞かせ願いたいと思います。 

 そして、次にこれは直接補正予算にかかわることではないんですが、30ページの等級別の

標準的な職務内容、この中で６級に参事という、これ毎回気になっていたんですが、参事の

職務内容って一体何なんでしょうか。これは単なる給料高い課長ということでないでしょう

か。いろいろなものを見ましても参事の職務なんていうことはどこにも書いていないわけで

すし、行政の給与表の格付表を見たっても課長相当職と、だからその中に単なる参事という、

これは単なる課長職であって、給料の高い課長というだけではないかと思うんですが、その

見解について一つお聞かせ願いたいと思います。以上、２点についてお聞かせください。 

○議長 

   建設課長。 

○建設課長 

   初のご質問でございます。24ページの現年公共土木災害復旧費の委託料でございます。 

   これにつきましては、昨年度からの道路の凍結によりまして凍上災害が認められましたの

で、その凍上災害査定の委託料でございます。現在、凍上災、16カ所、延長にしまして

3,515メートルを申請したいと思って予算を計上しております。 

以上です。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   横田議員のご質問でありますが、以前ですと困難な課長という制度がありましたが、それ

と同じ扱いになっております。 

○議長 

   ６番、横田善郎君。 

○６番 

   結局、困難だろうとどうなろうと、それは課長職だと思うんです、職務からいえば課長職

と。単なる参事って、部長制度でもあるならば、それは部長に係る相当職の参事ということ
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だかもしれませんが、あくまでも町のいわゆる職務については課長職が 高の職務であって、

これを参事と、これを見ますと何か課長の上にあると。辞令はどのように出されるかちょっ

とわかりませんが、参事兼課長という名前を出しているんだかどうだかそれはわかりません

けれども、これはあくまでも、ここは単なる課長でいいような気もするんですが、それは私

の個人的な見解かもしれませんが、それらについては、それがそれだといえば、それは別に

私、とやかく言うところではないんですが。 

   今、現年の災害復旧、それ何か凍上災だと、路面災だと、それで3,600メートルほどのも

のができたんだと。これらについては、いつころ査定だかちょっとわかりませんが、これは

課としては現年復旧してから現年災としてもう発注するような計画なんでしょうか。そこら

辺についての、査定しないとわからないとは思うんですが、これだけの、3,600メートルの

被災が起きたということであれば、今の課長の考えで結構ですから、それとも今仕事いっぱ

いあるから、材料も困難だから、いわゆる中通り、浜通りのほうの被災に遭って、そういう

資材調達も困難だから、これ査定になったとしても次年度に繰り越す気なのか、その点につ

いてちょっと見解、今の現在の考えで結構ですからお聞かせください。 

○議長 

   建設課長。 

○建設課長 

   査定の日程がまだ正確に決まってございません。査定で決まった後に実施設計を組んで発

注する予定でおりますけれども、発注は現年、年度内に発注はしたいと考えてございます。

施工につきましては、その状況にもよりますけれども、現年度でできるものは現年度でやる

と。どうしても繰り越しになる場合は繰り越しせざるを得ない可能性も出てくると思います。 

○議長 

   ６番、横田善郎君。 

○６番 

   今回の、この後で提案されると思うんですが、この中にも入っていますか、資材が困難だ

から、何ていいますか、人夫等の調達が困難だから事故繰り越しをかけました。事故繰り越

しをかけなければならないような状況の中でこれを発注しても、またすぐに、速やかに復旧

できるのかどうなのか、そこらは十分に検討していただいて、発注したとしても、これ 初

から明許繰越を覚悟の上で発注されるようなことのほうが、よくそういう業者と資材の調達

等、どのような資材があるのか、アスファルト等が一番あれだとは思うんですが、そういっ
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たものが困難でないのかどうなのか、それは十分検討してから発注していただきたいと思い

ます。 

以上です。 

○議長 

   ほかにありませんか。 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   私は、10ページの総務費、一般管理費なんですが、そこの給料の特別職給として717万

6,000円減額になっておりますけれども、これはどういうことなのか、ちょっとお聞かせく

ださい。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   ここにつきましては、副町長の給料であります。 

○議長 

10番、小林 功君。 

○10番 

   今の時期、副町長の給与を減額補正するということは、今年度、副町長を置かないという

お考えなのか、確認です。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   大変厳しい状況ではあるんですが、今、途中、副町長を置くということは考えておりませ

ん。ことしはこの体制で務めてまいります。 

○議長 

10番、小林 功君。 

○10番 

   単なる経費削減ということではないかとは思うんですが、といいますのは、一般質問でも

出ました。今、柳津町、大変事業がおくれていたりしまして、町民にサービスが低下してい

るのではないかというような話がかなり多く出たわけであります。現実、今年度、新年度に
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入りまして町の幹部職員、大変多くの方々が新任、新しくなられました。ましてや、町長も

両沼の町村会長として町から外に出て仕事をする機会がかなり多くなったというふうに私は

思っております。こういったときこそ、やはりしっかりと副町長を庁舎に置いて足元を固め

るというのが一般的な我々思うことであるんですけれども、この点について町長はどのよう

にお考えなのか、お聞かせください。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   当然その方向で進んでまいりましたが、３月の段階でそれが不可能になったということで、

課長、それぞれの皆さんとの話をしながら、この体制で行くぞと。そしてまた、任務の中で

は、それぞれの役割の中で適材としてこれをやってくれというような事業の役割分担をして

今やっているわけでありますが、今、議員のおただしのとおり、大変両沼の町村会長になっ

てから出る機会が多くて、そしてまた町の体制の中で出る機会も重なるわけでありますが、

それらは担当の課長によって私の役割を担うというようなことで今進めております。そうい

った中で町民のサービスの低下にならないように努力をしてまいりたいと。そして、しかる

べきときというか、ことしいっぱいは私が何としても頑張りながらこの事態を乗り切ってい

きたいと、そのように思っています。 

○議長 

10番、小林 功君。 

○10番 

   やはり事務執行に当たっては、町民サービスの低下というのが一番これあってはならない

ことだと私は思っております。まだ６月でありますし、これからもっともっと探そうと思え

ば私は探せると、探すべきだというふうに考えたものですからこういう質問をしたわけです

けれども、くれぐれも町民サービスの低下にならないように心がけてやっていただきたいと、

そのように思います。要望です。 

○議長 

   ほかにございませんか。 

   ２番、伊藤昭一君。 

○２番 

   質問、意見でなくて大変恐縮でけれども、確認ということで、14ページ、例えばここに
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1,545万2,000円の中身を説明は管理職の退職分であるというふうな説明でありましたが、そ

れでよろしいんですね。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長。 

   一部足りない部分がありました。退職管理職分と新採用２名分になります。失礼をいたし

ました。 

○議長 

   ２番、伊藤昭一君。 

○２番 

   確認という意味でお話し申し上げたいのは、例えば６月が定例会ということで補正予算、

議会にお諮りをしてというようなことになるだろうと思います。しかし、事業年度等々の中

でいけば、例えば民間の場合は退職給与引当金をもって勘定科目を設定した中でこれら等に

ついては処理をするというようなことになるわけですが、例えばこういった市町村、行政関

係、勘定科目等々の中での処理ということになりますと、事前に、例えば退職する方は何年

度、どのぐらいということは想定できると思うんですが、この辺についてはどのような処置、

管理をなされているのか、ちょっと確認したい、伺います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   職員の退職につきましては勧奨等もあるわけですが、勧奨等については７月までに職員を

決めていくということであります。ただ、ここ二、三年になりますか、都合でやめていかれ

るという方がおりまして、平成23年度、平成22年度含めても、かなりの方が退職になってお

ります。なかなかそれを予算に反映させられなかったという現実があるかと思います。 

○２番 

   はい、了解しました。 

○議長 

   ほかにございませんか。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 
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   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第５６号「平成24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。 

   日程第４、議案第５７号「平成２４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。 

   次に、議案第５８号「平成２４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。 

   次に、議案第５９号「平成２４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。 

   お諮りいたします。 

   議案第６０号「平成２４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。 
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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。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

    ここで暫時休議をいたします。 

    再開を11時1５分といたします。（午前１１時０１分） 

○議長 

   議事を再開します。（午前１１時１５分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   日程第９、議案第６１号「工事請負変更契約の締結について」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６１号「工事請負変更契約の締結について」提案理由の説明をいたします。 

   本案は、旧旅館解体工事の工事請負変更契約の締結についてであります。 

   なお、詳細につきましては、建設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。 

建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議案第61号につきまして補足して説明申し上げます。 

   本議案は、平成23年11月18日に工事請負契約を締結しております旧旅館解体工事につきま

して、変更により平成24年５月30日に工事請負変更仮契約を締結しましたが、金額が5,000

万円以上となりましたので、今回提案するものであります。 

   １、契約対象、旧旅館解体工事。 

   ２、契約金額、金5,199万6,000円。 
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   ３、契約の相手方、河沼郡会津坂下町字沢ノ目1717番地。 

   ４、契約の方法、指名競争入札。 

   以上でございます。 

○議長 

   これより質疑を許します。 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   今回、工事金額の増額されたわけですが、この増額部分の詳細を教えていただきたいと、

そのように思います。 

○議長 

   建設課長。 

○建設課長 

   答弁の前に、今の補足説明で相手方の会社名、ちょっと申し上げませんでしたので、まこ

とに申しわけございませんでした。 

   契約の相手方の会社名が入谷建設工業株式会社でございます。代表取締役入谷康之でござ

います。 

   今の分でございますが、金額の変更については２回変更しております。平成24年の３月に

第１回目の金額の変更をしてございます。金額につきましては276万2,550円の増額でござい

ます。これにつきましてはアスベスト除去工事の増額でございます。 

   それで、今回の５月30日、仮契約をしました増額につきましては、618万3,450円でござい

ます。変更の内容につきましては、交通誘導員、足場の仮囲い、繊維くず処分、駐車場の補

修、ロープの囲い、それにより増額したものでございます。以上です。 

○議長 

   ほかに。 

６番、横田善郎君。 

○６番 

   これ、今、そうしますと、工事が延期になったがためだけのこの例えば足場損料とか、あ

るいは交通誘導員の日にちの延期とかという、それだけの要因なんでしょうか。足場等ので

変更もかなり、618万3,450円とかかなりの大きな金額だと思うんですが、これらについては

何か足場等についてふえたとか何かなんでしょうか。それ、どのような要因なんでしょうか。 
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○議長 

   建設課長。 

○建設課長 

   変更内容の増額につきましては、交通誘導員がやっぱり一番多くかかってございます。交

通誘導員で、変更額のうち350万円ほどが交通誘導員になってございます。これは当初、完

全な通行どめをして作業をする予定でおりました。ところが、地区のほうに説明会をしたと

ころ、通せる時間があるのではないかと、通せる時間はとりあえず通してほしいということ

がありましたので、交通誘導員を設置して歩ける時間帯は一般の人を通している状態でござ

います。足場につきましては、当初見ていた部分で変更はございませんけれども、期間が延

長になってございます。その分の増額分として足場につきましては87万円ほど計上してござ

います。 

以上です。 

○議長 

   ６番、横田善郎君。 

○６番 

   内容はわかりましたが、この財源ふえた、当初から見ますと全部で900万円くらいの金額

がふえていると思うんです。これについては、その財源的なものは全部一般財源なんでしょ

うか。起債とか何かの対象には全然ならなかったんでしょうか。 

○議長 

   建設課長。 

○建設課長 

   今、社会資本整備交付金の都市再生整備計画ということで事業を進めてございます。町と

して、いろいろな事業で交付金をその中で申請しておりますけれども、今回、解体工事で補

助対象事業費として見込んでおったものが5,620万円ほどございます。それの一応40％とし

て交付金を見てございます。実際、工事費がそれよりもかかっておりませんので、実際は当

初申請した金額よりも少なくして補助金をもらう形になるわけでございます。したがいまし

て、一般財源もそれにあわせて当初見込んだよりも減るような形になると思われます。以上

です。 

○議長 

   ６番、横田善郎君。 
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○６番 

   これ、事業主がまちづくり何かの事業、ちょっと名前忘れましたが、２億4,000万円程度

の総事業費の中で動いていたと思うんです。ここでふえた分について、そのほかの計画に入

っている事業、例えば今の駅前からのあの道路ありますよね、国道252に抜ける道路とか、

ああいったところ、そのほかにも幾つかの事業が入っていたと思うんですが、それ等の事業

費についてのしわ寄せというのはないんでしょうか。 

○議長 

   建設課長。 

○建設課長 

   さっきお話ししました5,600万円というのが工事部分でございます。そのほかに測量試験

費ということで測量委託の設計委託、管理委託で下平停車場線、あと地域づくりビジョンの

策定業務等がございました。その分が1,004万6,000円ほどございます。これも含めて交付金

の総額が6,625万円で申請を出しておりますので、その範囲で対応できることとなってござ

います。 

以上です。 

○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６１号「工事請負変更契約の締結について」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 

  次に、日程第１０、議案第６２号「福島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について」
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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６２号「福島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について」提案理由の説明をい

たします。 

   本案は、住民基本台帳法の改正に伴う外国人登録原票廃止に係る規約の一部改正でありま

す。 

   なお、詳細につきましては、町民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。 

町民課長。 

○町民課長（登壇） 

   議案第62号について補足して説明をいたします。 

   福島県後期高齢者医療広域連合規約（平成19年福島県指令市町村第1498号）の一部を次の

ように改正する。 

   別表３（第17条関係）の１共通経費の表中「及び外国人登録原票」を削る内容であります。

これらについての規約については、広域連合組織、福島県全市町村になるわけでありますが、

議会の議決が必要となっておりまして、今回の規約の改正に当たりたいと思っております。 

   附則といたしましては、この規約は平成24年７月９日から施行し、改正後の別表第３の規

定は、平成２５年度以降に算定する構成市町村の負担金についての適用としたいというふう

に考えております。よろしくお願いいたします。 

○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６２号「福島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について」を原案のとおり可決
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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 

   次に、日程第１１、議案第６３号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」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６３号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」提案理由の説明をいたしま

す。 

   本案は、鈴木富夫氏が平成24年６月30日をもって任期満了となることにより提案するもの

であります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   暫時休議いたします。（午前１１時２８分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午前１１時２９分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   説明を求めます。 

   町長。 

○町長 

   ただいまお手許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367番地、氏名、鈴木富夫、生年月日、昭和

20年３月13日生まれの選任につき、地方税法第423条第３項の規定により議会の同意を求め

るものであります。よろしくお願いをいたします。 
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○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「固定資産評価審査委員会委員の選任について」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いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   お諮りいたします。 

   日程第１２、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」、日程第１３、諮問第２

号「人権擁護委員候補者の推薦について」、日程第１４、諮問第３号「人権擁護委員候補者

の推薦について」を一括上程し、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、諮問第１号、諮問第２号、諮問第３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） 

   諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」諮問理由を説明をいたします。 

   本件は、目黒忠威氏が平成24年９月30日をもって任期満了となることにより諮問するもの

であります。 

   次に、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦について」諮問理由を説明をいたします。 

   本件につきましても、栗城貞光氏が平成24年９月30日をもって任期満了になることにより
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諮問するものであります。 

   次に、諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦について」諮問理由を説明をいたします。 

   本件につきましても、五野井邦子氏が平成24年９月30日をもって任期満了になることによ

り諮問するものであります。 

   以上であります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   暫時休議をいたします。（午前１１時３２分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午前１１時３３分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   ただいまお手許にお配りをいたしました。 

   諮問第１号、住所、福島郡河沼郡柳津町大字飯谷字宮田甲186番地、氏名、目黒忠威、生

年月日、昭和19年８月25日生まれ。 

   諮問第２号、住所、福島県河沼郡柳津町大字砂子原字居平227番地、氏名、金子セツ子、 

生年月日、昭和22年８月25日生まれ。 

   諮問第３号、住所、福島県河沼郡柳津町大字細八字居平甲1249番地、氏名、猪俣圭子、   

生年月日、昭和29年１月31日生まれの推薦につき、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り議会の意見を求めるものであります。よろしくお願いを申し上げます。 

○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。 

   諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」を原案のとおり承諾することにご異議
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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承諾することに決定いたしました。 

   次に、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦について」を原案のとおり承諾することに

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承諾することに決定いたしました。 

次に、諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦について」を原案のとおり承諾することに

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承諾することに決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、日程第１５、報告第２号「平成２３年度柳津町継続費繰越計算書の報告について」

を議題といたします。 

   報告を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   報告第２号「平成２３年度柳津町継続費繰越計算書の報告について」別紙のとおり報告を

いたします。 

   本報告は、地方自治法及び同施行令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、総務課長より説明させますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

○議長 
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   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   それでは、15ページをお開きください。 

平成23年度柳津町一般会計継続費繰越計算書の報告をいたします。 

この計算書につきましては、３月定例会において継続費の年割額を提案したものの報告で

あります。 

提示繰越額はありません。 

以上であります。 

○議長 

   これをもって報告を終わります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、日程第１６、報告第３号「平成２３年度柳津町繰越明許費繰越計算書の報告につい

て」を議題といたします。 

   報告を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

報告第３号「平成２３年度柳津町繰越明許費繰越計算書の報告について」別紙のとおり報

告をいたします。 

本報告は、地方自治法及び同施行令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） 

   それでは、17ページをお開きください。 

   平成23年度柳津町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告をいたします。 

   この繰越分については、３月定例会において繰越明許をしたものであります。 
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   ３月31日現在で繰越額が変更になったものの説明をいたします。 

   上から５番目、教育費の柳津小学校大規模改修事業１億7,334万円でありましたが、前金

払いにより１億606万円となります。 

   それから、10番目の災害復旧費の農地等災害復旧事業であります。1,904万円でありまし

たが、契約差額により1,849万円となります。 

   合計で10件、５億1,854万7,000円となります。 

   以上、報告をいたします。 

○議長 

   これをもって報告を終わります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、日程第１７、報告第４号「平成２３年度柳津町事故繰越し繰越計算書の報告につい

て」を議題といたします。 

   報告を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   報告第４号「平成２３年度柳津町事故繰越し繰越計算書の報告について」別紙のとおり報

告をいたします。 

   本報告は、地方自治法及び同施行令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） 

   19ページであります。 

   平成23年度柳津町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告をいたします。 

   初めに、総務費であります。総務費の鉄塔整備関連事業でありますが、繰越額が420万円

であります。これは豪雪により雪解けが遅く、土砂が形成できずに残土処理ができなかった

ための繰り越しとなるものであります。 
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   次に、土木費の道路維持管理事業の302万4,000円であります。これにつきましては、昨年

の大震災及び平成23年新潟・福島豪雨災害等により工事の人員等が不足したため繰り越しを

したものです。 

   以上、２件で722万4,000円であります。 

   以上、報告をいたします。 

○議長 

   これをもって報告を終わります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、日程第１８、報告第５号「会津若松地方土地開発公社経営状況の報告について」を

議題といたします。 

   報告を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   報告第５号「会津若松地方土地開発公社経営状況の報告について」別紙のとおり報告をい

たします。 

   本報告は、会津若松地方土地開発公社理事長より経営状況の報告があったので、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） 

   平成23年度会津若松地方土地開発公社経営状況の報告について説明をいたします。 

   決算書の１ページをお開きください。 

   平成23年度会津若松地方土地開発公社事業報告の概況で、用地取得及び処分でありますが、

取得については、会津若松事務所の土地造成事業として用地の造成等を実施し、事業費は３

億5,288万4,247円となっております。 

   用地の処分につきましては、会津若松河東工業団地を２件売却しており、その合計面積は
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１万8,099.72平方メートル、売却金額は２億4,371万9,350円となったものであります。 

   収益費用につきましては、収益合計額が２億7,530万2,798円に対し、費用合計が２億

1,919万2,794円で、差し引き5,611万４円の当期純利益を計上しております。 

   債務額についてでありますが、平成23年度末での債務額は、18億9,824万1,285円でありま

す。 

   柳津町での土地の取得はありません。 

   詳細につきましては、この決算書を参照いただきたいと思います。 

   以上で報告を終わります。 

○議長 

   これをもって報告を終わります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   次に、日程第１９、議員の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、議会規則第122条の規定により、お手許に配付したとおり派遣し

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、議員を派遣することに決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎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部終了いたしました。 

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。 

         （「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24年第２回柳津町議会定例会を閉会といたします。 
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   長時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４７分） 
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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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