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            平成２７年第１回柳津町議会定例会会議録 

            第２日 平成２７年３月５日（木曜日） 

 

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  地域振興課長 金 子 佳 弘 

副 町 長 星   正 敏  建 設 課 長 天 野   高 

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 

 

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   議案第２７号 平成２６年度柳津町一般会計補正予算 

日程第 ２   議案第２８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 ３   議案第２９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 ４   議案第３０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 ５   議案第３１号 平成２６年度柳津町介護保険特別会計補正予算 

日程第 ６   議案第３２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 ７   議案第３３号 平成２６年度柳津町下水道事業特別会計補正予算 
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日程第 ８   議案第３４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 ９   議案第３５号 平成２７年度柳津町一般会計予算 

日程第１０  議案第３６号 平成２７年度柳津町土地取得事業特別会計予算 

日程第１１  議案第３７号 平成２７年度柳津町国民健康保険特別会計予算 

日程第１２  議案第３８号 平成２７年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１３  議案第３９号 平成２７年度柳津町介護保険特別会計予算 

日程第１４  議案第４０号 平成２７年度柳津町簡易水道事業特別会計予算 

日程第１５  議案第４１号 平成２７年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算 

日程第１６  議案第４２号 平成２７年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算 

日程第１７  議案第４３号 平成２７年度柳津町下水道事業特別会計予算 

日程第１８  議案第４４号 平成２７年度柳津町簡易排水事業特別会計予算 

日程第１９  議案第４５号 平成２７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 

   ただいまから本日の会議を開きます。（午前１０時００分） 

   議事に入ります前に、昨日の一般質問において３番、菊地 正議員から何点かの不適当な

発言がありましたので、取り消しを求めます。 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   どうも済みませんでした。取り消しをお願いいたします。 

○議長 

   ただいまの申し出により、取り消しした発言について会議録から削除いたします。 

   なお、菊地議員におかれましては、発言には十分留意されますよう申し添えます。 

   次に、２番、齋藤議員の一般質問に対して答弁漏れがありましたので、答弁を求めます。 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   昨日、町営スキー場の特別会計の収支につきまして、どのぐらいの財政の圧縮率かという

ことでご質問があったことについて、お答えいたします。 

   21年度から25年度までの平均で、スキー場会計におきましては1,408万円ほどの支出がご

ざいます。今年度につきましては、２月現在360万円でございますので、ことしの見込みに

つきましては370万円程度と思われます。圧縮率につきましてはおよそ26％ということです

ので、７割強につきまして圧縮されたということでございます。 

   以上でございます。 

○議長 

   よろしいですか。 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   承知しました。 

○議長 

   では、続けます。 

   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。 
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         ◇         ◇         ◇ 

         ◎議案の審議 

○議長 

   お諮りいたします。 

   日程第１、議案第２７号「平成２６年度柳津町一般会計補正予算」 

   日程第２、議案第２８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３、議案第２９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４、議案第３０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５、議案第３１号「平成２６年度柳津町介護保険特別会計補正予算」 

   日程第６、議案第３２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７、議案第３３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８、議案第３４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、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２７号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３０号、議案第３１号、議

案第３２号、議案第３３号、議案第３４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） 

   皆さん、おはようございます。 

   補正予算、議案第２７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、歳入歳出予算の減額補正と繰越明許費、地方債の補正であります。 

   次に、議案第２８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、歳入歳出予算の減額補正であります。 

   次に、議案第２９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
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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の補正で

あります。 

   次に、議案第３０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３１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、歳入歳出予算の減額補正であります。 

   次に、議案第３２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、歳入歳出予算の減額補正であります。 

   次に、議案第３３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３４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、議案第27号から議案第34号について説明をいたします。 

   初めに、補正予算書の１ページをお開きください。 

   議案第27号から議案第34号についてでありますが、事業の完了及び見込みによる減額、そ

れから地方創生並びに緊急の修繕等必要なものについて今回補正をさせていただきました。 

   議案第２７号「平成２６年度柳津町一般会計補正予算（第７号）」であります。 

   既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億47万7,000円を減額し、歳入歳出予
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算の総額を歳入歳出それぞれ43億5,096万円とするものです。 

   次に、第２条になりますが、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２表 繰越明許費」による。 

   第３条としまして、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」によることとします。 

   ６ページをお開きください。 

   繰越明許費であります。 

   総務費で、まち・ひと・しごと創生計画策定事業で1,000万円、ここは地方創生に係るも

のです。 

   次に、総務費で後継者対策事業につきましても、300万円でありますが地方創生になりま

す。 

   次に、総務費、社会保障・税番号制度事業でありますが、ここはマイナンバー制度による

ものであります。 

   次に、民生費、介護老人福祉施設整備事業、２億6,780万9,000円。ここは特別養護老人ホ

ームについてであります。 

   次に、民生費、子ども・子育て支援事業、115万円。ここにつきましても地方創生になり

ます。 

   次に、民生費、柳津保育所大型遊具整備事業、640万9,000円であります。ここについても

地方創生になります。 

   次に、民生費、児童福祉費、柳津保育所防災備品整備等事業、602万4,000円でありますが、

ここにつきましても地方創生になります。 

   次に、民生費、西山保育所防災備品整備事業、５万4,000円でありますが、ここも地方創

生になります。 

   農林水産業費、経営体育成支援事業、218万4,000円。 

   次に、農林水産業費、新規就農確保事業、180万円。ここについても地方創生になります。 

   農林水産業費でふくしま森林再生整備事業、１億4,889万円。 

   商工費、プレミアム付き商品券発行補助事業、1,000万円。ここにつきましても地方創生

になります。 

   次に、商工費、誘客プロジェクト補助事業、219万円。ここにつきましても地方創生にな

ります。 

   次に、商工費、映画プロジェクト補助事業、500万円。ここにつきましても地方創生にか
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かわるものであります。 

   次のページをお開きください。 

   土木費、五畳敷大成沢線改良事業、2,001万6,000円。 

   土木費、公営住宅改修事業、2,468万1,000円。 

   次に、教育費、小中学校読書活動推進事業、603万3,000円。ここにつきましても地方創生

になります。 

   教育費の学校給食費軽減事業、678万円。ここにつきましても地方創生であります。 

   災害復旧費、現年農地等災害復旧事業、1,122万5,000円。 

   災害復旧費、現年林業施設災害復旧事業、1,348万円。 

   災害復旧費、現年公共土木災害復旧事業、700万6,000円。 

   以上、21件で５億5,473万1,000円になります。 

   21件中、12件につきましては地方創生による繰り越し事業で、5,844万円になります。残

りの９件で４億9,629万1,000円、そのうち特別養護老人ホームの整備、それから森林再生整

備事業で４億1,669万9,000円になります。 

   次のページです。 

   地方債の補正であります。 

   町営住宅整備事業で2,190万円。ここにつきましては過疎対策事業からの組み替えになり

ます。 

   消防施設整備事業、1,980万円。ここにつきましても過疎債からの組み替えになります。 

   大成沢・冑中簡易水道統合整備事業で1,470万円。現在読んでおりますのは、補正後の額

になります。1,470万円で270万円の増になります。 

   次に、琵琶首地区集会所新築事業で230万円、100万円の減であります。 

   町道五畳敷大成沢線整備事業、1,230万円で370万円の増であります。 

   町道八坂野大野線整備事業で140万円、1,370万円の減であります。 

   次のページをお開きください。９ページです。 

   鳥屋居平線整備事業につきましては、ゼロになります。 

   都市再生整備事業につきまして1,800万円、860万円の増であります。 

   除雪機械整備事業で1,400万円、600万円の増になります。 

   柳津運動公園施設改修事業、680万円で30万円の減であります。 

   防火水槽施設整備事業、それから防犯灯整備補助事業につきましては、ゼロになっており



１２４ 

ます。 

   次のページです。 

   消防ポンプ自動車整備事業につきましては、緊急防災減災事業債への組み替えであります。 

   次に、町営住宅整備事業につきましても、過疎債への組み替えになります。 

   公共土木施設災害復旧事業、750万円で320万円の増であります。 

   農地農林施設災害復旧事業で490万円、440万円の減額であります。 

   合計で８億774万4,000円、670万円の減となります。 

   13ページをお開きください。 

   歳入であります。 

   町税、町民税、個人町民税で52万6,000円の増、現年分の所得割の増になります。次に、

法人で1,422万7,000円の増になります。ここにつきましては、法人税割の増になってまいり

ますが、申告株式会社の決算方法の変更によるものであります。 

   次に、固定資産税、固定資産税で119万2,000円の減。ここにつきましては現年課税分の償

却資産の減となります。 

   次に、軽自動車税、軽自動車税で24万3,000円の増。４輪車の増によるものであります。 

   次のページです。 

   町たばこ税、町たばこ税で270万4,000円。ここにつきましては、旧３級品以外、通常のた

ばこになりますが、消費本数がおよそ50万本ほど減少したことによるものであります。 

   分担金及び負担金、分担金、農林水産業費分担金で１万8,000円の増、教育費分担金で１

万6,000円の減、ここにつきましては事業の確定によるものであります。災害復旧費分担金

121万9,000円の減でありますが、農地等災害復旧事業受益者分担金の減になってまいります

が、局地的激甚災に認定されたことによります受益者分担金の減になります。 

   次に、負担金、民生費負担金で４万6,000円の増、これにつきましては見込みによる増で

あります。農林水産業費負担金で１万5,000円の減、ここにつきましても見込みによる減に

なります。 

   次のページをお開きください。 

   土木費負担金で8,000円の増。ここにつきましては、沼山トンネル調査事業の確定による

ものであります。 

   次に、使用料及び手数料、使用料、土木使用料で200万円の増。ここにつきましては、額

の確定及び見込みによるものであります。 
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   次のページです。 

   16ページ、手数料です。総務手数料で14万2,000円、ここにつきましても見込みによる減

になります。土木手数料で21万1,000円、屋外広告物手数料の増になってまいります。 

   国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金で78万9,000円の減。事業費の見込みによる

減になってまいります。 

   次のページをお開きください。 

   災害復旧費国庫負担金で896万4,000円の増でありますが、河川・道路災害復旧事業費負担

金で平成24年度の施越工事分の額確定によるものであります。 

   次に、国庫補助金、民生費国庫補助金で514万5,000円の減。ここにつきましても事業費の

見込みによる減になってまいります。 

   次に、衛生費国庫補助金で８万3,000円の減。ここも見込みによる減であります。 

   土木費国庫補助金で3,493万5,000円の減。ここにつきましても、見込みによる減になって

おりますとともに、道路橋梁費補助金については額の確定による減になってまいります。 

   次のページです。 

   教育費国庫補助金で８万円の減。ここにつきましてはスクールバスの購入額の確定による

減であります。 

   総務費国庫補助金で4,336万1,000円の増でありますが、増の主な内容につきましては、説

明の欄にあります地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金、地方創生になりますが、生

活支援型で1,066万8,000円の増、同じく地方創生の先行型で3,276万円の増になります。 

   次に、国庫委託金、総務費国庫委託金で２万4,000円の増。ここは見込みによるものであ

ります。 

   次のページをお開きください。 

   県負担金、民生費県負担金で119万5,000円の減でありますが、見込みによる減、それから

額の確定による減であります。 

   次に、県補助金、総務費県補助金で５万円の増でありますが、額の確定によるものであり

ます。 

   次に、民生費県補助金で77万1,000円の減でありますが、事業費の減少見込みによる歳入

の減となってまいります。 

   次のページです。 

   衛生費県補助金で105万2,000円の減。主な減につきましては、説明の欄にあります線量低
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減化活動支援事業補助金でありますが、地区から要望がなかったことによる歳入の減になっ

てまいります。 

   次に、農林水産業費県補助金で131万8,000円の減でありますが、農業費補助金では67万

5,000円の増、林業費補助金で199万3,000円の減であります。農業費については、経営体育

成支援事業補助金で218万4,000円の増、林業費補助金で森林病害虫等防除事業補助金につい

て114万2,000円の減でありますが、被害区域の減少によるものであります。 

   次に、商工費県補助金で204万9,000円の増。ここにつきましては、商工費県補助金の中の

消費者行政活性化事業交付金につきまして風評被害対策のモニターツアーに充当する223万

円の増であります。 

   次のページをお開きください。 

   土木費県補助金で29万4,000円の減。これは見込みによる減であります。 

   教育費県補助金で42万6,000円の減。ここも見込みによる減であります。 

   災害復旧費県補助金で578万円の増。ここにつきましては、局地的激甚災害の指定による

増になってまいります。 

   次に、県委託金、総務費県委託金で194万5,000円の減でありますが、額の確定によるもの

であります。衛生費県委託金で32万7,000円の減でありますが、見込みによる減であります。 

   次のページです。 

   土木費県委託金で1,045万4,000円の増であります。主な内容につきましては、道路橋梁費

委託金で県道除雪の委託金、ここにつきましては大雪による出動回数の増に伴うものであり

ます。 

   財産収入、財産運用収入、利子及び配当金で７万4,000円の増、見込みによる増でありま

す。 

   次に、財産売払収入、不動産売払収入で11万5,000円の増。ここにつきましては、町の土

地を売却したものであります。次に、物品売払収入で253万6,000円の増でありますが、中

身につきましては除雪車、それからスクールバスの売却の売り払いによる収入であります。 

   次のページをお開きください。 

   繰入金、特別会計繰入金、特別会計繰入金で1,300万円の減。ここにつきましては、住宅

団地土地売払収入の減であります。 

   次に、基金繰入金、基金繰入金で２億2,502万6,000円の減でありますが、主なものとしま

して財政調整基金１億4,500万円、それから公共施設整備基金の繰入金につきまして支出額
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の減による減少になってまいります。 

   次のページです。 

   延滞金加算金及び過料で、延滞金で１万円の増。ここにつきましては、住宅使用料に伴う

延滞金の増になっていまいります。 

   次に、町預金利子、町預金利子で６万円の減であります。 

   次に、雑入、雑入で714万2,000円の増になりますが、雑入の主な増につきましては、美術

館の印刷物等販売収入で402万1,000円の増になってまいります。それから、３つ下にありま

す後期高齢者療養給付費負担金過年度精算分ということで、595万8,000円の増となっており

ます。 

   次のページをお開きください。 

   町債、町債、総務債で200万円の減。防犯灯整備事業債の減であります。 

   衛生債で270万円の増。これは大成沢・冑中簡易水道の統合整備事業であります。 

   土木債で480万円の減。内容については右に記載してあるとおりです。 

   消防債で100万円の減。ここにつきましては、主なものとしまして、内容について先ほど

地方債の中で説明をいたしました過疎債から緊急防災・減災事業債の組み替えによるもので

あります。なお、この緊急防災・減災事業債につきましては、過疎債と同じ取り扱いになり

ます。 

   教育債で40万円の減であります。ここについても額の確定による減になります。 

   次のページです。 

   災害復旧債で120万円の減であります。 

   それでは、次のページをお開きください。 

   歳出につきましてはほとんどが減額になりますので、説明の内容としましては、支出見込

みによる増あるいは減ということで説明をさせていただきます。 

   総務費、総務管理費、一般管理費で404万7,000円の減。支出見込みによる増減であります。 

   財政管理費で1,292万6,000円の減であります。ここについては、右の説明にあります土地

開発基金元金積立金、ここについては分譲宅地分についてであります。 

   会計管理費で４万6,000円の減。 

   次のページです。 

   企画費で641万7,000円の増。増の主な内容としましては、委託料にありますまち・ひと・

しごと創生計画策定委託料ということで、ここは地方創生の中に入ってまいります。 
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   次に、支所及出張所費で13万2,000円の減。確定によるものです。 

   後継者緊急対策費で280万円の増。右の説明にあります後継者対策業務委託料300万円の増

でありますが、ここにつきましては婚活に関係する委託になってまいります。 

   諸費については財源補正であります。電算管理費についても財源補正になります。 

   庁舎管理費で6,500万円の減。庁舎改修工事の確定によるものであります。 

   町民バス管理費で32万7,000円の減。ここも額の確定によるものであります。 

   次のページをお開きください。 

   徴税総務費につきましては財源補正であります。 

   次に、戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳費で158万6,000円の減。内容につきまして

は、戸籍用総合システムの額の確定によるものであります。 

   次に、選挙費、県知事選挙費で92万6,000円の減。額の確定によるものです。 

   次のページです。 

   衆議院議員選挙費で92万1,000円の減、ここも額の確定によるものであります。 

   次に、統計調査費、統計調査費で11万3,000円の増でありますが、統計調査の調査員の報

酬、単価増による交付金の増に伴う支出の増であります。 

   次のページをお開きください。 

   民生費、社会福祉費、社会福祉総務費で887万8,000円の減でありますが、支出の確定及び

見込みによる増減であります。 

   老人福祉費で925万1,000円の減。ここにつきましても、支出の確定及び見込みによる減に

なりますが、主な内容につきましては、次の32ページになりますが、繰出金で介護保険特別

会計繰出金の519万8,000円の減があります。 

   次に、障害者福祉費で225万4,000円の減で、支出の確定及び見込みによる減であります。 

   次のページをお開きください。 

   児童福祉費、児童福祉総務費で100万1,000円の増になりますが、負担金補助及び交付金で

チャイルドシート補助金115万円でありますが、これは地方創生に係るものであります。 

   次に、柳津保育所運営費で1,304万円の増でありますが、増の主な内容につきましては、

工事請負費で640万9,000円の増になりますが、地方創生に係る大型遊具施設の導入でありま

す。同じく備品購入費の中で40万6,000円の増になりますが、ここについては防災備品の購

入になってまいります。ここも地方創生に係るものであります。 

   次のページです。 
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   西山保育所運営費で５万4,000円の増で、ここにつきましても防災備品の購入ということ

で、ここも地方創生に係るものであります。 

   児童措置費で178万5,000円の減。支出見込みによる減であります。 

   学童保育費で１万8,000円の増。ここについても見込みによる増になります。 

   母子福祉費で63万2,000円の減。支出見込みによる減になります。 

   次に、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費で243万9,000円の減でありますが、支出見込

みによる減になります。 

   次のページをお開きください。 

   予防費で459万9,000円の減。支出見込みによる減になってまいります。 

   環境衛生費で152万2,000円の増でありますが、次のページでありますが、繰出金、簡易水

道事業特別会計繰出金で270万円の増になってまいります。 

   次に、母子保健費で67万2,000円の減でありますが、支出見込みによる減であります。 

   清掃費、塵芥処理費につきましては、財源補正であります。 

   農林水産業費、農業費、農業委員会費で11万円の減。支出見込みによる減であります。 

   次のページをお開きください。 

   農業総務費で１万円の減でありますが、支出見込みによる減であります。 

   農業振興費で967万2,000円の減。ここの主な内容につきましては、工事請負費の765万

9,000円の減でありますが、ここにつきましては用地確保が困難になったことによる減であ

ります。それから、負担金補助及び交付金の中で増の分でありますが、経営体育成支援事業

補助金で218万4,000円の増でありますが、これは国の補正予算に伴うものであります。 

   農地費で89万8,000円の減。支出見込みによる減であります。 

   次のページですが、地域農政特別対策事業費で１万9,000円の増。支出見込みによる増で

あります。 

   国土調査費で68万円の減。ここにつきましても支出見込みによる減であります。 

   次のページをお開きください。 

   林業総務費については財源補正であります。 

   林業振興費で159万円の減。支出見込みによる減でありますが、主な内容につきましては、

負担金補助及び交付金で森林整備地域活動支援補助金の事業の廃止に伴う80万円の減が主な

内容であります。 

   林道費で55万円の減。支出確定によるものであります。 
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   林道維持費で287万3,000円の減で、支出見込みによる減であります。 

   次のページです。 

   商工費、商工費、商工振興費で1,380万8,000円の増。増の主な内容につきましては、委託

料で215万円の増、消費者行政モニターツアーであります。次のページです。増の主な内容

のもう一つとしまして、やないづ福満商品券の補助金でありますが、ここについて1,000万

円の増であります。ここも地域創生に係るものであります。 

   観光費で284万9,000円の減。減の主な内容につきましては、公有財産購入費で933万円の

減となっておりますが、事業の見直しによる減であります。増になっている部分につきまし

ては、負担金補助及び交付金で誘客プロジェクト事業補助金、それから映画プロジェクト実

行委員会の補助金、この２つにつきましては地方創生に係るものであります。 

   次に、土木費、土木管理費、土木総務費で503万4,000円の減。次のページです。主な減の

内容でありますが、住まいづくり支援事業の額の見込みによる減になります。500万円の減

の見込みになります。 

   次に、道路橋梁費、道路維持費で739万円の増でありますが、主な内容につきましては、

賃金で587万6,000円の増、ここは大雪による出動回数の日数増、それから需用費で487万

3,000円でありますが、燃料費の増加に伴う燃料費の増になります。それから、減の内容で

ありますが、除雪機械購入費として373万8,000円の減を見ております。 

   次に、道路新設改良費で4,789万6,000円の減でありますが、支出見込みによる減となって

おります。主な内容につきましては、設計委託料810万円の減、それから、次のページであ

ります。工事請負費で3,770万円の減でありますが、五畳敷大成沢線、八坂野大野線、鳥屋

居平線に係るものであります。 

   次に、河川費、河川総務費で4,000円の減であります。 

   次に、都市計画費、下水道費で117万4,000円の減。支出見込みによる減になります。 

   次のページです。 

   都市計画費の公園費、300万円の減でありますが、設計委託料の減300万円でありますが、

ここにつきましても事業の見直しによる減になってまいります。 

   次に、住宅費、公営住宅管理費については財源補正であります。 

   次に、消防費、消防費、非常備消防費で31万8,000円の減。支出見込みによる減でありま

す。 

   消防施設費については財源補正であります。 
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   防災費について20万2,000円の減でありますが、額の確定によるものであります。 

   広域消防費で217万3,000円の減。これは負担金の額の確定によるものです。 

   次のページをお開きください。 

   教育費、教育総務費、事務局費で435万5,000円の増でありますが、ここにつきましては、

地方創生に係る小中学校の読書活動推進事業による経費についての補正であります。 

   教員住宅管理費で７万7,000円の増でありますが、修繕費であります。 

   次に、小学校費、柳津小学校管理費で18万4,000円の増。ここについても学校の修繕費に

なります。 

   次のページです。 

   柳津小学校教育振興費で24万3,000円の減。額の確定によるものです。 

   西山小学校教育振興費で20万3,000円の減で、額の確定によるものです。 

   次に、中学校費、柳津中学校管理費で101万8,000円の減。ここについては危険樹木伐採の

額の確定によるものです。 

   柳津中学校教育振興費で52万3,000円の減。支出見込み及び額の確定による減であります。 

   西山中学校教育振興費で22万円の減。ここも額の確定による減であります。 

   次に、社会教育費、社会教育総務費で319万9,000円の減で、主な内容につきましては、社

会教育指導員報酬で不在によるものであります。 

   次のページをお開きください。 

   公民館費で52万6,000円の減。支出見込みによる減であります。 

   文化財管理費、200万8,000円の減。支出見込みによる減になってまいります。 

   次のページ、美術館事業費で11万9,000円の減。支出見込みによる減であります。 

   次に、保健体育費、保健体育総務費で31万3,000円の減。支出見込みによる減であります。 

   学校給食費で668万円の増。増の主な内容につきましては、地方創生事業による学校給食

費の２分の１を助成させていただく内容であります。 

   運動公園管理費で４万2,000円の増であります。これは支出見込みによる増になってまい

ります。委託料の中に伐採委託料41万5,000円がありますが、テニスコート付近にあります

支障木についての伐採であります。 

   次のページをお開きください。 

   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、それから現年林業施設災

害復旧費については、財源補正になります。 
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   次に、公共土木施設災害復旧費、現年公共土木災害復旧費についても、財源の補正になっ

てまいります。 

   次のページですが、予備費、予備費、予備費で5,417万1,000円の減になります。 

   59ページをお開きください。 

   議案第２８号「平成２６年度柳津町土地取得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14万3,000円とするものであります。 

   64ページをお開きください。 

   歳入でありますが、財産収入、財産売払収入、不動産売払収入で1,350万円の減というこ

とで、ここにつきましては住宅団地土地の売払収入の減であります。 

   次のページです。 

   歳出でありますが、団地造成費、宅地造成費、宅地造成費で50万円の減。 

   それから、繰出金、繰出金、繰出金で1,300万円の減によるものです。 

   次のページです。 

   議案第２９号「平成２６年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算（第４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1,615万8,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億7,983万8,000円とするものです。それから、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345万2,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ7,819万円とするものであります。 

   72ページをお開きください。 

   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19万

3,000円の増。 

   国庫支出金、国庫負担金、療養給付費負担金で783万6,000円の増。高額医療費共同事業負

担金で79万2,000円の減。 

   次に、国庫補助金、財政調整交付金で11万2,000円の増。 

   次のページです。 

   県支出金、県負担金、高額医療費共同事業負担金で79万2,000円の減。 
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   次に、療養給付費交付金、療養給付費交付金、療養給付費交付金で889万8,000円の減。 

   前期高齢者交付金、前期高齢者交付金、前期高齢者交付金で４万4,000円の減。 

   共同事業交付金、共同事業交付金、高額医療費共同事業交付金で353万3,000円の増、保険

財政共同安定化事業交付金で225万6,000円の増であります。 

   次のページをお開きください。 

   財産収入、財産運用収入、利子及び配当金で8,000円の増。 

   繰入金、繰入金、一般会計繰入金で274万6,000円の増。 

   次のページです。 

   基金繰入金、保険給付費支払準備基金繰入金で1,000万円の増になってまいります。 

   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、一般管理費で９万4,000円の減で、支出見込みによる減であります。 

   次に、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で2,640万7,000円の

増でありますが、医療費の増に伴うものであります。 

   それから、一般被保険者特定療養費、一般被保険者療養費、一般被保険者特別療養費につ

きましては、財源補正になります。 

   次のページです。 

   退職被保険者等療養諸費、退職被保険者等療養給付費で731万9,000円の減でありますが、

支出見込みによる減であります。 

   次に、退職被保険者等療養費で６万1,000円の減でありますが、支出見込みによる減であ

ります。 

   次に、一般被保険者高額療養費、一般被保険者高額療養費で128万8,000円の増。支出見込

みによる増であります。 

   一般被保険者高額介護合算療養費については、財源補正であります。 

   次に、退職被保険者等高額療養費、退職被保険者等高額療養費で209万8,000円の減。支出

見込みによる減であります。 

   次のページをお開きください。 

   出産育児諸費、出産育児一時金で84万円の減でありますが、支出見込みによる減でありま

す。 

   次に、葬祭諸費、葬祭費で12万円の増。支出見込みによる増であります。 
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   次に、後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等で２万3,000円の

増でありますが、支出見込みによる増であります。 

   前期高齢者納付金、前期高齢者納付金、前期高齢者納付金で3,000円の増。支出見込みに

よる増であります。 

   次のページですが、介護納付金、介護納付金、介護納付金で３万1,000円の減。支出見込

みによる減であります。 

   共同事業拠出金、共同事業拠出金、高額医療費共同事業拠出金で316万6,000円の減。支出

見込みによる減であります。 

   保険財政共同安定化事業拠出金で25万1,000円の増。支出見込みによる増であります。 

   次に、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69万7,000円の減。

支出見込みによる減であります。 

   次のページをお開きください。 

   80ページ、保健事業費、疾病予防費で７万円の減。支出見込みによる減であります。 

   諸支出金、繰出金、繰出金で26万9,000円の増。 

   予備費、予備費、予備費で217万3,000円の増であります。 

   85ページをお開きください。 

   施設勘定の歳入であります。 

   診療収入、外来収入、内科国民健康保険診療報酬収入の収入でありますが、97万円の減、

内科社会保険診療報酬収入で59万円の減、内科後期高齢者診療報酬収入で40万円の減、内科

一部負担金収入で18万円の減であります。 

   繰入金、繰入金、一般会計繰入金で158万1,000円の減、特別会計繰入金で26万9,000円の

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。 

   総務費、施設管理費、一般管理費で52万9,000円の減でありますが、額の確定による減で

あります。 

   次に、医薬費、内科医薬費、医薬用消耗器材費で18万9,000円の減、それから医薬用衛生

材料費で273万4,000円の減でありますが、支出見込みによる減であります。 

   次のページです。 

   議案第３０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４号）」であり
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ます。 

   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ24万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ5,180万8,000円とするものです。 

   92ページをお開きください。 

   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67万4,000円の

増、見込みによる増であります。 

   繰入金、一般会計繰入金、保険基盤安定繰入金で43万3,000円の減であります。 

   次のページをお開きください。 

   歳出でありますが、広域連合納付金、広域連合納付金、保険料等負担金で24万6,000円の

増。見込みによる増であります。 

   予備費、予備費、予備費で5,000円の減であります。 

   次のページです。 

   議案第３１号「平成２６年度柳津町介護保険特別会計補正予算（第３号）」であります。 

   既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,193万9,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４億5,156万5,000円とするものです。 

   99ページをお開きください。 

   歳入でありますが、保険料、介護保険料、第１号被保険者保険料で14万3,000円の増。 

   分担金及び負担金、負担金、負担金で7,000円の減。 

   国庫支出金、国庫負担金、介護給付費負担金で417万5,000円の減であります。 

   次のページをお開きください。 

   国庫補助金、調整交付金で92万2,000円の減。 

   支払基金交付金、支払基金交付金、介護給付費交付金で991万7,000円の減。 

   県支出金、県負担金、介護給付費負担金で186万6,000円の減。 

   財産収入、財産運用収入、利子及び配当金で3,000円の増。 

   次のページに入ります。 

   繰入金、一般会計繰入金、介護給付費繰入金で314万5,000円の減、その他一般会計繰入金

で205万3,000円の減であります。 

   次のページをお開きください。 

   歳出であります。 
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   総務費、総務管理費、一般管理費で204万8,000円の減。支出見込みによる減であります。 

   介護認定審査会費、介護認定調査等費で１万2,000円の減。 

   保険給付費、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費で162万5,000円の増。 

   施設介護サービス給付費で2,069万3,000円の減。 

   次のページになります。 

   居宅介護福祉用具購入費については財源補正になります。 

   居宅介護住宅改修費で52万円の減。 

   居宅介護サービス計画給付費で19万3,000円の増。 

   地域密着型介護サービス給付費で503万3,000円の減でありますが、見込みによる減であり

ます。 

   次に、保険給付費、高額介護サービス等費、高額介護サービス費は、財源補正であります。 

   高額医療合算介護サービス費で61万2,000円の減。 

   次のページをお開きください。 

   特定入所者介護サービス等費、特定入所者介護サービス費、それから特定入所者介護予防

サービス費については、財源補正になります。 

   次に、介護予防サービス等諸費、介護予防サービス給付費、介護予防福祉用具購入費、介

護予防住宅改修費、介護予防サービス計画給付費の４つにつきましては、財源の補正になっ

てまいります。 

   次のページです。 

   その他諸費、審査支払手数料につきましても、財源補正になります。 

   地域支援事業費、介護予防事業費、二次予防事業費で５万円の減、一次予防事業費で16万

1,000円の減、見込みによる減であります。 

   基金積立金、基金積立金、介護給付費準備基金積立金で3,000円の増であります。 

   次のページをお開きください。 

   予備費、予備費、予備費で549万7,000円の増であります。 

   115ページをお開きください。 

   議案第３２号「平成２６年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）」です。 

   既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ175万4,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億8,417万8,000円とするものであります。 

   118ページをお開きください。 
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   地方債の補正になりますが、柳津簡易水道統合整備事業でありますが、1,470万円とする

ものであります。これについては辺地債の該当に伴うものであります。 

   121ページをお開きください。 

   歳入であります。 

   分担金及び負担金、負担金、加入負担金で51万9,000円の減。これについては６件の減で

あります。 

   使用料及び手数料、使用料、簡易水道使用料で120万4,000円の減。 

   次に、手数料、簡易水道手数料で３万2,000円の減。 

   財産収入、財産運用収入、利子及び配当金で1,000円の増。 

   次のページでありますが、繰入金、繰入金、一般会計繰入金で270万円の増。 

   町債、町債、簡易水道事業債で270万円の減。これにつきましては、先ほどの辺地債、第

二次の要望該当のための減であります。 

   次のページをお開きください。 

   歳出であります。 

   簡易水道事業費、簡易水道事業費、簡易水道事業費で99万9,000円の減。 

   簡易水道統合整備事業費で52万2,000円の減。ここにつきましても、支出見込みの減及び

確定によるものであります。 

   予備費、予備費、予備費で23万3,000円の減であります。 

   次のページです。 

   議案第３３号「平成２６年度柳津町下水道事業特別会計補正予算（第３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６万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ8,672万5,000円とするものであります。 

   129ページをお開きください。 

   歳入であります。 

   分担金及び負担金、負担金、加入負担金で51万8,000円の減。３件の減を見込んでおりま

す。 

   使用料及び手数料、使用料、公共下水道排水施設使用料で105万円の増でありますが、こ

れについては利用者の増加によるものであります。 

   次に、手数料、手数料で5,000円の減であります。 

   次のページをお開きください。 
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   財産収入、財産運用収入、利子及び配当金で2,000円の増。 

   繰入金、繰入金、一般会計繰入金で15万円の減。 

   基金繰入金、基金繰入金で36万円の減であります。 

   次のページです。 

   歳出でありますが、総務費、総務管理費、施設管理費で７万7,000円の減になってまいり

ますが、需用費で35万円の補正になってまいります。柳津浄化センター排水ポンプの水位計

の修繕費であります。 

   予備費、予備費、予備費で14万6,000円の減であります。 

   次のページです。 

   議案第３４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３号）」であ

ります。 

   ここにつきましては137ページをお開きください。 

   歳入であります。 

   分担金及び負担金、負担金、加入負担金で17万2,000円の減でありますが、１件の減を見

込んでおります。 

   使用料及び手数料、使用料、林業集落排水施設使用料で３万円の減。 

   繰入金、繰入金、一般会計繰入金で20万2,000円の減であります。 

   次のページをお開きください。 

   歳出でありますが、総務費、総務管理費、施設管理費については財源補正であります。 

   以上で説明を終わります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   ここで休議といたします。 

   再開を11時15分といたします。（午前１１時０６分） 

○議長 

   では、議事を再開します。（午前１１時１６分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   これより質疑を許します。 

   １番、田﨑信二君。 
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○１番 

   37ページなんですが、農業振興費の中で、施設設置工事765万9,000円ほど減るということ

で、先ほどの説明ですと用地確保困難なためということでございまして、多分前回の説明の

中では、町有地を利用した施設を建てるというような話を受けたわけなんですが、どういう

経過でもって困難になっていたのか、簡単に説明を願いたいと思います。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   お答えします。 

   用地困難ということ、当初、国からの国道の払い下げということで、町のほうに移管され

ているわけでしたので、その場所において当然町で建てるということでございました。その

土地につきましては、今、国土交通省のほうと立ち会いをするような形で進めております。 

   それで、事業といたしましては、工事請負費ということでありましたが、その団体が法人

になったために、工事請負ではなくて別な方向で補助金ということで考えたために減少とい

うことで、その分については金額を落とさせていただきました。 

   以上です。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   ちょっと説明が足りないような気もするんですが、はっきり言って、固有名詞を出しては

失礼なんですが、藤地区のソバ刈りの組合に対しての関係だと思うんですが、これのコンバ

イン等を入れるための施設の用地というふうに捉えてよろしいのでしょうか。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   そのとおりでございます。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 
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   そうしますと、今の課長の説明ですと、藤地区については法人化されたと。ですから、法

人化されても、ある程度町として助成して施設を建ててやるんだと。いろいろ話を聞いてみ

ますと、最初に予定した土地が今のような問題があって建てられないんだと。ですから、再

度新たな場所に用地を確保して施設を建てたいというような早急的な話が出ているわけなん

ですが、課長、そういう話は聞いていますか。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   内容についてはお聞きしております。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   あと、施設の関係と二、三いろいろ問題があったらしくて、機械等もかなり老朽化という

か、古くなってきているということで、今後やはり入れかえ等が必要だというような話も聞

いているんですが、その点については、町長、どういうふうに今後考えているのか、ひとつ

お願いしたいと思います。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   なお、詳しくは課長から申し上げますが、これも町のほうに農協から委託されたもので、

町で引き取ったものでありますので、これについては、法人の皆さんの中で売り上げから町

のほうに拠出してもらっております。そういった関係で、それらについては規定の補助金関

係の中で対応していくべきではないのかと、そのように思っています。 

   詳細については、課長から説明をさせます。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   内容につきましては、年次計画等を立てていただきまして、今新たになったばかりですの

で、会員の方の意見等を集約しながら今後進めてまいりたいと思います。 

○議長 
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   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   了解しました。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   私は何点かあるんですが、まず28ページのまち・ひと・しごと創生計画策定支援委託料と、

1,000万円上がっていますけれども、これはどういった内容の仕事を委託するのかと。恐ら

く地方創生の総合ビジョンについてのことかなと思うんですが、そうだとすれば、その内容

について検討委員会とか何かを設置してやるようなことを考えておられるのかどうかという

ことをまずお伺いしたいと思います。 

   それと、同じページで庁舎の管理費として、6,500万円の減額補正になっております。こ

れなんですが、１階部分のいわゆるふれあい館寄りの職員の通用口がありますが、あそこが

二重の自動ドアに変わっていたんですね。びっくりしたんですけれども、あんなことをする

必要があったのかと。全く私は必要性を感じていないんですけれども、それと、我々に説明

がなかったというふうに私は記憶をしております。あれをつけなかったらもっと大きな減額

ができたのではないかというふうに思いますので、その辺、町の考えをお聞かせください。 

   それと、33ページになります。保育所の防災の設備の整備事業ということで金額が上がっ

ているんですが、西山と柳津の保育所でかなり金額に開きがあるようです。同じ保育所で同

じ事業でもってこれだけの差が開くというのは、どういうことなのか。600万円については、

大型の遊具施設ということでありますけれども、備品費として上がっている金額も大きな開

きがあるので、この辺の違いをお伺いしたいということでございます。 

   それと、同じく33ページ、説明があったのかもしれません。私が聞き漏らしたのかもしれ

ませんけれども、臨時保育士の賃金560万円とありますけれども、これはどういったものな

のかということをお伺いしたいと思います。 

   それと、47ページの指定文化財の建造物保存修理補助金190万何がしの減額補正になって

いますが、これはどんなことが影響して、やらなくなったんでしょうけれども、どういう補

助金なのかということを説明していただきたいと思います。 

   次のページの学校給食費の中で、学校給食費の負担金として670万円上がっていますが、

この内容も説明いただきたいと思います。 



１４２ 

   そして、最後にきょうの民友、民放新聞にありましたけれども、源泉徴収の誤徴収という

ような、そういうふうにありました。今回の議会で補正をするという内容でしたが、どこに

その補正が反映されているのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   まず、28ページ、これは総務課長ですか。 

   総務課長。 

○総務課長 

   28ページ、企画費の中の委託料、まち・ひと・しごと創生の計画策定の支援委託料につい

てであります。 

   この委託の内容でありますが、総合戦略をつくると同時に、地方人口ビジョンを策定しな

ければいけないということになっております。町の人口ビジョンを策定して、それから町の

総合戦略を策定していくということになります。 

   これについては、中身につきまして人口動向の分析及び将来の推計をしていくものであり

ますが、この人口分析、それから推計に関する委託の部分、それからその内容につきまして

は分析・考察、そして住民意識調査の実施ということで、種類ごとに応じて住民の意識調査

をさせていただきたいということで、人口ビジョンのほうでは考えております。 

   それから、地方版の総合戦略、町の総合戦略でありますが、地域特性の把握等につきまし

ては、当然これは町職員が一番わかっているものですから、それ以外に関係機関団体等への

ヒアリング調査等々、それから総合戦略等に係る基本的事項の検討、これは国の総合戦略、

それから今後県が、10月をめどに策定をしているという以前の情報がありましたが、その総

合戦略を勘案して町の総合戦略を策定していくということで、かなり大きな作業になってま

いります。策定の基本主体は当然町で実施をいたしますが、その補助的な部分でのさまざま

な委託をここの中で考えております。 

   それから、この総合戦略をつくるのに委員会をつくるのかということでありますが、これ

は以前に町長がお答えしておりますが、町の振興計画審議会というようなものと、それにあ

わせて、その時代を生きていく若い人たちもあわせて考えるべきではないかという指示があ

ったところでありますので、それも踏まえて考えていきたいというふうに思います。 

   28ページについては、以上の内容であります。 

○議長 



１４３ 

   もう１件。28ページ、施設改修工事。 

○総務課長 

   28ページの庁舎管理費の6,500万円の減額、職員の通用口を二重にしなければもっと減額

できたのではないかと。（「二重でいいですけれども、自動ドアにしなければ」の声あり）

自動ドアにしなければもっと減額できたのではということでありますが、今回あそこを修繕

させていただいたのは、１枚当たりの扉の重さが100キロを超える大変重いものでありまし

た。それとあわせて、常にしっかりと閉じられているという状況と、今後これから職員が荷

物を持ったりさまざまな状況が想定されますので、そこの自動扉については当初入れておい

たんですが、説明の部分で漏れていたとすれば、またおわびをするしかないんですけれども、

結構使い勝手についてはよくなってきております。夜間の通用口になりますと、職員だけで

はなくてお客様についてもあそこの通用口を利用されるということも踏まえて、あわせて正

面玄関と同じような自動扉にさせていただきました。 

○議長 

   では、次に33ページの保育所関係について。 

   町民課長。 

○町民課長 

   これらについての最初の部分でありますが、33ページの柳津保育所の賃金関係等でありま

す。臨時保育士関係でありますが、これらについては職員１名が病休、それから産休という

ようなことになりまして、当初予算の中ですとわからなかった部分でありまして、その病休

と産休に伴うもの、それとまた、保育士の補充関係で臨時職員分の内容でこの金額を上げさ

せていただいているところであります。 

   あと、工事関係等の15、工事請負の施設の分でありますが、これらについては先ほど地方

創生の事業関係の先行型のほうで進めるというようなことで、新規遊具関係を柳津保育所等

に設置をしていきたいというような内容等であります。 

   それと、備品関係等であります。柳津保育所、西山保育所関係等の備品の違いというよう

なことであるわけですが、どちらも防災頭巾関係等を設置していきたいというような形を持

っています。西山保育所については、15名分の防災頭巾というようなことでの金額になって

おります。柳津保育所においては、以上児、未満児と合わせますと約110名ほど、27年度100

名を超える入所になる予定ですので、110名の防災頭巾等を買うというようなことで、その

金額等が上げられております。 



１４４ 

   そのほか、今回の地方再生の先行型の中で該当になる備品関係、若干柳津保育所のほうで

入れさせていただくというような内容等になっているわけであります。違いとしては、人数

の違いがどうしても柳津・西山保育所にありますので、西山保育所は27年度18名ですので、

この金額等の中にしていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長 

   では、次に47ページ、48ページ、教育費関係。文化財の管理費、学校給食費について。 

   では、公民館長。 

○公民館長 

   それでは、47ページの文化財関係、文化財管理費、負担金の関係でございます。 

   この197万8,000円の減額でございますが、国指定文化財、奥之院弁天堂の事業が26年度単

年度で実施予定でございましたが、入札業者が不況ということでおりませんでしたので、国

は26・27年度の２カ年度の事業ということで行うということで決定されまして、26年度につ

いては町の負担金を落として27年度に新たに新年度予算の中にとっております。そのために

26年度を減額しております。 

   なお、２カ年の継続事業ということでございますので、過日新年１月に再入札いたしまし

て入札業者が決定されまして、27年度６月30日が竣工日ということで決定されまして業者も

決定しております。そのために今年度おろさせていただきました。 

   以上でございます。 

○議長 

   次に、学校給食。 

   教育課長。 

○教育課長 

   学校給食の負担金補助なんですが、現在生徒数と児童数で、26年度の生徒数ですけれども、

251名おります。その生徒・児童数全体を対象にしまして、給食費の50％を補助するという

ような内容になっております。 

   以上であります。 

○議長 

   では、最後に総務課長のほうから、けさの新聞の追加徴収に関する内容について、答弁を

求めます。 



１４５ 

   総務課長。 

○総務課長 

   けさの福島民報、それから福島民友新聞に柳津町で源泉徴収漏れ138万円があったという

ことで報道をいただきました。これは以前にお知らせをしていた内容ではありますが、源泉

徴収漏れにつきましては、平成22年から平成26年までの５年間の内容であります。 

   これにつきましては、個人で事業を営んでおられる、資格としては不動産鑑定士とか建築

士という方々、一番最後に士がつくというものでありますが、その方々、個人の場合につい

ては、町が支払った委託料においても源泉徴収の対象になるということで、税務署からの指

導もありまして自主的に町が納付をする、町が納付をしていくという方向性をとらせていた

だきました。それに基づきまして、税務署から２月27日に加算税と延滞税の納付の通知が来

たわけです。 

   その内容につきましては、27ページの公課費の中に入っております。先ほどこの部分を細

かく説明しておりませんでしたので漏れてしまいましたが、延滞税で４万1,000円、それか

ら加算税で３万9,000円となってまいります。既に、この未徴収の源泉徴収につきましては、

町から委託料をお支払いした方がみずから納付をされたということでこの内容になっており

ます。その額の確定によりまして、この加算税と延滞税が確定をしたわけです。納付の通知

があった２月27日から１カ月以内に納付をしなければいけないということの内容であります。 

   若干、説明が漏れた分については、おわびをしていきたいと思います。 

   ここにつきましては、ほかの自治体にもかなり出ておりまして、新聞の報道のように、法

律の中では源泉徴収をしなければいけないという規定があったんですが、そこの解釈ができ

ていなかったということで、自主的に納付をしていくということで、加算税については一番

低い税率で加算税が課せられるということになります。これを放置しておいて、例えば調査

をされて納付をすることとなると、さらにこの税率が上がっていくということで、町として

は一番低い税率の中で今納付することが可能となったということで、今回この公課費の中の

延滞税４万1,000円、加算税３万9,000円ということで計上させていただきました。 

○議長 

   ここで、先ほどの保育所関係の町民課長の答弁について答弁漏れがありますので、再度町

民課長より答弁をいただきます。 

   町民課長。 

○町民課長 



１４６ 

   先ほどの33ページの賃金でありますが、先ほど説明した分と今回ゼロ歳児の保育というこ

とで充実を図るということでの賃金の増額、これも地方創生関係の実施ということであわせ

て進めたいというようなことでの増額になっております。 

   以上です。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   私は、町がつくらなければいけない大切な計画というのが幾つかあるわけです。振興計画

を初め、地域防災計画であるとか、今回の地方創生についてもそうだと思うんですが、そう

いう大切な計画を策定するに当たっては、極力やはり町民の皆さんの参加というものをさせ

ていただきたいというふうに常々私は言ってきております。 

   ですから、今回、地方創生の中で総合戦略と人口ビジョンということでつくるわけですが、

これはどんな小さな自治体でも各自治体でつくっていくということで、特性を出していかな

ければいけないということがやはりあると思うんですね。それで、国からもいろいろお手伝

いをする職員の方々もいらっしゃるようですが、ただ、全国の自治体をカバーできるほどの

人員というのはいないようであります。ですから、そういったコンシェルジュというんです

か、そういった方々の利用というのは早いうちからやっていただいて、極力コンサルとかそ

ういったところに投げる部分を少なくしていくという努力は必要なのではないかというふう

に思いますので、その辺の検討をよろしくお願いいたします。 

   あと、自動ドアについてですが、あればいいに越したことはないんですね。便利ですしね。

ただ、一般的な町民感情とかを考え合わせれば、私は到底必要ではなかったものではないの

かというふうに判断をしております。なお、その辺のお金の使い方というのは、難しいもの

があるでしょうけれども、十分検討の上やっていただきたい。我々に対する説明もしっかり

とやっていただきたいということを要望しておきたいと思います。 

   では、最後に源泉の漏れの件についてお伺いしますけれども、他の自治体でも結構あるこ

とだというようなお話でしたが、なかなかこういった形で新聞に出るというのは余り見かけ

ないです。今回のように柳津町はということで一自治体が出てきたわけですから、インパク

トとしては強いものがあったわけです。 

   まず、138万円をどのように徴収するのか。一旦柳津町でもって建築士の方から徴収をす

るような形をとるのか、既に払ってあるのかも含めてお聞きしたいと思います。 



１４７ 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   昨年の10月に国税庁からの通知がありました。こういう委託料を支払っているものがあれ

ば調査をしてくださいということで、調査をして会津若松税務署に報告をしたわけです。そ

れと同時に、町がその情報を集めまして、どういう方が該当するかということで絞っていっ

た結果、今新聞に出ている職業の方が該当したということで、そのご本人と話をさせていた

だいて。やり方はいろいろあるんですが、例えば他の自治体ですと、町が一旦支払いをして、

それからそのご本人が所得税の更生請求をして、国税庁から一旦還付をすると。還付を受け

てそれを再度町に入れるというやり方と、あるいは直接納付という形がありますが、柳津町

につきましては、直接納付をしていただいて、そこに対する加算税については当然町がお支

払いをするという形をとらせていただきました。ということで、既に納付はされて、延滞税、

加算税が確定された内容になっております。 

○議長 

   よろしいですか。ほかに。 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   それでは、私も何点かお尋ねします。 

   まず、28ページの後継者緊急対策の中で、後継者対策業務委託料300万円と。これは、地

方創生の先行型で婚活だというような説明がありましたが、具体的に婚活の業務委託とはど

のようなものを考えておられるのか、まずお伺いしたいと思います。 

   それから、41ページの観光費の中の公有財産購入費でマイナス933万円、これは土地・建

物購入費で933万円減額されておりますが、これは推測するところ、柳津町の駅に観光案内

所を移転するというようなところで、それがだめになったという話は全協の中でも聞きまし

たが、観光案内所をあそこに持っていくというようなことで明確にこの予算をとって、しか

しだめになったからということで、もう少し丁寧な、なぜだめになったのか、ＪＲとの打ち

合わせがどのようでだめになったのか、当初はどのような計画だったのか、これをやはりも

う少し説明願いたいと思うんですが。きょうは時間がないものですから、これは後でも結構

ですから、しっかりした、当初の見込みが甘いのではないかという思いがいつもしているわ

けなんですが、この内容等について説明願いたいと思います。 



１４８ 

   それから、42ページの道路新設改良費の中で4,789万6,000円、この減額については３路線

ほどの道路の減額だと。その中で、八坂野大野線補助事業で、これは減額になっていると。

これは最終的に、確定だと言っておりますが、当初予算で5,000万円程度の予算があったと

思うんです、補助事業として。これらについて事業費が幾らになったのか、26年度の予算が。

そして、この事業は、無論３分の２ほどの補助で、残りは辺地債を使って、余り一般負担は

ない事業だと思うんです。やればやるほど早く進む、あそこの中からこれからまた仕事にか

かるものですから、なぜこれを減額されたのか。最終的に幾らになったのか、まずお伺いし

たいと思います。 

   それから、48ページの学校給食費負担金、先ほど678万円は２分の１で町が負担するよう

にするというような答弁がありましたが、これは26年度の分からもう減額していくと。27年

度はもちろん当然同じような金額、人数によって違うと思うんですが、おおむねこのような

金額を人数に合わせて上げていくと。これは26年度分としてなのか。この予算は26年度分な

のか、27年度分なのか、それだけお尋ねしたいと思うんですが。26年度分については、既に

金を集めていると思うんです。ですから、これは27年度分なのか、26年度予算であっても27

年度分なのかということをお尋ねしたかったんですが。 

   それから、ちょっと戻って申しわけないですが、観光費の中で、41ページなんですが、映

画プロジェクト実行委員会補助金と。これは500万円ということで地方創生の先行型を400万

円充当して「ジヌよ、さらば」のＰＲ事業に使うんだと。これは全額明許繰越をかける予定

で、27年度の中で使うというような予算だと思うんですが、500万円をどのような、予算を

とる以上は何か計画、目的があると思うんですが、27年度でどのような使い方をするのか、

これらについてお尋ねしたいと思います。 

   以上です。 

○議長 

   それでは、まず教育課長のほうから学校給食の負担金について答弁を求めます。 

   教育課長。 

○教育課長 

   この事業につきましては、地方創生の先行型ということで、26年度に予算を繰り越して27

年度事業実施ということになります。積算の根拠としたのは、26年度の生徒・児童数を根拠

としております。 

   以上です。 



１４９ 

○議長 

   では、次に28ページ、婚活という部分の300万円について。 

   町民課長。 

○町民課長 

   後継者対策事業関係等であります。今回のこの分についても地方創生の先行型というよう

なことでの内容等であります。いろいろメニュー等がありまして、その中で後継者対策事業

等にも使えるというようなことで、今、町民課のほうで結婚適齢期関係の資料等もいろいろ

つくっておりまして、年間の結婚者数も大変少なくなっておりまして、前ですと農業委員会

等で行っていた分があるんですけれども、町としてもこれらの対策に乗り出していこうとい

うような考え方で今進めております。 

   近いところでは、金山さんの先般やっていた内容を聞かせていただいて、これらについて

と桑折町の部分もちょっと聞かせていただいた中で今進めているところであります。 

   今回、委託関係等にするという内容等についても、やはり金山さんの内容を見てみますと、

業者、報道機関関係等の部分でありますが、そちらのほうでいろいろ放送で流していただい

て人数を集めて、その中で１つの会場の中で婚活をしていくというような形であります。ま

だ詳細までなっておりませんが、今、町民課の内部でお話をしながら課長会のほうでかけて

いろいろ、27年度中に実施をしていきたいというような考え方で今回予算をとらせていただ

いた分であります。 

   以上です。 

○議長 

   では次に、41ページについては観光費、933万円の減額についてということで、これは。 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   これにつきましては、25年１月に観光協会とまちづくり検討委員会ということで、ＪＲ、

会津柳津駅を購入して、それについて観光協会としても使いたいという申し入れがあって予

算化されたものであります。 

   昨年までですと、ＪＲ東日本の東北支社の総務課のほうで買収については大丈夫だよとい

う話をお受けしまして、26年５月にＪＲ仙台支社に行ったところ、購入に関しての具体的な

協議の前に、現在今ＪＲ只見線が運行している状態でございますので、そこの現場を確認し

たい、現場が先だということで、それから協議がございました。 
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   秋口、10月にＪＲ東日本の仙台支社で視察ということで現場確認をしたところ、観光協会

も同席の中で、どのような使い方をしたらということで、当然ＪＲの線路、ホームについて

はＪＲの管理するものでありますし、町として使いたい、観光協会で使いたいという敷地の

区切り、境界をしっかりしないと、何か事件があったり事故が起きた場合には大変困るとい

うことで、そういう観光協会の要望とＪＲとしてここまで、当然今は走っていますので、線

路の機械等につきましてもＪＲとしても引けない部分がございました。それについて屋根ま

で、縁切りという形でそこまでがＪＲ分でこっちに来た分は観光協会分だということまで協

議していただきまして、改修費がどのぐらいかかるかということで提案していただきました。 

   その後、まちづくり検討委員会、観光協会でも臨時役員会を開いていただきまして、観光

協会としてどういうふうにしたらいいかということの検討を重ねた結果、駅に行くことは断

念するということで、今現在ある柳津観光協会の改修ということでお話がありました。それ

に基づきまして、まちづくり検討委員会と観光協会という連名で再度、町長に観光協会の改

築ということでＪＲ柳津駅の改修については断念したいということの申し入れがあったとこ

ろでございます。 

   以上です。 

○議長 

   続いて、映画プロジェクト実行委員会補助金の内容について。 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   大変申しわけございません。今手元に資料がなかったものですから、調査をしてお答えし

たいと思います。 

○議長 

   では次に、42ページの道路新設改良費の関係ですけれども、これは。 

   建設課長。 

○建設課長 

   42ページの道路新設改良費の八坂野大野線につきましてお答えいたします。 

   八坂野大野線につきましては、国の交付金事業で行っております。交付金につきましては、

道路整備事業の交付金を受けております。その交付金につきましては、八坂野大野線と五畳

敷大成沢線を合わせた形の交付金を受けておりますが、国の内示額がこちらで申請した額の

60％の内示になっております。ということは、大体半分程度しか補助がついておりません。
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そのため、八坂野大野線、実際今繰り越しで事業をやっていることもありますけれども、結

局事業費がつかなかったということで、全額、五畳敷大成沢線の工事のほうに回しておりま

す。その関係で今回、八坂野大野線の工事費はゼロとなっております。 

   事業費といたしましては、補正前4,100万円ほどの八坂野大野線の事業費がございました。

補正後につきましては、168万4,000円の事業費となります。 

   以上です。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   内容については理解しましたが、まず、映画プロジェクト実行委員会の補助金500万円は、

やはり予算をとるときには算出根拠があると思いますので、これは何に使うかをやはり、た

だつかみ勘定で500万円というのはやっぱりなかなか、あり得ない話ではないかと思います

ので、やはり明確にしていただきたいと思います。これは後でいいですが。 

   そして、八坂野大野線の町道改良整備についても、今、県のほうではものすごく明許繰越

が厳しくなっております。繰り越しは認めないのが原則になってきていると思うんです。こ

れは私、県の職員から聞いた話なんですが。やはり実施体制をできるだけ、内示が少なかっ

たというのでしようがないとは思うんですが、やはり町長も施政方針の中で、八坂野大野線

あるいはほかの町道、インフラの整備についてかなり重点、ことしの施政方針の中で話して

いることですので、やはりこれは予算の獲得にぜひ努めていただきたいと。これはもう全体

的においては、国のほうの言い分では今はチャンスなんだというような言い方も聞いており

ますので、これはぜひ進めていただきたいと思います。今、人夫、資材とか、あるいは施工

能力等の問題もいろいろあるとは思うんですが、これらについては業者側ばかりについてい

ることもできませんので、これは町としてぜひやっていただきたいと。八坂野大野線ばかり

ではないんですが、これはひとつよろしくお願いしたいと思います。 

   それから、先ほど総務課長から今の小林議員の質問に対して、それは確かに全協のときに

もそういう話をお伺いしましたが、どうも私、聞いておりますと、全協のときの説明と今の

この新聞についての内容とは、かなりの開きがあるような気がしますが、金額、あるいはそ

の内容等について。 

   例えば、私が全協の中でお尋ねしましたのは、これは設計委託等もあるのではないか、も

っといっぱいあるのではないかと言ったら、設計委託ではないんだというような、総務課長
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が明確に指定したような気もするんですが、その辺は、きょうの新聞を見ましてびっくりし

たんですけれども、私たちはあの当時、私は設計委託ではなくていわゆる不動産鑑定士とか

司法書士とか、武士の士のつくものだとはもちろん説明はありましたが、そのようなイメー

ジを受けるような説明であったような気もするんですが、これは私たちの説明の聞き方の間

違いなのか、なお改めてお伺いしたいと思うんですが。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   議会全員協議会で説明をさせていただいたときには、源泉徴収税の未徴収がおよそ130万

円ほどでありますということで説明をさせていただきました。そこの中で、不動産鑑定士、

建築士等の一番最後に武士の士がつく職業でありますと。そこには建築士も当然入ってきま

すので、設計委託で該当しないのは、法人にお願いをした設計委託等については源泉徴収の

対象にはならないと。個人の事業主の方で委託を受けている方については対象になる、そこ

の中で説明をさせていただきましたが、源泉徴収税額はおよそ130万円を超えるであろうと

いうことでの説明であったと自分の中では記憶をしておりますので、ご理解をいただきたい

と思います。（「結構です。わかりました」の声あり） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   ここで暫時休議といたします。 

   再開を午後１時といたします。（午後０時０４分） 

○議長 

   それでは、議事を再開します。（午後１時００分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   質疑の前に、総務課長並びに地域振興課長より答弁がございますので、最初に総務課長の

ほうから。 

   総務課長。 

○総務課長 

   先ほど横田議員の質問の中で、公課費の中にあります加算税、延滞税について全協で説明

をしたかということで、前段の説明は合っていましたが、１月20日でしたので、まだ延滞金



１５３ 

の額の確定をしておりませんでしたので、私の手持ち資料をもって、私の頭の中で130万円

程度という説明をしたというふうに記憶をしておりましたが、現実に今10分ぐらいの中で探

してみたんですが、その言葉がなかったということで、法人は該当しませんということで説

明が終わっておりました。その後のご質問のほうには答えていたんですが、130万円相当で

あるということについては発言をしておりませんでしたので、ここで訂正をさせていただき

たいと思います。 

○議長 

   続いて、地域振興課長。 

○地域振興課長 

   41ページの先ほど横田議員からありました誘客プロジェクト事業補助金219万円と映画プ

ロジェクト実行委員会の500万円の補助ということでお話しいたします。 

   ことしもやっておりますが、柳津町の冬のやないづ得！得！キャンペーンということで、

柳津温泉、西山温泉の宿泊客にお１人様商品券2,000円、１グループ10名までということで

やっておりましたので、それにつきましても今年度同じような形でやらせていただきたいと

思っています。 

   また、県外からお越しのお客様に対して交通費を補助するということで、５名以上のグル

ープには１万円、10名以上のグループに２万円ということでやると考えております。 

   また、柳津駅から西山温泉まで無料バスで送迎しますということで、そのものについての

柳津町の宿泊施設への誘客促進を図るための事業でございます。 

   また、500万円の映画プロジェクト実行委員会の中身につきましては、ジヌの物々交換と

いうことで、映画館で発行されたチケットの半券を提示して柳津町に来ますといろんな物産

品と交換ができるということ、あとはかむろば瓦版ということで、また同じように今後費用

をかけるような予定でございます。あと、ロケ地巡回バス運行ということで、ロケ地週末・

休日運行を考えております。あと、イベント時のジヌに出ていただきました俳優さんたちを

呼ぼうということで考えております。その他、ロケ地の整備、修繕、ＰＲ経費がございます。

それにつきましては、ジヌよ、さらば映画プロジェクト実行委員会と協議しながら進めてま

いりたいと思っております。 

   以上です。 

○議長 

   それでは、議事を再開いたします。 
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   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   話はわかりましたが、総務課長のほうにありましたのは、結局８万円という金は損害賠償

的な金ではないとしても、これが一般財源、町の予算の中から８万円が出るということは確

実なわけですから、大げさに言えばこれは損失になると思いますので、その説明はきちんと

やはりするべきだろうと私は思います。 

   その経過についてはわかりましたが、ただ私が心配しますのはその設計委託等について、

総務課長は聞いていないと言われるかもしれませんが、私は設計委託等で該当するのではな

いか、これはもっといっぱい出てくるのではないかというような質問の仕方をしたんですが、

設計委託ではないというのを私は明確に、そのような記憶があるんですが、もうこれは水か

け論ですからそれは結構ですが、やはりもう少し内容等を。もうわかった段階で、これは１

月の全協でも２月の全協でも、そういったところできちんとやはりこういったものについて

は説明、我々は新聞を読んでから、あれ、これ何だろうと、どういうことなんだと、一般に

みんながそう思うような、我々の聞き方が悪いと言われればそれまでかもしれませんが、き

ちんともう少しこういったものについては、新聞記事のネタになるようなことについては、

説明願いたいと。これは、我々も町民の方からそういったことで必ず聞かれるんです。です

から、その説明を我々も、スポークスマンではないんですが、我々も説明できるように願い

たいと。 

   それから、先ほど地域振興課長の説明もありました。私は誘客プロジェクトについて聞い

たわけではなくて、映画プロジェクトについて、この500万円を明許繰越にかけてどのよう

な使い方をするんですかというような、繰り越しをかけて。27年度の予算で全額明許繰越を

かけて。そこらを聞きたかっただけの話であって、今聞きますと、何か映画館での引きかえ

券を渡すみたいな感じで、そして町から商品券ですか、何か物産か何かを引きかえて渡すと

いう今の説明だったんですが、それらについてもかなり、今ここでは具体的にそういう説明

もできないかもしれませんが、後からそういう具体的なことについてお聞かせ願いたいと思

います。 

   以上です。 

○議長 

   今申し上げられました500万円についての具体的な内容について、いつごろまでそれが完

成して公にできるのかということだと、地域振興課長、その辺の見通しはいかがですか。 
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   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今、４月に向けてロケ地マップ等の作成をしております。それにあわせて、ロケ地めぐり

バス等についても、４月から映画がオープンされますので、早急に早目にプランとそういう

運行ができるような計画を立てていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長 

   ほかにございませんか。 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   それでは、また何点かお伺いします。 

   まず、歳入からなんですが、19ページ、県支出金、県補助金の民生費補助金の中で、人工

透析患者通院交通費補助金が13万8,000円減額されているんですが、これは通う方が少なく

なってしまっているのか。あるいは、これを利用しないながらも透析に通っているのか。そ

の辺の透析患者数の状況も含めてお伺いをしたいと思います。 

   次に、22ページの財産売払収入の中の物品売払収入ですが、公用車処分売上ということで

253万円、これは何なのか教えてください。 

   次に、24ページの雑入の中の雑入の説明の雑入なんですが、毎年27年度も610万円ですか、

雑入の中の雑入の予算を上げてはあるんですが、上げてありながら、これは26年ですよ。26

年で233万円の雑入が減になっている。大体どんな雑入が雑入になるのか。電話代だとかそ

ういうのはほかにきちんと項目が上がっているわけですから、雑入の雑入の雑入というのは

何なのか教えていただきたいと思います。 

   次に、35ページ、予防費です。予防費の委託料で、またことしも残念ながら、毎年お伺い

はしているんですけれども、450万円弱、この委託料が減っているわけですけれども、毎年

私は必ずこの話をします。予防医療を徹底することが医療費の削減につながりますし、本人

はもとより家族も皆助かるわけですから、それに重点を置きながら、日程の問題なのか、告

知の問題なのかしっかりして、とにかく１人でも多く該当者には検診を受けてもらうことが

大事な政策だということで申し上げているんですが、またことしも、この段階でこれだけ減

額されたということは、もしかすると最終的に９月にはもっと、これで大体落ち着いたのか

もしれませんけれども、こういう数字が上がるというのは大変残念なことなんですが、その

原因をどのように分析されているのかお伺いいたします。 
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   次は、私が聞き逃したかもしれません。確認の意味で44ページ、都市計画の公園費の設計

委託料300万円が減になっている内容をお願いいたします。 

   済みません。ページが戻ってしまって恐縮ですが、28ページ、今何人かの議員の方も質問

したと思いますが、企画費の委託料のところのまち・ひと・しごと創生計画策定支援委託料

の委託先はどういう実績のある会社なのか。同じく、後継者緊急対策費の後継者対策業務委

託料というのは、どういうところにお願いして、先ほど何かテレビとかラジオとかそういう

ことを一緒に手がけているような業者だというふうにお伺いしたんですが、具体名をできれ

ば教えていただきたいと思います。 

   済みません、行ったり来たりしまして。よろしくお願いいたします。 

○議長 

   では、まず19ページから。19ページは人工透析の関係でございますが、これは。 

   町民課長。 

○町民課長 

   ただいまの19ページの部分でありますが、人工透析関係の交通費等であります。これらに

ついて、実績見込みで今出させていただいている分であります。透析患者等についても、毎

年若干ふえている状態で10名近くなってきているというようなことですので、これらについ

てもどういうふうに押さえていくかということもあるんですけれども、今回については実績

見込みの分で交通費を落としたというようなことになります。使わなかった分の内容です。

当初町で考えていた予算よりは使わなかったというようなことでの内容等でございます。 

○議長 

   続きまして、22ページの公用車処分売払収入について。 

   総務課長。 

○総務課長 

   22ページの財産収入の財産売払収入、物品の売払収入253万6,000円の補正であります。こ

こにつきましては、スクールバスの売り払い、買いかえのときのスクールバス、それから除

雪車、その２台分です。 

○議長 

   次に、24ページ、雑入の雑入について。 

   総務課長。 

○総務課長 
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   ここの233万9,000円の減につきましては、本年度光ファイバーの支障木の移転をする予算

を26年度でとっておりました。これは県道沿いにある電柱に共架している光ファイバーの移

転でありますが、これが県道柳津昭和線の湯八木沢地内という表示でいいと思うんですが、

あそこの復旧工事が27年度に繰り越しになるということで、そこの電柱移転が４月以降にな

ってしまうことから光ファイバーの移転ができなくなったために、歳出の分で予算を落とし

ております。それに合わせまして、移転をしますと収入として入ってくるわけなので、それ

ができなかったことによる歳入の減ということになります。 

○議長 

   あれは土砂崩れのところですか。（「はい」の声あり） 

   では、続いて35ページ、委託料。 

   町民課長。 

○町民課長 

   35ページの予防費関係等の委託料関係等であります。これらについても町のほうではいろ

いろ実施等進めているわけであります。基本健診、特定健診、結果健診、各がん検診等の内

容でありまして、これらについても町といたしまして春に８日間、秋に１日というようなこ

とで、秋の分については日曜日の期間を設けて実施をしているわけでありますが、これだけ

の金額がどうしても不要残となってしまった分があります。これにつきましては、町といた

しましても、予算等の中で国保関係等も含めて１人当たりの医療費も高くなってきておりま

す。高くなったり、低くなったりと毎年経過しております。本年度また若干高くなっている

分がありますので、これらについては十分町としても検討していきたいと思います。健診日

の予定等についても27年度以降も健診しやすい日程を策定しながら進めていきたいと考えて

おります。 

   以上です。 

○議長 

   では続いて、44ページの設計委託料の公園費。 

   建設課長。 

○建設課長 

   公園費の設計委託料につきましては、観光案内所の設計委託料でございます。当初、駅の

ほうに観光協会が移るということで、その費用も含めて検討しておりましたけれども、それ

が秋方になって最終的に観光案内所のところに観光協会が移らないでいるということになり
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ましたので、今回その設計委託料により解体費と基本設計分の委託料を見ております。その

残りの額を今回減額させていただきました。 

   以上です。 

○議長 

   最後に、28ページの後継者対策業務委託料について。 

   町民課長。もう少し詳細に説明を。 

○町民課長 

   これらについても地方創生関係等の中身であります。後継者対策関係等についても、町と

してもこれから取り組んでいかなければならない１つの大きな課題であります。若者が定住

できるようなまちづくりの中の一環といたしまして、これらの内容等を進めていきたいと考

えております。 

   今、業者のほうも何カ所かもらって検討している段階等であります。今回も地方創生の中

での最終版でどれを使えるかというので町のほうでもいろいろ検討した結果、これらについ

てもいろいろな施策の中で出てまいりましたので、町としてはこれを実施していきたいとい

うような考え方で進めております。これも２月の中ごろからようやく私のほうで調査が始ま

ったばかりですので、大変申しわけないですけれども大枠でとりましたが、今の内容からい

きますと、大体１回から２回はこういうふうな婚活を27年度の中で実施しながら進めていけ

ばというようなことで、（「委託先はまだ」の声あり）委託先はまだ決まっていません。２

社ほど今見積もりをとって手元にあるんですけれども、これらについてもよく、各町村で実

施している内容等もありますので、これらを検討させていただいたほか、課長会でもまだ出

しておりませんので、これらについても課長会の中で十分検討させていただいた中で町の考

え方を出して進めていきたいと考えております。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   ただいまの件について委託先はまだ決まっておりませんが、なかなか新しい仕事でありま

すので、全国展開をしている研究所であるとか、そういうところから現在見積書を徴取はし

ております。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 
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○７番 

   まずは透析のことですけれども、透析されている方も個人によって相当、半日は動けなく

なってしまう方や全然平気で行き帰り運転される方も、個人差があるのは伺っていますけれ

ども、何とかその人たちの経済的負担を少なくするような政策も含めて、例えばこういうお

金を有効に使ってもらうような優しい政策、弱者に優しい政策をぜひお願いしたいと思って

伺ったわけであります。 

   あと今ありました委託事業ですけれども、恐らくこれは、日本全国の自治体がなかなか人

不足あるいはそのノウハウがなくて、こぞってこういうところに委託を出すのではないかと

いうのは簡単に推察できるんですが、実は先月の東洋経済でしたでしょうか。今、要するに、

そういうのを当てにしたコンサルタントバブル、にわかコンサルタントがとにかくあっちの

成功事例、こっちの成功事例を継ぎはぎして提案して、ろくな結果も出ないで、いつの間に

かいなくなると。そういう方が相当出るだろうと。小さい自治体ほどそういう人材もいない、

ノウハウもない、情報もないということで、そういうことをもう雑誌で出ていたのを見まし

て、もしもこうなったら大変だと思って話をしたわけですけれども、そういう選択をすると

きにはもちろん実績も必要ですし、中身を本当に、具体性のある中身なのか、その婚活も本

当に今いろんなところでやっていますけれども、成功しているところと成功していないとこ

ろ、要するに、カップルになる率が本当に低いところとものすごく、半分以上上がっている

ようなところもあるんですね。ですからその辺を、せっかく使うお金ですから、結果の出る

ように。もちろん結果責任というのは我々には必ず伴うわけですから、その辺はしっかりと

対応していただきたいということで、これはお願いです。 

   もう一つ、聞き忘れたのがあります。よろしいでしょうか。 

○議長 

   はい。 

○７番 

   65ページで、これは下平の住宅の問題なんですけれども、結局ことしも売れないだろうと

いうことで全部減額補正をしているわけですけれども、我々もとにかく、売って、住んでも

らって、それは人口増、少子化対策にもなるわけですから、再三いろんな予算、決算でも必

ず触れてきているわけなんですが、今回こういうことになった自分たちなりの、課なりの反

省というか、どういうふうにこの結果を受けとめているのか、お伺いします。 

○議長 
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   建設課長。 

○建設課長 

   宅地造成につきましては、現在６戸が残っております。残っている場所についても、条件

的には幾らか悪いかとは思っております。今、ＰＲに努めておりますけれども、紹介といい

ますか、結局買いたい意向がある人は何人かいるみたいなんですけれども、なかなか実際契

約までは至っていないというのが現状であります。 

   今後とも早く売却できるような形で進めていきたいとは考えておりますけれども、いろい

ろ除雪関係でその土地が雪を押す場所になってしまっているとか、実際現地を見た際にそう

いう形で見ていて、いいのか何かと見に来る人はいるみたいなんですけれども、最終的に契

約までは至らないというような状況に今現在のところなっています。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   前の決算のときもたしか申し上げたと思いますけれども、ここ二、三年で柳津町の若い方

が２世帯でしょうか、坂下に家を建てられました。追跡調査をして、せっかく柳津町にいる

のに何で坂下だといったときに、坂下で実施した後継者定着何とか基金とか何か100万円あ

りましたよね。それがやっぱり柳津と坂下の差を分けたと。それだけではないんでしょうけ

れども、それは大きな選択する１つの条件だったということがありました。 

   家賃は確かに少し下げたわけですけれども、これ以上家賃を下げるというと、隣近所の

方々との整合性もとれませんから、直接地代を下げるのは無理かもしれませんけれども、違

った形で、前は柳津の業者を使うとどうのこうのだとかいろいろありましたけれども、そう

いう縛りよりも直接その投資額が少なくなるというのは、払う側にすればすごくやっぱりあ

りがたいことなんですよね。ですから、今回は空き家を壊すために何かほかの新たな予算も

ついているようですし、いろんな形で柔軟に、住んでもらうためにある程度平等性を保ちな

がらも違った形でバックアップすることによって建ててもらうというのは、１つの政策だと

思うんです。ですから、そういうことを考えながら、27年度に向けてもうちょっと。同じこ

とをやって、できませんでした、できませんでしたということがずっとここ10年続いている

わけですから、やっぱり目新しいことを少し考えて、やってみて失敗するのはしようがない

と思うんです。やりもしないで、できませんでした、できませんでしたでは、我々もやはり

町民に説明がつかないわけですよ。どうなってんだと言われたときに。だから、その辺はい
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ろいろ情報を収集しながら私はやるべきだと思いますので、これは答弁は要りませんけれど

も、27年の課題にしていただきたいと思います。 

   終わります。 

○議長 

   ほかにございませんか。 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   この補正予算の中には入ってはいないんですが、この前全員協議会のときに振興課長から

いろいろお話を伺ったんですが、現在のスキー場の今は営業はしていない、休んでおられる

わけなんですが、あそこにスノーモービルなり、圧雪車というんですか、大きい機械、ああ

いうものがあると思うんですが、そういうものをもし下げるのならば今なのかなと。雪があ

るうちなのかなと。そういうものに対してどのように考えておられるのか、それを伺いたい

と思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今現在は雪の中にありまして、まだスノーモービルが２台で圧雪車も１台ございます。そ

の点検等をしながら、どういうふうに使うかについては今後検討したいと思っております。 

   下におろすかどうかということは今考えてはおりますが、それについても今後どういうふ

うに活用するかを考えながらやりたいと思っています。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   おろすならばやっぱり雪のあるうちかなと。余計な心配かもしれませんが。でも、あのま

ま使わないなら山に置いておいて、町の財産なものですから、もし１年でも古くなればもう

どうなるかはっきりしているわけなので、処分なら処分、保管なら保管、そういうものをは

っきりして対応すべき、そのように思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長 

   ほかにございませんか。 

         （「質疑なし」という声あり） 
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○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りしてよろしいでしょうか。 

   では、お諮りいたします。 

   議案第２７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。 

   採決いたしますか。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   では、暫時休議いたします。 

   再開を１時40分ということで暫時休議いたします。（午後１時３２分） 

○議長 

   それでは、議事を再開いたします。（午後１時４３分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   お諮りいたします。 

   議案第２７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 

   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２８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。 

   お諮りいたします。 
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   議案第２９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。 

   お諮りいたします。 

   議案第３０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。 

   お諮りいたします。 

   議案第３１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。 

   お諮りいたします。 

   議案第３２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 

   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３３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。 
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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。 

   お諮りいたします。 

   議案第３４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 

   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 ９、議案第３５号「平成２７年度柳津町一般会計予算」 

   日程第１０、議案第３６号「平成２７年度柳津町土地取得事業特別会計予算」 

   日程第１１、議案第３７号「平成２７年度柳津町国民健康保険特別会計予算」 

   日程第１２、議案第３８号「平成２７年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算」 

   日程第１３、議案第３９号「平成２７年度柳津町介護保険特別会計予算」 

   日程第１４、議案第４０号「平成２７年度柳津町簡易水道事業特別会計予算」 

   日程第１５、議案第４１号「平成２７年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算」 

   日程第１６、議案第４２号「平成２７年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算」 

   日程第１７、議案第４３号「平成２７年度柳津町下水道事業特別会計予算」 

   日程第１８、議案第４４号「平成２７年度柳津町簡易排水事業特別会計予算」 

   日程第１９、議案第４５号「平成２７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。 
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   よって、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、議案第４３号、議案第４４号、議案第４５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、議案第３５号「平成２７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27年度一般会計予算で、歳入歳出予算の総額を35億2,000万円とするものであ

ります。 

   次に、議案第３６号「平成２７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。 

   本案は平成27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1,004万円とす

るものであります。 

   次に、議案第３７号「平成２７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27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６億

1,200万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7,650万円と

するものであります。 

   次に、議案第３８号「平成２７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27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5,070万円と

するものであります。 

   次に、議案第３９号「平成２７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27年度の介護保険特別会計予算で、歳入歳出予算の総額を５億4,900万円とす

るものであります。 

   次に、議案第４０号「平成２７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27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１億9,740万円
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とするものであります。 

   次に、議案第４１号「平成２７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27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380万円と

するものであります。 

   次に、議案第４２号「平成２７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27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8,840万円

とするものであります。 

   次に、議案第４３号「平成２７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27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8,640万円とする

ものであります。 

   次に、議案第４４号「平成２７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27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230万円とする

ものであります。 

   次に、議案第４５号「平成２７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27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500万円と

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をさせますので、よろしくご審議をお願いい

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） 

   それでは、説明をいたします。予算書の１ページをお開きください。 

   議案第３５号「平成２７年度柳津町一般会計予算」であります。 
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   第１条としまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35億2,000万円と定めるも

のであります。 

   第２条としまして、地方債につきましては「第２表 地方債」によるということになりま

す。 

   第３条としまして、一時借入金の借り入れの最高額は７億円と定めるということでありま

す。 

   ８ページをお開きください。 

   地方債でありますが、広域消防負担金事業（緊急防災・減災事業債）で2,160万円であり

ます。ほか20件でありまして、10ページをお開きいただきたいと思います。21件の合計額が

４億3,920万円であります。前年につきましては７億7,680万円でありました。 

   14ページをお開きください。 

   歳入であります。 

   町税、町民税、個人の町民税で9,297万2,000円、41万8,000円の増となります。法人につ

きましては、2,215万9,000円で、1,140万7,000円の増であります。 

   次に、固定資産税、固定資産税で２億2,968万7,000円、779万9,000円の減であります。対

前年度の減となります。次に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金で290万8,000円、21

万2,000円の増となります。 

   次のページをお開きください。 

   軽自動車税、軽自動車税で1,091万5,000円、130万円の増となります。 

   次に、町たばこ税、町たばこ税で2,491万5,000円、422万2,000円の減であります。 

   次に、入湯税、入湯税で223万6,000円で前年同額となります。 

   次のページです。 

   地方譲与税、地方揮発油譲与税、地方揮発油譲与税で1,700万円であります。 

   次に、自動車重量譲与税、自動車重量譲与税で3,800万円、300万円の減となります。 

   利子割交付金、利子割交付金、利子割交付金で41万8,000円、13万2,000円の減であります。 

   配当割交付金、配当割交付金、配当割交付金で17万1,000円、２万1,000円の増であります。 

   次のページをお開きください。 

   株式等譲渡所得割交付金、株式等譲渡所得割交付金、株式等譲渡所得割交付金で６万

5,000円、1,000円の減となります。 

   地方消費税交付金、地方消費税交付金、地方消費税交付金で3,950万円、150万円の増であ
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ります。 

   自動車取得税交付金、自動車取得税交付金、自動車取得税交付金で700万円、前年同額で

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50万円、同じく前年同額です。 

   次のページです。 

   地方交付税、地方交付税、地方交付税で18億3,000万円、2,000万円の減であります。 

   交通安全対策特別交付金、交通安全対策特別交付金、交通安全対策特別交付金で70万

8,000円、１万2,000円の減であります。 

   分担金及び負担金、分担金、農林水産業費分担金で310万円、107万5,000円の増でありま

す。教育費分担金で311万6,000円、284万1,000円の増であります。 

   次のページをお開きください。 

   負担金であります。総務費負担金で４万8,000円、民生費負担金で1,148万5,000円で13万

1,000円の増、衛生費負担金で9,000円、農林水産業費負担金で５万円、商工費負担金で１万

円、教育費負担金で28万6,000円であります。 

   次のページです。 

   土木費負担金についてはゼロになります。 

   使用料及び手数料、使用料、総務使用料で824万円であります。民生使用料で５万7,000円、

衛生使用料で1,000円であります。 

   次のページをお開きください。 

   土木使用料で2,706万7,000円、152万3,000円の増になります。教育使用料で581万9,000円、

58万7,000円の減であります。58万7,000円の減については使用料の減に伴うものであります。 

   次のページです。 

   手数料、総務手数料で236万円、土木手数料で12万8,000円、10万8,000円の増であります。 

   国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金で6,658万5,000円、350万円の増となります

が、障害者自立支援給付費負担金につきまして284万4,000円の増となっております。 

   次のページをお開きください。 

   衛生費国庫負担金で12万5,000円、災害復旧費国庫負担金でゼロであります。 

   次に、国庫補助金、総務費国庫補助金で1,239万9,000円、これは皆増になりますが、右に

記載してあります内容でマイナンバー制度が989万9,000円、危険空き家除却事業の補助金と

しまして250万円になります。 
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   次のページです。 

   臨時福祉給付金、それから子育て世帯臨時特例給付金給付事業でありますが、前年に対し

て臨時福祉給付金ですと909万4,000円の減となります。子育て世帯臨時特例給付金給付事業

補助金につきましては、358万3,000円の減となります。 

   衛生費国庫補助金で15万8,000円、17万8,000円の減となります。 

   土木費国庫補助金で8,094万5,000円、1,102万円の減となりますが、主な減につきまして

は、住宅費補助金1,750万円がなくなったためであります。 

   消防費国庫補助金について1,047万2,000円で皆増でありますが、防火水槽の整備事業４基

分でございます。 

   次に、教育費国庫補助金で18万9,000円、1,035万3,000円の減でありますが、ここにつき

ましては、スクールバスの購入及び指定文化財建造物の保存処理補助金の減によるものであ

ります。 

   次のページをお開きください。 

   総務費国庫委託金で16万8,000円、民生費国庫委託金で83万円であります。 

   次に、県負担金、民生費県負担金で4,651万9,000円、277万9,000円の増となりますが、２

節障害者福祉費負担金で163万3,000円の増となっております。同じく次のページであります

が、７節の保険基盤安定負担金で88万7,000円の増となっております。 

   衛生費県負担金で６万2,000円。土木費負担金で35万8,000円でありますが、ここは皆増に

なります。消雪電気料の負担金になります。 

   次に、県補助金、総務費県補助金で7,038万9,000円、1,035万7,000円の増になりますが、

ここにつきましては、総務管理費補助金で再生可能エネルギー導入等による防災拠点支援事

業補助金4,174万7,000円の増が主な内容であります。西山小学校の再生可能エネルギー導入

事業についてであります。 

   民生費県補助金で958万2,000円、44万6,000円の増であります。 

   次のページをお開きください。 

   衛生費県補助金で826万7,000円、120万円の減であります。主な減につきましては、放射

線量の低減化活動支援事業補助金で102万9,000円の減となっております。 

   農林水産業費県補助金で１億2,237万3,000円、8,413万7,000円の減となりますが、主な事

業は次のページの一番上になりますが、ふくしま森林再生整備事業補助金3,365万9,000円で

ありますが、１億263万4,000円の減となります。 



１７０ 

   商工費県補助金で1,872万8,000円、654万3,000円の減でありますが、ここにつきましては、

観光費補助金の中に前年度につきましては歳時記の郷・奥会津活性化事業補助金866万6,000

円がありましたが、皆減となっております。 

   土木費県補助金で73万5,000円。 

   教育費県補助金で160万6,000円、124万7,000円の減であります。主な減としまして、昨年

は指定文化財建造物保存修理補助金の補助金がここに入っておりました。皆減となります。 

   県委託金、総務費県委託金で1,364万6,000円、111万2,000円の減でありますが、主な減に

つきましては、次のページを見ていただきたいと思います。前年度につきましては県知事選

挙費の委託金が入っておりまして、その皆減によるものであります。 

   次に、衛生費県委託金で80万円。 

   土木費県委託金で1,749万9,000円、728万2,000円の増となります。ここの主な増につきま

しては道路橋梁費委託金、県道の除雪委託金で1,702万7,000円でありますが、前年度より

722万7,000円の増であります。 

   次に、教育費委託金で141万8,000円、124万5,000円の増でありますが、学校支援事業委託

金の124万5,000円の皆増であります。 

   次のページです。 

   財産収入、財産運用収入、財産貸付収入で396万円であります。利子及び配当金で128万

8,000円。 

   財産売払収入、不動産売払収入は存目であります。債券売払収入についても存目になりま

す。物品売払収入につきましては、先ほど補正予算にも出てまいりました除雪車、それから

スクールバスの売却分が今年度はなくなっております。 

   寄附金、寄附金、一般寄附金で340万円、300万円の増でありますが、ふるさと納税で310

万円の増を見込んでおります。教育費寄附金で２万円。 

   次のページをお開きください。 

   繰入金、特別会計繰入金、特別会計繰入金で940万2,000円、360万円の減でありますが、

住宅団地の土地売払収入を940万円と見込んでおります。360万円の減を見込んでおります。 

   基金繰入金、基金繰入金で5,198万円、３億9,373万4,000円の減でありますが、ここにつ

きましては、昨年公共施設整備基金繰入金１億8,000万円、それから国際交流基金の繰入金

1,081万3,000円の皆減となっております。 

   次のページです。 
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   繰越金、繰越金、繰越金で4,500万円であります。 

   次に、諸収入、延滞金加算金及び過料、延滞金で４万6,000円であります。 

   町預金利子、町預金利子で13万1,000円となります。 

   次に、貸付金元利収入で、信用保証協会貸付金元利収入で1,000万円、それから商工会貸

付金元利収入で300万9,000円であります。 

   次のページをお開きください。 

   奨学資金貸付金元利収入で60万6,000円であります。 

   諸収入、雑入、滞納処分費で1,000円の存目です。弁償金で1,000円の存目になります。違

約金及び延納利息で1,000円、存目になります。 

   雑入で7,203万円であります。3,380万9,000円の増になりますが、これは次のページを見

ていただきたいと思います。まず、途中にあります美術館印刷物等販売収入で2,142万8,000

円を見込んでおります。前年対比582万7,000円の増を見込んでおります。それから、下から

３番目になりますが、海洋センター助成事業ということで、海洋センターの改修に係る助成

金であります。3,000万円の皆増となってまいります。 

   次のページをお開きください。 

   町債、町債、総務債で5,800万円、950万円の減であります。ここは新エネルギー導入補助

金の570万円の減になっております。 

   衛生債で2,080万円、880万円の増でありますが、大成沢・冑中簡易水道統合整備事業につ

いてであります。 

   農林水産業債で3,050万円、1,730万円の増になりますが、過疎対策事業債の中にあります

林道藤塩峯線の林道開設事業債として2,150万円が皆増となってまいります。 

   土木債で6,080万円、1,160万円の減になってまいります。主な減につきましては、町道鳥

屋居平線の整備事業債として昨年1,630万円でありましたが、本年については530万円となっ

ております。 

   消防債で4,450万円。 

   教育債で１億2,460万円、１億1,360万円の増となっておりますが、主なものにつきまして

は、柳津運動公園施設改修事業債、それから西山小学校施設改修事業債、斎藤清美術館施設

改修事業債であります。 

   次のページでありますが、臨時財政対策債で１億円、前年同額であります。 

   民生債ではゼロになりますが、４億5,230万円の減であります。特別養護老人ホームに係
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る皆減であります。 

   災害復旧債でゼロでありますが、200万円の減となります。 

   次のページをお開きください。 

   歳出でありますが、議会費、議会費、議会費で6,435万8,000円、286万4,000円の増となり

ます。主な内容につきましては、共済費につきまして対前年で248万5,000円の増となってま

いります。 

   次に、38ページですが、総務費、総務管理費、一般管理費で２億9,209万円、2,441万

4,000円の減であります。 

   次のページをお開きください。 

   主な減につきましては、人件費で829万6,000円、それから人事交流の負担金、県からの人

事交流でありましたが458万4,000円の減となっております。 

   41ページをお開きください。 

   文書広報費で1,114万3,000円、７万8,000円の減であります。 

   次のページであります。 

   財政管理費で4,974万6,000円、1,326万1,000円の増になります。増の主な内容としまして

は、委託料の中にあります新地方公会計制度の委託料になります。 

   次のページをお開きください。 

   会計管理費で151万8,000円。 

   次に、財産管理費で991万3,000円、316万5,000円の減でありますが、工事請負費542万

2,000円の減、昨年からの減となっております。ここの中にありますのは、委託料の中に復

興対策管理委託料378万円が入っております。 

   次に、企画費でありますが5,814万1,000円で、1,927万5,000円の増になります。主な増の

内容としましては、需用費にあります修繕費1,346万2,000円でありますが、ここにつきまし

ては光ファイバーの修繕になってまいります。 

   46ページをお開きください。 

   増の主な内容の２点目、３点目でありますが、空き家改修等支援事業補助金300万円、そ

れから危険家屋解体除却事業補助金500万円を計上させていただきました。 

   次に、支所及出張所費で377万6,000円であります。 

   次のページをお開きください。 

   交通安全対策費で165万5,000円、17万1,000円の減であります。 
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   次のページです。 

   後継者緊急対策費で50万円、10万円の減となります。 

   諸費で937万8,000円、440万4,000円の増でありますが、増の主な内容につきましては、防

犯灯設置事業補助金であります。ここにつきましては、現行の補助率60％を70％として、地

区に設置をしていただく内容になります。 

   土地利用計画策定費で５万円。 

   電算管理費で3,309万4,000円、715万5,000円の増になります。増の主な内容は次のページ

をお開きください。 

   増の主な内容につきましては、負担金補助及び交付金で計算センター負担金2,422万5,000

円で、706万4,000円の増になります。セキュリティ対策等、法改正に伴う内容であります。 

   行財政改革推進費７万6,000円であります。 

   庁舎管理費で1,395万1,000円、２億2,736万3,000円の減であります。主な減の内容につき

ましては、庁舎改修工事で１億8,479万6,000円の皆減、それから蓄電池設備設置工事で

3,143万5,000円の皆減になります。 

   次のページです。 

   町民バス管理費で2,942万2,000円、５万4,000円の減となります。 

   次のページをお開きください。 

   総務費、徴税費、徴税総務費で1,539万9,000円、47万6,000円の減であります。 

   次のページです。 

   賦課徴収費で2,130万7,000円、527万5,000円の増であります。増の内容につきましては、

次のページをお開きください。 

   53ページ、負担金補助及び交付金でありますが、計算センター負担金につきまして696万

3,000円の増となっております。 

   総務費、戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳費で1,432万9,000円、1,905万1,000円の

減でありますが、減の主な内容につきましては、戸籍総合システムの導入事業につきまして

26年度につきましては導入事業があったために増加をしておりました。 

   次のページです。 

   総務費、選挙費、選挙管理委員会費で612万5,000円、161万8,000円の増でありますが、増

の内容としましては職員の異動による人件費の増であります。 

   次のページをお開きください。 
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   町長選挙費で801万3,000円で皆増であります。 

   次のページです。 

   町議会議員選挙費で815万3,000円、ここにつきましても皆増であります。 

   次のページをお開きください。 

   農業委員会委員選挙費、662万円であります。ここにつきましても皆増であります。 

   次のページでありますが、県議会議員選挙費で700万円、ここにつきましても皆増となり

ます。 

   次のページをお開きください。 

   県知事選挙費でありますが、796万5,000円の皆減となります。 

   総務費、統計調査費、統計調査費で742万3,000円の減であります。 

   次のページですが、監査委員費、監査委員費で40万2,000円、前年同額となります。 

   次のページをお開きください。 

   61ページですが、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費で9,167万4,000円、2,164万2,000

円の減となっております。減の主な内容につきましては、生活再建支援の事業で1,613万

9,000円の減、それから臨時福祉給付金で1,088万9,000円の減となります。 

   63ページをお開きください。 

   老人福祉費で２億3,695万8,000円であります。５億7,517万4,000円の減でありますが、減

の主な内容につきましては、介護老人福祉施設整備事業で５億5,345万2,000円の減になりま

すが、64ページの負担金補助及び交付金につきまして後期高齢者医療給付費負担金で547万

4,000円の増になっております。 

   65ページをお開きください。 

   繰出金の中においても介護保険特別会計繰出金8,161万3,000円でありますが、1,216万

9,000円の増となっております。 

   国民年金費で331万9,000円、74万円の減であります。 

   障害者福祉費で7,458万5,000円、601万8,000円の増となってまいります。 

   67ページをお開きください。 

   児童福祉費、児童福祉総務費で34万1,000円、９万4,000円の増であります。 

   次に、柳津保育所運営費で１億399万3,000円、301万円の増になりますが、増の主な内容

につきましては、臨時保育士の賃金、それから修繕費等が主な増になっております。 

   70ページをお開きください。 
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   西山保育所運営費で2,115万1,000円、104万9,000円の増であります。 

   71ページを開いていただきたいと思います。 

   増の主な内容につきましては、需用費の中にあります修繕費であります。207万7,000円の

増となっております。 

   次のページです。 

   児童措置費で5,166万6,000円、391万3,000円の減でありますが、19節負担金補助及び交付

金で子育て世帯臨時特例給付金120万円でありますが、前年対比で358万円の減となっており

ます。 

   学童保育費で394万1,000円、８万4,000円の増であります。 

   次のページをお開きください。 

   母子福祉費で438万円、105万2,000円の減でありますが、減の主な内容につきましては、

子育て応援金につきまして77万円の減となっております。 

   次に、災害救助費、災害救助費で10万円であります。 

   衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費で2,902万2,000円、402万4,000円の減でありますが、

減の主な内容につきましては人件費の減となります。 

   次のページをお開きください。 

   予防費で2,595万1,000円、69万1,000円の減です。 

   次のページでありますが、環境衛生費で9,290万7,000円、600万4,000円の増であります。

増の主な内容につきましては、次の77ページの繰出金で簡易水道事業特別会計繰出金8,938

万8,000円でありますが、前年度に比較しまして694万3,000円の増となります。 

   母子保健費で1,609万4,000円、47万5,000円の減であります。 

   次のページです。 

   清掃費、塵芥処理費で1,514万1,000円、8,000円の増であります。 

   次のページをお開きください。 

   衛生処理費で2,541万1,000円、367万円の増になります。増の主な内容につきましては、

説明にあります滝原ごみ処理最終処分場管理費と広域圏の環境センターの負担金の増となっ

ております。 

   農林水産業費、農業費、農業委員会費で966万5,000円、５万6,000円の増であります。 

   次のページで、農業者年金事務費で24万2,000円、３万4,000円の減となります。 

   次のページをお開きください。 
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   81ページ、農業総務費です。422万8,000円で338万3,000円の増でありますが、増の主な内

容につきましては、委託料の339万9,000円、登記委託料になります。 

   次に、農業振興費で5,980万9,000円、143万8,000円の減でありますが、ここにつきまして

は、次のページの経営所得安定化推進事業補助金の減となっております。 

   次のページをお開きください。 

   83ページ、農地費でありますが、6,216万4,000円で、2,785万7,000円の増であります。増

の主な内容につきましては、委託料の中の復興対策管理委託料740万円の増となっておりま

す。次のページでありますが、負担金補助及び交付金の中の下から３番目でありますが、多

面的機能支払交付金事業負担金として1,958万2,000円の増となっております。 

   次に、地域農政特別対策事業費としまして857万2,000円、51万5,000円の減であります。

減の主な内容につきましては、次の85ページでありますが、負担金補助及び交付金の中で農

林水産物ＰＲ事業補助金の中で50万円が減となっております。 

   次のページです。 

   農村総合整備費で7,511万5,000円、75万4,000円の増になります。 

   国土調査費で488万5,000円、23万2,000円の減でありますが、減の主な内容につきまして

は、委託料、測量委託料の減となっております。 

   次のページをお開きください。 

   中山間地域等直接支払事業費で4,711万8,000円、4,000円の減であります。 

   次のページです。 

   林業費、林業総務費で324万6,000円、1,283万1,000円の減でありますが、26年度につきま

しては工事請負費が入っておりました。1,369万2,000円の工事請負費の減であります。 

   林業振興費で6,780万4,000円、１億800万5,000円の減でありますが、主な減の内容につき

ましては次の次のページをお開きください。委託料の中で間伐事業、計画策定業務、森林整

備業務委託、それから枝葉処理等業務委託がありますが、ここにつきましては、間伐事業に

つきましては216万円の減、計画策定業務につきましては5,691万9,000円の減、森林整備業

務委託については2,559万円の減、枝葉処理につきましては1,721万円の減でありまして、合

計で１億800万5,000円の減となります。 

   次のページをお開きください。91ページです。 

   林道費で3,485万1,000円、91万8,000円の増になります。 

   次に、林道維持費で1,044万3,000円、280万2,000円の減であります。減の主な内容につき
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ましては、昨年につきましては工事請負費、道路維持補修工事で350万円を計上しておりま

したが、その皆減に伴うものであります。 

   次に、水産業費、水産業振興費で58万円。前年同額であります。 

   次に、商工費、商工費、商工振興費で6,067万3,000円、1,721万3,000円の減でありますが、

減の主な内容につきましては94ページになります。94ページの中で、事業復興再開支援事業

補助金281万6,000円を計上しておりますが、718万4,000円の減となっております。同じく、

やないづ福満商品券補助金で1,000万円ということで、地方創生の先行型の補正に入れさせ

ていただきまして1,000万円の減となっております。 

   次に、観光費で9,527万5,000円、331万5,000円の減であります。減の主な内容であります

が、ここにつきましては96ページをお開きください。観光費の中の主な減につきましては、

96ページの委託料の中の減であります。161万5,000円が減となっておりますが、松くい虫の

防除、それから桜の樹木の撫育委託、あわせて250万円の減となっております。それから、

工事請負費につきましても692万1,000円の減となっております。それから、昨年はここに公

有財産の購入費、933万円が入っていたところです。 

   次に、98ページをお開きください。 

   土木費、土木管理費、土木総務費で3,026万1,000円、2,000円の増であります。 

   次のページをお開きください。 

   防雪サブセンター管理費で46万円、1,000円の減であります。次に、道の駅管理費で129万

8,000円、36万3,000円の増になりますが、委託料で34万3,000円がふえております。道の駅

管理委託料になってまいります。 

   次のページであります。 

   道路橋梁費、道路維持費で１億104万1,000円、3,956万9,000円の減になります。減の主な

内容でありますが、101ページをお開きください。減の主な内容につきましては、工事請負

費で1,700万円の減、それから備品購入費で昨年は除雪機械の購入が入っておりました。

2,646万円の減となります。 

   道路新設改良費で１億238万7,000円、928万2,000円の減でありますが、主な減につきまし

ては、次のページの工事請負費で1,520万円の減となっております。 

   次のページをお開きください。103ページです。 

   河川費、河川総務費で212万5,000円、200万5,000円の増になります。工事請負費、河川改

修工事で200万円の増となります。 
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   次に、都市計画費、下水道費で6,138万4,000円、82万1,000円の減でありますが、減の内

容につきましては繰出金の減となります。 

   公園費で4,744万1,000円、2,644万1,000円の増となります。増の内容につきましては、次

のページになりますが、工事請負費で観光施設建設工事3,564万円になってまいります。 

   住宅費、公営住宅管理費で2,672万7,000円、3,527万1,000円の減となります。減少した主

な内容につきましては、105ページになりますが、工事請負費で本年度1,260万円を計上して

おりますが、3,320万円の減となります。 

   公営住宅整備等事業費で430万円。前年同額であります。 

   次に、消防費、消防費、非常備消防費で2,034万2,000円、146万8,000円の増であります。 

   次に、消防施設費で4,154万5,000円、1,667万9,000円の増になります。増の内容につきま

しては、次の107ページをお開きください。工事請負費で2,592万円でありますが、ここにつ

きましては耐震性貯水槽４基分の工事請負費になります。それから、備品購入費であります

が、可搬式小型ポンプの購入としまして631万8,000円となります。 

   次に防災費でありますが、429万3,000円、1,683万5,000円の減になります。この減につき

ましては、防災関連の備品購入費1,669万7,000円の減であります。 

   次に、教育費、教育総務費、教育委員会費で89万8,000円。 

   事務局費で6,043万5,000円、60万円の増であります。増の内容につきましては、いじめ問

題調査委員会等の設置等が入ってきております。それから、109ページになりますが、人件

費の増も増加の要因になっております。 

   次に、112ページ、教員住宅管理費で23万2,000円、1,000円の増であります。 

   小学校費、柳津小学校管理費で1,444万8,000円、８万1,000円の減になります。 

   次のページをお開きください。 

   113ページ、西山小学校管理費で8,607万7,000円、7,823万4,000円の増になります。増の

内容につきましては、次のページの委託料、設計委託料、監理業務委託料、679万4,000円、

361万9,000円の増。それから、115ページの工事請負費であります。西山小学校の屋上の防

水工事2,425万円、それから太陽光発電設備工事で4,174万8,000円であります。 

   柳津小学校教育振興費で1,171万5,000円、154万1,000円の増となります。需用費の増が主

な内容です。 

   次のページですが、西山小学校教育振興費で1,219万9,000円、241万9,000円の増でありま

すが、増の主な中身につきましては、需用費が152万9,000円の増となっております。 
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   次のページをお開きください。 

   117ページ、中学校費、柳津中学校管理費で2,434万4,000円、1,378万5,000円の増であり

ますが、増の主な減につきましては、次のページの工事請負費で学校プール解体工事1,428

万7,000円の増となります。 

   次に、西山中学校管理費で1,238万5,000円、467万8,000円の増になります。増の主な内容

につきましては、次の119ページでありますが、委託料があります。委託料の中に設計委託

料316万7,000円ありますが、これは西山中学校のプールの水漏れ配管改修工事に伴う設計委

託であります。 

   次に、柳津中学校教育振興費で392万7,000円、66万6,000円の増でありますが、これにつ

きましては、次の120ページの備品購入費、教材備品費で53万2,000円の増となっております。 

   西山中学校教育振興費で540万2,000円、359万1,000円の増でありますが、ここの主な増に

つきましては賃金であります。事務補助賃金174万4,000円を計上させていただきました。 

   次のページをお開きください。 

   社会教育費、社会教育総務費で2,431万8,000円、617万9,000円の減になってまいりますが、

減の主な内容につきましては、26年度については海外派遣事業の補助金1,081万3,000円があ

りましたが、皆減となっております。 

   123ページをお開きください。 

   公民館費で4,055万9,000円、2,660万5,000円の増となっております。増の内容につきまし

ては、次のページの工事請負費、集会所建設工事でありますが、これについては琵琶首地区

の集会所の建設工事になります。 

   次に、文化財管理費で334万4,000円、1,081万4,000円の減になりますが、これは指定文化

財の修繕事業1,362万円がなくなったことによるものであります。 

   125ページ、次のページをお開きください。 

   活性化施設管理費で903万3,000円、159万1,000円の増であります。増の主な内容について

は、需用費の修繕費の増でありますが、冷暖房の空調機の改修に伴うものであります。ここ

はふれあい館であります。 

   次のページですが、美術館管理費で4,463万9,000円、669万3,000円の増になります。増の

主な内容につきましては、128ページになります。工事請負費の中で屋根塗装工事917万

6,000円が皆増となっております。 

   それから、美術館事業費で2,974万円8,000円、641万円の増であります。主な増の内容に
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つきましては、需用費の印刷製本費、カレンダー及び収蔵作品の作成に係るものであります。

カレンダーにつきましては消耗品、それから収蔵作品の作品集については印刷製本費であり

ます。 

   次のページをお開きください。129ページです。 

   保健体育費、保健体育総務費で740万5,000円、100万4,000円の減になっておりますが、減

の主な内容につきましては報償費と需用費の減によるものであります。 

   次のページをお開きください。131ページです。 

   学校給食費で3,231万5,000円、17万5,000円の減になります。 

   次に、133ページをお開きください。 

   運動公園管理費で１億140万8,000円、7,353万7,000円の増になります。増の主な内容につ

きましては、まず委託料で設計委託料581万5,000円、監理業務委託料232万6,000円、それか

ら次のページをお開きください。135ページです。運動公園改修工事でありますが7,178万

1,000円、海洋センターの体育館の改修工事になります。 

   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100万円、現年林業施設

災害復旧費で100万円、それから次のページですが、現年公共土木災害復旧費で100万円であ

ります。 

   次に、災害復旧費、町単独災害復旧費、農地等災害復旧費で100万円、林業施設災害復旧

費で100万円、土木施設災害復旧費で100万円であります。これは前年同額でございます。 

   次の137ページであります。 

   公債費、公債費、元金で３億8,063万円、2,939万9,000円の減であります。利子で1,982万

1,000円、500万5,000円の減となっております。 

   諸支出金、普通財産取得費、土地取得費で1,000円の存目です。 

   次のページでありますが、予備費、予備費、予備費で2,056万1,000円、722万9,000円の減

となってまいります。 

   一般会計の説明は以上で終わります。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   ここで休議いたします。 

   再開は３時５分といたします。（午後２時５３分） 

○議長 
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   それでは、議事を再開します。（午後３時０５分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   引き続き、補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   それでは、特別会計について説明をいたします。 

   特別会計につきましては、予算説明書により簡略に説明をさせていただきます。予算説明

書をよろしくお願いいたします。 

   それでは、予算説明書の５ページをお開きください。 

   議案第36号になりますが、土地取得事業特別会計であります。歳入歳出につきましてはそ

れぞれ1,004万円と定めるものであります。 

   歳入の主なものでありますが、財産収入で990万円、それから繰越金で８万1,000円、歳入

合計で1,004万円であります。 

   歳出でありますが、主なものとしまして団地造成費で60万4,000円、繰出金で940万円、歳

出合計で1,004万円であります。 

   次のページをお開きください。 

   ６ページ、国民健康保険特別会計（事業勘定）であります。議案第37号になります。歳入

歳出それぞれ６億1,200万円と定めるものであります。 

   歳入の主なものとしまして、国民健康保険税で7,523万9,000円、国庫支出金で１億4,652

万6,000円、県支出金で4,816万3,000円、療養給付費交付金2,555万4,000万円、前期高齢者

交付金で9,489万円、共同事業交付金で１億4,418万8,000円、繰入金で6,203万3,000円、繰

越金で1,477万7,000円、歳入合計で６億1,200万円であります。 

   歳出の主なものとしまして、総務費で3,122万5,000円、保険給付費で３億3,148万9,000円、

後期高齢者支援金等で5,838万円、介護納付金で2,445万7,000円、共同事業拠出金で１億

4,100万7,000円、保健事業費で1,123万3,000円、諸支出金で638万4,000円、予備費で778万

3,000円、歳出合計で６億1,200万円であります。 

   次のページであります。 

   国民健康保険特別会計（施設勘定）であります。歳入歳出それぞれ7,650万円と定めるも

のであります。 
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   歳入の主なものとしまして、診療収入で5,529万5,000円、繰入金で1,669万5,000円、繰越

金で450万円、収入合計で7,650万円であります。 

   歳出についてでありますが、総務費で4,940万9,000円、医薬費で2,657万6,000円、予備費

で51万5,000円、歳出合計で7,650万円であります。 

   次のページをお開きください。 

   ８ページ、後期高齢者医療特別会計であります。議案第38号になります。歳入歳出それぞ

れ5,070万円と定めるものであります。 

   歳入の主なものとしまして、後期高齢者医療保険料で2,524万2,000円、繰入金で2,486万

5,000円、歳入合計で5,070万円であります。 

   歳出の主なものとしまして、総務費で521万2,000円、広域連合納付金で4,492万円、歳出

合計で5,070万円であります。 

   次のページであります。 

   介護保険特別会計であります。議案第39号になりますが、歳入歳出それぞれ５億4,900万

円と定めるものであります。 

   歳入の主なものとしまして、保険料で8,530万9,000円、国庫支出金で１億4,504万3,000円、

支払基金交付金で１億4,590万9,000円、県支出金で8,145万2,000円、繰入金で8,161万3,000

円、繰越金で956万2,000円、歳出合計で５億4,900万円であります。 

   歳出の主なものとしまして、総務費で1,370万円、保険給付費で５億1,576万3,000円、地

域支援事業費で1,630万9,000円、予備費で309万7,000円、歳出合計で５億4,900万円であり

ます。 

   次のページをお開きください。 

   簡易水道事業特別会計でありますが、議案第40号になります。歳入歳出それぞれ１億

9,740万円と定めるものであります。 

   歳入の主なものとしまして、分担金及び負担金で69万1,000円、使用料及び手数料で6,063

万3,000円、国庫支出金で2,466万円、繰入金で8,938万3,000円、繰越金で110万円、町債で

2,090万円、歳入合計で１億9,740万円となります。 

   歳出の主なものとしまして、簡易水道事業費として１億2,492万7,000円、公債費で7,149

万9,000円、歳出合計で１億9,740万円となります。 

   次のページでありますが、町営スキー場事業特別会計であります。議案第41号になります

が、歳入歳出それぞれ380万円と定めるものであります。 
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   歳入の主なものとしまして、繰入金で186万1,000円、諸収入で183万9,000円、歳入合計で

380万円であります。 

   歳出の主なものとしまして、スキー場事業費として376万7,000円、歳出合計で380万円で

あります。 

   次のページをお開きください。 

   農業集落排水事業特別会計であります。議案第42号になりますが、歳入歳出それぞれ

8,840万円と定めるものであります。 

   歳入の主なものとしまして、分担金及び負担金で86万4,000円、使用料及び手数料で1,320

万3,000円、繰入金で7,382万3,000円、歳入合計で8,840万円であります。 

   歳出としまして、総務費で3,472万2,000円、公債費で5,272万8,000円、予備費で95万円、

歳出合計で8,840万円であります。 

   次のページであります。 

   下水道事業特別会計でありますが、歳入歳出それぞれ8,640万円と定めるものであります。 

   歳入の主なものとしまして、分担金及び負担金で172万8,000円、使用料及び手数料で

1,892万円、繰入金で6,516万2,000円、歳入合計で8,640万円であります。 

   歳出では、総務費で3,615万3,000円、公債費で4,897万3,000円、予備費で127万4,000円、

歳出合計で8,640万円であります。 

   次のページをお開きください。 

   14ページ、簡易排水事業特別会計であります。議案第44号になりますが、歳入歳出それぞ

れ230万円と定めるものであります。 

   歳入の主なものとして、使用料及び手数料で80万6,000円、繰入金で129万2,000円、歳入

合計で230万円であります。 

   歳出では、総務費で113万7,000円、公債費で98万1,000円、予備費で18万2,000円、歳出合

計230万円であります。 

   次のページでありますが、林業集落排水事業特別会計であります。議案第45号になります。

歳入歳出それぞれ500万円と定めるものであります。 

   歳入の主なものとして、分担金及び負担金で17万2,000円、使用料及び手数料で80万8,000

円、繰入金で391万8,000円、歳入合計で500万円であります。 

   歳出では、総務費で135万5,000円、公債費で343万3,000円、予備費で21万2,000円、歳出

合計で500万円であります。 
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   以上で特別会計の説明を終わります。 

○議長 

   これから質疑に入りますが、この総括質疑におきましては、ただいま説明がありました平

成27年度予算の全般的な事項について、基本的には款、項、目までとし、節以降はあすから

の予算特別委員会で質疑を行いたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いを申し上

げます。 

   それでは、これより質疑を許します。 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   それでは、３点についてお伺いします。 

   まず１点目ですが、福満商品券を27年度では２億2,000万円発行するわけなんですが、ま

ず商工会のほうから要望があったかどうなのか。また、発行時期とか限度額とかそういった

ものについて話し合ったかどうか、ごく簡単で結構ですから、そういったことをひとつお聞

かせ願いたい。 

   ２つ目は、この予算を見ますと、町の振興に係る、基本にかかわる農林水産業費とか商工

費、あるいは土木費まで減っております。確かに、農林水産業費では森林再生整備が減少と

か、観光費においては公有財産購入費、駅関係のことでの削減とか、また土木費においても

公営住宅などとその内容はわかるんですが、こういう振興にかかわる、基本に係る分につい

ての減額というのは、どうもまちづくりの視点が見えてこないと思います。これは事業計画

の減でこういうふうになったのか、各課の要望等が。あるいは、各課から予算は出してはき

たんだけれども、やはり町の予算の都合上、財源の裏づけ等もなかなかできないので、こう

いう予算になったのか。その辺についてごく簡単で結構ですから、それをお聞かせ願いたい。 

   ３つ目なんですが、農業委員会の選挙について約600万円ちょっと計上されておりますが、

これは農業委員会の選挙について、農業委員については、町長の指名、議会の同意の方向に

もあるというようなことも聞いておりますが、こういったことについてはどのように考えて

おられるのか。これは間に合わないのか。もっとも国会は通っていないわけなんですが、こ

ういった方向づけについてお伺いいたします。 

   この３点についてお伺いします。 

○議長 

   説明を求めます。 
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   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   １番目に、福満商品券のことでお話がありましたが、商工会からの要望事業はございまし

た。要望があって、それとプラス今、景気対策のために地方創生の分の予算が来ていました

ので、それで上げさせていただきました。 

   ２番目の予算につきましては、予算は上げさせていただいて要望をしたというものと、あ

と予算の中で検討してもらいたいということもございましたので、そこにおいての予算でご

ざいます。 

   以上です。 

○議長 

   では、農業委員について。 

   総務課長。 

○総務課長 

   農業委員会の選挙について、基本的には農業委員会の部分になるんですが、選挙を執行す

るのは総務課の選挙担当で実施をいたします。昨年の10月ごろまでに今、横田議員がおっし

ゃったような内容がありました。制度改革によって選挙でなくて農業委員を選んでいくとい

うことになっておりますが、まだ制度改革の途中であるということで、27年度については従

来の選挙という形で執行させていただくということになります。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   わかりました。 

   また、福満商品券について重ねてお伺いしますが、昨年追加になった分は完売になったの

かどうなのか。２億2,000万円という大きな金を販売完了するのか、ちょっと心配する面も

あるんですが、その辺については大丈夫なのか。確かに地域の振興といいますか、経済活性

化のためということで今説明がありましたが、１つここで要望しておきたいんですが、商品

券を買って品物のやりとりがあるのは幾ら高くてもいいと思うんですが、ただし、商品券の

空売り、空買いといいますか、これらについては十分やはり、商工会においても発行元です

から、これは十分注意するようにやはり町としても指導すべきだと思いますので、まずその

辺について、あとは結構ですからそこだけお伺いいたします。 
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○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   26年度の商品券につきましては、２月二十何日かに商工会に行きましたが、その時点でや

はり換金なされていない方がいらっしゃいますので、金額は不明なんですが50万円とか100

万円程度は置いたままで、２月のもう二十数日になったにもかかわらず、まだ二、三百万の

方が換金されていないという状況でございましたので、そういうところで先ほど議員おただ

しのとおり、全部完売したけれども実際換金にならなかったということは、大変好ましくな

い状態でございますので、そういうことを考えながら商工会とも相談しながら商品券につい

ての販売を行っていきたいと思います。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   商品券を例えば買ってからすぐに換金すると、ちょっと悪い意味で言えば、品物のやりと

りをしないで。そういったこともかつては計画されたことも、聞いたこともありますので、

２億2,000万円という大きな金ですとそういったことも、実際品物のやりとりがあればいい

と思うんですが、そういった手口だけのやりとり、そして10％の利潤、手数料を考えても

８％程度の利息がつく、ちょっとの間にできると。それらのことは決して行わないように、

これは町で指導すべきではないかというような思いもしますので、これはよろしくお願いし

たいと。 

   以上です。 

○議長 

   ほかに。 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   私は、町長の施政方針の基本政策の中で、連携と交流によるにぎわいのあるまちづくりと

いうことがありました。そしてその説明で、道路ネットワークの充実としまして「安全で円

滑な交通環境を確保することが重要であり、地域格差の是正や冬期間の交通障害の解消を図

る」というようなことがうたわれております。 

   柳津町の中でやはり難所といいますと、高森地区の手前、沢中との間ですね。あそこは大
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変危険な箇所であるということであります。最近、雪崩どめをつくったり、あるいは崩れそ

うな部分を機械でもって排除したりということでやってはおられるんですが、ことしの冬、

急病人が高森で出まして、救急車が上れずに救急搬送ができなかったということがあったそ

うです。また、通勤をしている方は、３日連続で遅刻をしてしまったというようなこともあ

ったそうです。あそこは町道１本で、冬になるともう迂回路というのは一切ありません。こ

ういう状況の中で、やはりこの基本政策の中に上げておられますので、こういった道路につ

いて今年度どのように取り組んでいくのかということをお聞きしたいと思います。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   それでは、10番、小林議員にお答えをいたします。 

   今おただしの場所でもありますけれども、今、高森に行く沢中の急カーブ、これらについ

ても局部改良を急いでいるわけであります。そしてまた、Ｕ字溝のふたがけ等々によって除

雪そしてまた走行の安全体制を万全にしたいということで、今高森の方面にはしているわけ

であります。 

   そしてまた、村内の道路は、どうしても迂回路としてない地区もあるわけでありますが、

そういったことも早目に改良を進めたいということで、今進めております。 

   特に、議員も常々言っておりますが、今路線バスが走っているわけであります。やはりこ

れを有効に活用するには、やはり道路網の整備が優先されるということで、それらについて

の改良を急いでやりたいということで計画的に今やっていますので、これらの早期の改良を

進めてまいりたいと、そのように思っております。 

   今おただしの話にもあったように、私も高森に行ってきたんですが、やはり雪崩があった

り降雪があったりして、かなり厳しさがあったことは間違いありません。そういった中でも、

除雪体制には万全を期しながらやっているんですが、そういったことがあったということで

ありました。 

   これからは、そういった面で早目早目の対応というのが大事であろうと、そんなふうに思

っております。本予算にもそういった面を多目に予算をつけてやるということでありますの

で、道路網の整備を優先的にやっていきたいと、そのような思いであります。 

○議長 

   10番、小林 功君。 
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○10番 

   先ほども言いましたけれども、何と言っても冬場迂回路がない一本道、行きどまりの地区

であります。生命線ですので特に力を入れてやっていただきたい、そんなふうに思います。 

   以上です。 

○議長 

   ほかにございませんか。 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   それでは、私からは、まず今年度この予算の中にどういうふうに反映されているのかわか

りませんけれども、例の漆峠の集団移転、それと西山の砂子原地区の再開発というんでしょ

うか、それとあわせて学校の統合が27年度末までにどこまで仕上げるのかという見通しです。

例えば学校統合であったら、27年度にはもう完全にタイムスケジュールができあがって、28

年４月から、するのかしないのかも含めてなんですが、それは29年だよと、そういうことが

ある程度タイムスケジュールに上がって決まっているのかどうか、その３点の最終的な進捗

率を27年度までどこまで仕上げるつもりでこの27年度の予算に反映させたのか。 

   あとは、町長の施政方針を見ての２点なんですが、きょうの福島民友にも書いてありまし

たけれども、ふるさと納税、予算で今総務課長のほうから300万円ということなんですが、

新聞を見ると３万円の寄附に対して宿泊助成と商品券で３万円をお渡しすると。 

   ということは、300万円ですから逆算すると100名の方に３万円以上の寄附をしてもらうと

いうことなんですけれども、せっかくこのふるさと納税制度が今、とにかくこれで分捕り合

戦。今一番日本で高いのは長崎県平戸市で12億円、２番目が佐賀県の玄海町、３番目が北海

道の士幌町で９億円ですけれども、全部物産なんですね。物です。食料、肉、魚とかそうい

うもので、一番このふるさと納税を中心に扱っている、紹介をしている会社がトラストバン

クという会社ですけれども、このホームページ、ここがあっせんしていろいろ紹介している

んですけれども、ベスト10は全て食品です。ですから、ふるさと納税をする方たちのニーズ

というのは、果たしてこうなのかなと。 

   例えば、東京から３万円を柳津町にふるさと納税をして、新幹線で往復１万8,000円ぐら

いかかりますよね、ここまで来ると。車で来ても、どうなんでしょう。家族で１台で来れば

別でしょうけれども。この商品券と柳津町の宿泊補助券をすることが、果たしてふるさと納

税の性格に合っているのかどうか、大変疑問なんですね。 
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   そうであれば、例えば二番煎じになるかもしれませんけれども、湯川で１億円を集めたわ

けですよ。３万円に対して１万6,000円で農家からお米を買い取ってそれを送ると。手数料

とかいろいろやると、そんなに湯川村にお金は残りませんけれども、農家の人に大変喜ばれ

た事業ですよね。１億円分だと何袋になるのか、ちょっと逆算できませんけれども。少なく

ても300万円の予算、目標よりも同じぐらい、同じ仕組みで柳津町も同じコシヒカリであれ

ば特Ａで、ブランド力というのはないかもしれませんけれども、味とかそういうものは保証

されているわけですから、湯川ほどブランド力がないので一般的にＰＲしても果たしてどう

かなと思いますけれども、例えば柳津にゆかりのある人たちに徹底的に発信して協力も含め

てやってもらうような、そういう性格のふるさと納税のほうが、恐らく相当ニーズというん

ですか、需要が私はあるのではないかと思うんです。 

   ３万円いただいて３万円の補助をすると、100人の方が柳津に来て泊まって、経済効果を

考えたときに、３万円をやったときにいろいろ町ではやはり手数料がかかるわけですよね。

いろいろ人件費もかかるでしょうし。すると実質赤字なんですよ。きょうの新聞にも出てい

ましたけれども、会津若松は３万に対して１万円の換金率、お金に換算すると２分の１が大

体相場でしょうけれども、３万円に対して３万円のものをやって、それで柳津町に100人余

計来てもらうと。それは、100人来てもらうんだったら、「ジヌよ、さらば」だとかそうい

う誘客運動でやれば済むことですし、何でこれがふるさと納税なのかなと大変疑問なので、

それはぜひとも、私の個人の意見ですけれども、やはり仕組みは変えるべきだと思います。 

   町長の最後に重点事項として人口減少、定住対策とありましたけれども、この公営住宅と

子ども・子育て支援、保育軽減、学校給食、新規就農者の助成と緊急雇用対策、これで結婚

から就業まで循環作用が生まれると。人口減少に歯どめがかかり、定住人口が図られるとい

うことですけれども、これで本当に定住人口、人口減少がとまるのかというのは、私はとて

も想像がつかないんですけれども。 

   一番大事なのは、きのう申し上げましたけれども、雇用だと思うんですよ。働く場所がな

いから残念ながら柳津町から出ていってしまう。雇用対策ですけれども、緊急雇用対策とは

非正規雇用ですよ。やはり若い人たちが一番求めているのは正規雇用なんですよ。例えば彼

女がいても、アルバイト生活で彼女の家に結婚してお嫁にくださいなんて言えませんよ。や

はりちゃんとした仕事についていて初めて、堂々と婚活にも出られるでしょうし、無職やア

ルバイトではなかなか婚活にも出られないですよ。だから、その辺の視点が、やっぱり一番

最初に雇用、やっぱり雇用だと思うんですよ。働くのは坂下、若松で働いてもらって、とに
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かく柳津町に住んでもらえれば、それはそれでやむを得ないかもしれませんけれども、少な

くとも柳津町の中でも雇用が、正規雇用が生まれるような政策をやはり考えていかないと、

残念ながらことしも先週の方で77名ですね、26年度に亡くなられた方。そうすると、ことし

はもう80名以上いくでしょうし、新規、春になればまた就職、進学で柳津町、今までは大体

100人ぐらいで人口が減っていたんですが、もしかすると27年度には百二、三十人の人口が

減る可能性があります。それは社会減も含めてですよ。そうなったときに、やっぱりこの辺

を徹底的に、雇用の場をつくることを政策的にやっていかないと、大変なことになるのでは

ないかと私は危惧しているんです。私が考え過ぎなのかもしれませんけれども、その点、最

初の３つとこの町長の施政方針の中でのお答えをいただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長 

   では、町長。 

○町長 

   それでは、私から概要というか、それをお答えして、細部については総務課長より説明を

させます。 

   漆峠でありますが、これは地元の皆さんとも話をしております。そしてまた、国のほうの

制度を活用しながらやっているわけでありますが、なかなか思うように進んでいないという

のが本音であります。それはなぜかというと、やはり皆さんが移転することは可能でありま

すけれども、その後の処理、機能を集団的に移動するというときに、その費用がなかなか捻

出できないというのが１つのネックでありますので、それらのクリアがどうも国のほうでは

足し算がなされないというような今動きであります。 

   そしてまた、支所機能については、この成果品というものを皆さんと話し合いをしながら

何とか方法をしていきたいと思っております。その中で、きのうも議員からおただしがあっ

たように、地元の木質を使って、そういったことというのは県でもまだやったことはないわ

けでありますね。そういったものもやはりこれから使う。そしてまた、この前知事の講演を

聞いたんですが、やはり知事もそういった方向性を見出していきたいという強い所信があり

ましたので、それらを活用できれば大変ありがたいと思っているんですが、今そういった話

し合いをしているところであります。 

   そして、このふるさと納税ですが、100名というのは、まずやってみようということであ

りました。この中で考えてもらったのは、庁内で考えた１つの方策なんですが、何でそうな
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のかというと、やはり今議員が言ったように、ふるさとのここから出た人たちをターゲット

にすればかなりいいのではないかということが１つ。そしてまた、都会からふるさと納税を

してもらって、来てもらって、泊まって、そしてまた、商品券によってタクシーによって名

所を回ってもらう。必ず来れば付加価値のついた土産、そういったものを買ってもらえると。

そういうものを通しながら、３万円は３万円やってもプラスアルファの部分を皆さんには買

ってもらって、リピーターになってもらえるような方法がここに生まれるのではないか。と

りあえず今100件ということでやってみて、この100件の裏づけというのは、やはり映画とか

今年の宿泊券なんか商品としてあるものですから、競合しないように、やはりこっちを優先

してそのものが使えないということのないようにして100件というものをつくったという話

であります。 

   そして、最後でありますが、私の考えとしても特に子供子育て、これを中心にしていきた

い、そんなふうに思っております。そのためには、やはり条件として定住化できる体制を整

えたいということで、皆さんにご理解をいただいて公営住宅の集合住宅を早目に建てたいと。

それには、それだけでは住みませんので、多くの皆さんがやはり条件のいい、柳津町に住み

やすいといったものをするために、周りのいろんな支援をできないかということが１つであ

りました。 

   今、定住化にはやっぱり雇用が大事だろうと、そう言われます。確かに今柳津町には企業

があるんですが、増設もしているんですが、なかなか人が集まらない。そういったものはど

ういうものが原因しているかということで調査を入れますと、やはりネームなんです。名前

なんですよ、やっぱり。富士通とか車関係のちょっとした工場だとすぐにそこに行くんです

が、ちょっと名前の知れない企業には行きたがらないということで、広告を出してもなかな

か人が集まらないという状況でありますが、我々にとっては１人でも多く若い人たちにここ

にいてもらうことが大事でありますので、雇用条件の拡大はしていかなければならない。特

にこの中で、私は、やはり若い人が残れるような条件づくりは最低でもこういったものをし

ていかなければならないということで、最優先にこのことをやりたいということで上げた次

第でありますので、ご理解をいただきたいと思っております。 

   なお、詳細については総務課長から。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 
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   今おおよそ町長がお答えしたとおりでありますが、まず１点目の集団移転についてであり

ますが、漆峠の地区の方々と最近話をしてまいりました。ちょうど大雪の中であったんです

が、安全かどうかもあわせて確認のために行ってまいりました。 

   やはり町が今進めようとすると、なかなか除却分についての、今住んでいる家を解体して

移転をするという部分になかなか難しい部分が残っていると。ただ、気持ちとしては、あそ

こにいらっしゃる方々全員が移転をしたいという希望は間違いなくあります。ですから、町

としてはぜひそれを達成していただきたいということで、何とかできる方法を今模索してお

ります。 

   さまざまなやり方があると思うんですが、以前私が答弁をさせていただきました集合住宅

であるとか、あるいは一定の１つの持ち家になり得るようなものであるとか、それはまだ、

公営住宅の中に入るかと思うんですが、そういう形で進められればというふうには考えてお

ります。ただ、やり方はまだまだ考えていって、できるだけその地区の方々の負担を軽減す

る、やはり移転してもよかったという結果が残る移転をしていきたいというふうに考えてお

ります。これは27年度もあわせて進めてまいります。 

   それから、支所機能の行政機能の統合でありますが、これも先ほど町長がお答えをしたよ

うに、今、調整会議を終えて、調整会議からようやく庁議の場に上がってきたところです。

その中身を今度は庁議メンバーの中で、これが具体的にその地域の発展につながるであろう

かとか、あるいは10年、20年後の施設となり得るだろうか、それから既存の公共施設もある

ことから、その辺の整合性も踏まえて庁議で検討をしていく段階に入ってきました。 

   それから、中学校は教育委員会のほうにお願いするとして、施政方針の中から出てまいり

ましたふるさと納税の制度であります。ふるさと納税につきましては、ここで短く話をしま

すが、本来町を応援してくれる方が、寄附をすることによってお互いに利益が出てくる。例

えば、今３万円の寄附を町にしていただいた場合に、寄附をした方については２万8,000円

税額補助があるということで、2,000円分だけはご負担をしていただくということになるか

と思います。それはあくまでも町を応援していくという中で、見返りをもってのふるさと納

税ではないということが最初の出だしであったわけです。 

   今、田﨑議員からありましたように、数多く寄附をいただいているところについては、確

かに物品の販売がすごくなってきております。実際にその販売を手助けする会社も出てきて

いることから、そこに乗ったほうがいいのかなという考え方も当然出てきます。物品を買っ

てもらって、なおかつ地場産品を買ってもらうということで、その地域の方々が潤っていく
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と。これは今湯川村が実施をしている内容でありますけれども、３万円以上寄附をしていた

だくと60キロのお米をいただけるということになっております。湯川村については、昨年の

９月で申し込みを終了している状況であります。 

   今回、予算に計上させていただきました柳津町が今考えたふるさと納税の商品券になるわ

けですが、２万円については宿泊用として、１万円については商品券ということで、全て地

元に戻ってくるということで設定をいたしました。そのキーワードにつきましては、やはり

観光のまちであるということを第一番として考えております。ただし、通常のふるさと納税

の制度も当然残しております。それは選択をできるようにしております。ただ、今議員から

ご指摘がありましたように地場産品についてもということで、それは検討していく余地は当

然あるかと思います。 

   それから、人口減少、定住化対策、これについては町長がお答えしましたので、私のほう

からは特に答弁はありません。 

○議長 

   では、教育長より答弁を求めます。 

   教育長。 

○教育長 

   中学校統合についてのおただしでありますけれども、ご存じのように昨年町長委嘱の審議

会が行われまして、12月中旬にその諮問に対する答申が出されております。その中では、私

どもは大方の理解をいただいているというふうに理解しておりますけれども、幾つかの課題

も併記されて提起されております。 

   現在は、１月に町長と教育委員全員との懇談を実施しまして、中学校を統合していくとい

う基本方針については一致をしております。ただし、審議会等で出されました課題について、

かなり大きなものもございますので、これは見通しのないままに進めるということはできま

せんので、現在その課題の解決の見通しについて、あるいは現在の姿よりも魅力ある学校、

どのような形にしていくかといった姿について町長部局と調整を図っているところでござい

ます。 

   その中には今後の日程についても含まれておりまして、その点を詰めているという状況で

あります。でありますので、今回の27年の当初予算には、進めるための予算反映はできませ

んでした。今後、課題解決について大方の見通しがついた時点、あるいはどのような姿の学

校にしていくのかといったものをより保護者に具体的に示せるようなものができた時点で、
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議会の皆様にもお話をし、さらに予算の必要なものについての対応もお願いすることになる

かというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長 

   先ほどの総務課長の答弁の中で漏れているものがございましたので、総務課長より再答弁

を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長 

   定住化の中で最重点事業が最後に町長の施政方針の中に入っていたという件でありますが、

ここにつきましては、今各課でばらばらに動いている子育て支援につきまして、それを１つ

のパッケージとしてまとめ上げて、さらにこれを町のホームページ等で公開をして、柳津町

はこれだけ住みやすい町であるということをＰＲしていきたいという内容になっています。 

   これについては、まず結婚して住める公営住宅の整備、それから子供が生まれてからの子

育て祝い金であるとか、あるいは保護者の方の育児相談の支援、それから新しい子供子育て

の支援事業、子供がある程度大きくなってきて保育所に入れるようになりましたら、子供医

療費の助成、それから保育料の軽減、これは昨年から２分の１やっております。第三子無料

も実施をしております。そこに合わせた食育の推進であって、その次に学校に入った場合に

保護者の方々の費用負担を少なくしていく学校給食費の軽減事業、これは先ほど２分の１と

いうことで説明をさせていただきました。それから、子供が育っていく中での思春期の相談

事業、保健事業であるとか、あるいはスクールバスの運行によって子供が通学しやすいよう

に、それからスクールバスではない方々の通学費の補助、そして育った子供たちがさらに柳

津町に残ってくれるというために、農林振興の中では新規の就農者の助成事業を町として単

独で国に上乗せをして交付をしていきたいと。緊急雇用対策はその中の１つでありますが、

やはり柳津町に住んでいられるためにはどうすればいいかと。議員がおっしゃる最終的な課

題解決には至らないと思うんですが、結婚するまで、それから結婚して、子供が生まれて、

保育所に入って、学校に行って、就業してという住めるサイクルをつくっていきたいという

ことで、今回の最重点事業の中に入れさせていただきました。その辺をつけ加えさせていた

だきたいと思います。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 
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○７番 

   そうすると、確認しながら進めますけれども、集団移転は、要はお金の問題なんですよね。

結局は自己負担が、ここまでなら出せるけれども、これ以上出してまではということなんで

すよね。わかりましたけれども、それは初めから我々もそういう問題が出るのではないかと

危惧していたとおりになってしまったわけですが、そうすると、最終的には頓挫する、ある

いは白紙になる可能性も含んでいるということなのか、どんなことがあっても町で金を立て

かえてもそれを進めるというのか、その辺の方針があれば再度お伺いしたいと思います。 

   あと、砂子原の確かにＣＬＴを使ってすばらしい支所ができるのは、私もそんないいこと

はないと思います。ただ、やはり一番は保育所なんですよ。また何か四、五十万円上がって

いましたけれども、あそこに四、五十万円の金をかけるよりも、少なくとも３年後、５年後

になるのかわかりませんけれども、自主点検が入って来年何とか建つんだと言えば、父兄も

それは、トンネルの出口が見えれば我慢するでしょうけれども、いつになるかわからないと。

そんな状態で私はいいのかなと思うんですよ。だったら、教育施設は教育委員会ですし、保

育所というのは厚生労働省の管轄ですから、いろいろそごがあるのかもしれませんけれども、

私は仮設で小学校、中学校の空き校舎を、どちらもしっかりと耐震補強をしてあるわけです

から、仮設としてせめてそういうところで安全なところにおいて、それから実際にできるま

では待ってもらうよと。今の保育所のあの場所であのままで、冬場も真っ暗ですし、寒いで

すし、夏場の遊具だって、柳津の子供たちと同じ保育料を払っているのに、月とすっぽんで

すよね。そういう状態にしておくことが、それこそ不平等ではないのかなと私は思うんです。

だから、その辺は別問題としても、保育所だけは早く解決してあげないと、やはりますます

西山の保育所に入る子供たちは減ってしまうでしょうし、西山に住んでいる人たちが西山に

魅力を感じなくなってしまうのかなというふうに私は思っております。もしもそれに対して

答弁があるのだったら教えていただきたい。 

   あと、学校統合は、ということは今の段階ではまだ来年度、28年度の４月、29年度の４月

という結論はまだ出ていないということですね。それはわかりました。 

   あとは、ふるさと納税もこれは考え方の違いですから、ああしろこうしろと私の考えは申

し上げましたから、よくもう少し情報収集しながらやってみていただきたいと思います。 

   今の雇用の関係で、いい形でそれぞれの年代ごとにいい事業はあると私は思うんです。た

だ、私もちょくちょくＢ＆Ｇ海洋センターに行って、子供たちがスポーツ少年団に来て、帰

りに父兄が迎えに来るものですから、例えば１人しかいない親にもう１人産んでもらうため
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には、あるいは２人のところは３人、もう１人子供をつくるにはと、少子化対策のことで質

問するんですけれども、大体は夫婦そろって安定した仕事があればと答えるんですよ。もち

ろん、教育費が安くなったり保育料が安くなったり給食費が安くなったのは、それはありが

たいんですけれども、もう１人、１人でも多く子供を産んでもらうには、やはりご両親、お

父さんとお母さんが２人で安定した仕事。給料なんかが高くないのはしようがないと。ただ、

間違いなく２人できちんと正規雇用で働ければ考えてもいいというのが、もっとほかにもい

ろいろありますけれども、そういう父兄が多いんですよ。だからやっぱり働くところなのか

なと私は思うんですね。 

   だから、それを、仕事は坂下、若松でも構わないと。柳津から通ってもらえればと。それ

だけだと、そのうち坂下のほうが都合がいいから、若松のほうが都合がいいからと、そうや

って出ていってしまう方も現実にいるわけですよ。柳津に引きとめておくためには、やっぱ

り柳津にもそれらしききちんとした、既存の企業にも、例えば我々も産業厚生で会社訪問を

しましたけれども、やはり採用条件もあるんですね。確かにネームバリューもあります。そ

れはテレビコマーシャルをやっているような会社だったらいいですけれども、日本の99％は

中小企業ですから、そこでもちゃんとしっかりした雇用をして満足して仕事をしている人も

いるとは思うんです。柳津の企業に人が集まらないというのは、ネームバリューもあるかも

しれませんけれども、やはり雇用条件が坂下、若松よりも劣っていれば、収入のいいほう、

福利厚生の整っているところ、通勤費がちゃんと出るところとか、そういうこともあります

が、それは町としては月給が安いから人が来ないんだとは言いにくいでしょうけれども、そ

の辺も踏み込んで、それは町長よりも担当課だと思うんですけれども、誰かがそういう条件

面はどうなんでしょうかと、その辺まで踏み込むようなこともしてみることも私は大事だと

思うんですね。 

   だらだらと長くなってしまいましたけれども、答えられる範囲でお願いいたします。 

○議長 

   これは事務方ではなくて、地区の問題、支所機能の統合の問題、雇用の問題も含めて、町

長のほうから答弁を。 

   町長。 

○町長 

   漆峠については、やはりこれはしなくてはならないと思っています。どうしてかというと、

あの皆さんにあそこにこれからいろということは難しいと思っています。それは本人の皆さ
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んにやはり移転したいという希望があるわけですから、それに沿いながら何とかそういう制

度を見つけてあげたい、そんなふうに思っております。 

   そして、まず住んでもらえるような形をつくって、そして猶予の中で、例えば２年間の中

で更地にしていければいいんだよというような、ある程度そういったものがあれば、やはり

そういったものを見つけてやるというようなことをしてあげたいということで、これからも

積極的に話し合いを進めていきたいと、そのように思っています。 

   また、支所機能についても、これはやらなければならない状況にもうなっております。そ

れはなぜかというと、今議員がおっしゃったように、保育所も診療所もあのとおりあります。

支所も随分と年数がたっているということでありますから、これらについてはやはりきちっ

と、これからコミュニケーションのできる、そして何とっても砂子原というのは西山地区の

中心であります。そしてまた、地域としてもモデルになる地域でありますので、これはやは

り積極的にできるような体制で私は進めていきたい。 

   ただ、保育所に関しては、仮にというわけにいきませんので、これは十分考えを持って進

めてまいりたいと、そのように思っております。 

   また、雇用についても、やはりやっている町村については、そういう新規の若者を雇って

くれた場合には町から奨励金のようなことでやっているところもあります。そういった一時

的な雇用をしてくれるスタイルというのはつくっていくべきであろうと、そんなふうに思っ

ていますので、その事業所とあわせながら考えていきたいと思っております。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   終わります。 

○議長 

   ほかにございませんか。 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   先ほど説明がありまして、平成27年度の特別会計のほうなんですが、町としても平成25年、

26年と特に農業集落排水事業、また下水道事業に対しては、加入の促進ということで本当に

いろいろな方法をやっているわけなんですが、ただ年をとった方々が年金暮らし等において

なかなか加入が進まない。また、西山の大峯、高森、牧沢、四ツ谷、琵琶首、この集落では
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各家庭が浄化槽を設置して各家で維持管理をしながらやっているというような状況なんです

が、これは町長にお聞きしたいんですが、柳津町として本当に重荷というか、この宝物は一

生背負っていかなければならない。これから本当に年金暮らしのお年寄りがふえていく、高

齢者時代が来る、そのような状況の中で、どのような先を見ながら進めていかれるのか。そ

れに対してお聞きしたいと思うんですが、どうでしょうか。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   この集落排水事業もそうですが、公共排水もそうですが、やはり快適な生活を営むにはこ

のような設備は投資をすべきだということで、このようにやってきました。そしてまた、そ

の地区の皆さんには加入率を促進するためにもぜひ入っていただきたいという約束事をしな

がらやってきたわけですが、実際にやってみますと、やはりパーセントが上がらないという

のが現状であります。我々も心配しているのは、これはつくることはできるんですが、これ

からの維持管理が大変な重荷になってくる、それが私どもにとっては相当なウエートを占め

てくるだろうと、そんなふうに思っておりますので、これらについては加入率を上げる努力

もしなければならない。そしてまた、これからの管理体制も十分、先々を読みながら、やは

り故障ができるだけ起きないような管理体制をしいていくというのが大切であろうと、そん

なふうに思っています。 

   そしてまた、戸別に集落でやっている浄化槽などもありますけれども、これらについては

従来の柳津町の助成をしながら、ぜひ快適な生活の中でやっていただけるような体制をつく

っていきたい。これは個人個人で１回払ってもらえれば、自分たちの使った分だけ支払って

いけばいいものですから、これらについては推進をしてまいりたいと、そのように思ってお

ります。ただ、問題はこれからのできたものの維持管理が大変なことは間違いありません。

これは計画的にやっていきたいと、そのように思っています。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   今、町長が言われたとおり、本当に我々議員全員がそう思っていると思うんですが、町民

の方もそう思っていると思います。私は、各家庭に利用促進のために加入に対して補助等を

出しているわけなんですが、それもいいと思うんですが、逆に考えたならば、ポンプアップ
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をしない、もう電気は使わない、自然に流水に任せるということで、新たな、余り大きくな

くてもいいんですけれども、一番低いところに処理場をつくる、これも１つの方法かなと、

将来的なことを考えたならば。今現在、まだまだ柳津町はほかの市町村から比べれば力があ

るほうに今入れられるのかどうかわかりませんが、今のところ力がありますからやっていけ

るんですが、将来にわたって本当にこれは大変な荷物を背負うことになると思うので、十分

に町として対応して、我々議会も協力できる分に対しては協力したいと思うので、これから

検討して対応するべきなんだろうと思いますので、町民課長または総務課長、建設課長、町

長もあわせて、よくと本当にじっくり考えていただきたい、そのようにお願いしたいと思い

ます。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   今、議員がおっしゃったように、ポンプアップしなくてもいい、自然流水でそこに行ける

ような体制を十分とっていったほうが、逆に将来的にはそれを確保していくには大切だとい

う動きは今しているところがありますので、そういったことをして、やはり持続可能であっ

て、持続的にそういった施設が用いられるような対策というのは、まさに今議員がおっしゃ

ったことは正しい判断であると思っていますから、どのような形が一番いいのか、それらも

模索していく必要があると、そのように思っています。（「」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35号から議案第45号までの平成27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。 
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   よって、議案第35号から議案第45号、平成27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。 

   次に、正副委員長の互選でありますが、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、指名をいたします。 

   予算特別委員会委員長に総務文教常任委員長の鈴木吉信君、副委員長に産業厚生常任委員

長の横田善郎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。 

   本日、これより３月12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12日午前10時までを休会とすることに決定しました。 

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎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。 
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   よって、本日はこれをもって散会いたします。 

   なお、明日からの予算特別委員会は本会議場において午前９時から行います。 

   以上であります。 

   大変お疲れさまでございました。（午後５時４０分） 
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