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平成３０年第５回定例会 

（平成３０年９月６日） 

 （開会 午前１０時） 

○矢立孝彦議長   

おはようございます。ただ今の出席議員は 12 名です。定足数に達しておりますので、

これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめ、お手元に配付したとお

りです。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第１．議案第56号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第１、議案第 56 号、平成 30 年度安芸太田町一般会計補正予算（第４号）を議題と

します。議案の説明は先日町長より行われていますが、追加説明があれば受けます。総務

課、河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 はい、それでは議案第 56 号、平成 30 年度安芸太田町一般会計補正予算第４号について

ご説明させていただきます。第１条におきまして、歳入歳出それぞれ２億 8,062 万円を追

加し、歳入歳出総額を 77 億 9,975 万３千円と定めるものでございます。続く第２条は地

方債の補正でございます。資料の４ページをお開きください。まず上段の公共事業等債で

ございますけれども、こちらは津浪の町道法面補修工事の事業費の拡大に伴い補助裏分の

財源確保の為、250 万円ほど起債額を増額させていただくものです。で、２段飛ばして公

共施設等適正管理推進事業債でございますけれども、こちらも同じく町道法面補修工事の

関係でございまして、こちらは町単独事業に係る起債対象分でございまして、こちらは

650 万円ほど増額をさせていただきます。次に２段目の災害復旧事業債でございますけれ

ども、こちらは７月豪雨災害に係る復旧事業に係る財源としまして、国・県補助金の不足

分を補うもので 2,590 万円ほど増額をさせていただきます。次の防災対策事業債と最下段

のですね一般単独事業債でございますけれども、こちら町内の河川改良事業、対象としま

しては碓谷川、杉谷川でございますけれども、こちらの財源としまして、当初一般単独事

業債を充てる予定でございましたけれども、より有利な防災対策事業債を活用できるとい

う事で、振替の方、行わせていただいてます。一般単独事業債の方から防災対策事業債の

方に振替を行っています。地方債の補正の関係は以上でございます。それでは第１条歳入

歳出予算の補正につきまして、えー、担当課の方から順にご説明申し上げますが、まずあ

のー財政担当の方からですね、歳入補正の主要な箇所と、あと財政管財担当の支出の補正

の関係についてご説明の方申し上げます。えー、予算事項別明細書の８ページ、９ページ

をお開きください。資料の最上段でございます。えー、13 款でございますけれども、えー、

国庫負担金の災害復旧費国庫負担金、えー公共土木施設災害復旧費負担金でございますけ

れども、えーこれは７月豪雨災害により被災しましたえー道路河川、計５か所のですね、

災害復旧にかかります工事総額 3,500 万円の内、国から財源負担があるものでございまし

て、えーこの度 2,334 万５千円ほど計上させていただいております。同じページの県補助

金でございます。同様に災害、ごめんなさい、豪雨災害に係るものでございまして、えー

林業施設災害復旧補助金は町内４路線７カ所の復旧にかかる事業で 1,569 万９千円に対す

る県補助金となります。もう一つ農業施設災害復旧費補助金でございますけれども、水路

４か所の復旧事業に係る補助金で、1,670 万４千円を計上しております。次に資料１ペー

ジめくっていただきまして、えー、10 ページ 11 ページでございます。えー、18 款繰越金

の関係でございますが、えー前年度からのえー歳計剰余金、実質収支の残額分にあたりま

すけれども１億 9,429 万４千円ほどですね、30 年度予算の方に繰り越すこととしておりま

す。えー、20 款の町債につきましては先ほど説明をさせていただいたとおりでございます。
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続きまして歳出の関係でございます。えー、資料 14 ページ 15 ページをお開きください。

えー２款、総務費のですね財産管理費の積立金でございますけれども、えー財政調整基金

の積立てとしまして、9,757 万１千円を計上しております。これは 29 年度の歳計剰余金の

半額をルール分として基金に積立てるものでございます。その下の地域振興基金積立金で

ございますけれども、えー30 年度予算は繰越金の関係でですね、現時点で 4,950 万円程度

歳入予算が多い状況でございますので、これに 57 万５千円ほど財源を加えまして、えー

５千万円ほど地域振興基金の方に積立てさせていただきまして、旧ＪＲ敷地の管理等にで

すね、活用していきたいというふうに考えております。えーこれにかかります歳入につき

ましては、えー、最初の８ページ９ページの 17 款のところ、57 万５千円として計上させ

ていただいております。財政管財担当分としては以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 栗栖総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、それでは続きまして、総務課の方から説明をさせていただきます。えー同じく 14

ページ 15 ページの一番上段になりますが、職員給与費、196 万２千円ほど計上させていた

だいておりますけれども、これは平成 30 年度で負担すべき共済費の追加費用率が確定し

ました。当初予算でえー、計上しておりました不足額が 196 万２千円に確定しましたので、

今回補正をお願いするものです。次に 22、23 ページをご覧ください。一番上段です。非

常備消防費の運営事業として、えー、使用料、賃借料、それから負担金補助及び交付金、

35 万円、36 万７千円ほどあげておりますけれども、上段の使用料及び賃借料については、

消防屯所に設置しておりますテレビ等のＮＨＫ受信料の補正でございます。それから下段

は筒賀の小屋原地区の防火水槽が漏水をしておるという事で、今回地元の方から、補助金

の交付申請ございました。この補助率分、えー10 分の７ですが、この 36 万７千円を計上

させていただいております。総務課からは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 栗栖地域づくり課長。 

○栗栖修司地域づくり課長 

 はい、えーと、歳出の方で 14 ページ 15 ページになりますが、えーと総務費の諸費の部

分でございます。えーと自治振興交付金事業という事で交付金の歳出を行う、これはあ

のー、財源としてはふるさと納税をいただいております。その関係で地域への交付金を増

額するものでございます。その次が集会所施設整備管理事業という事で負担金補助でござ

いますが、これは地域集会所の修繕に新たに申請があり、その緊急性があることから、35

万２千円を補助金として交付するものでございます。その下の防犯灯施設整備事業、これ

も補助金でございますが、えーと防犯灯６基の修繕に関わる追加要望がございまして、そ

ちらの補助金を計上させていただいているものでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 伊賀福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、それでは福祉課の方からえー、説明の方をさせていただきます。歳出の方で 14

ページ 15 ページの方をお開きください。老人福祉管理事業において、公有財産購入費の

方、227 万１千円ほど計上させていただいております。民有地の為、当該用地にかかりま

す賃貸借契約を締結して、賃借料を支払っておりますサポートセンターふれあいの用地の

一部 300 平方メートル部分について、昨年の６月付で当該用地の所有者の方から破産手続

きを開始する旨の決定がなされ、破産管財人が選定され、その旨、あのーこの用地につい

て、買い取りの方の打診がありました。サポートセンターふれあいにつきましては、えー、

生涯活躍のまち等の事業においても今後も営利活用すべく、用地を使用していくため、今

年度の土地評価額を基準として予算の方を計上させていただいております。続きまして 16

ページ、17 ページの方をお開き頂きたいと思います。民生費におきますえー生活保護費の
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給付事業、163 万１千円、並びにその下にあります生活困窮者自立支援費の支援給付事業

におきます 28 万２千円、２つとも 29 年度の事業の実績に伴います国庫への返還額として

計上させていただいております。福祉課の方からは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 園田児童育成課長。 

○園田哲也児童育成課長 

 はい、児童育成課からの補正のお願いでございます。16 ページ 17 ページをお開きくだ

さい。えー民生費、児童育成費、えー児童総務費の子ども子育て支援事業の委託料の 246

万３千円でございますが、子ども子育て支援法に基づき、平成 32 年度を始期とする第二

期市町村子ども子育て支援計画を作成する必要があり、えー平成 30 年度においては利用

者の把握調査について行う必要があることから、内閣府より通知をされたことに伴う調査

業務の委託にかかる費用でございます。えー、また下段の児童措置費の保育所園管理事業

につきましては、えー、施設の消防署の立ち入り検査に伴い、えー設備改善等の指摘を受

け、えー通報装置の修繕、えー消火設備の配置に対応するものが主なものでございます。

児童育成課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 栗栖健康づくり課長。 

○栗栖浩司健康づくり課長 

 はい、すいません。18 ページ 19 ページです。えー、衛生費の保健衛生費で、えー、保

健衛生費の総務管理事業の中で旅費を７万６千円増額するものです。えーこれは、えー職

員の研修に係る費用として、えー計上させていただきました。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 児玉加計支所長。 

○児玉斉加計支所長 

 はい、えー、18 ページ 19 ページでございます。えー農林水産事業費でございます。農

業総務費、委託事業で、委託料でございますが、これは、あのー、えー、加計管内のあり

ます公園の、えー、支障木の枝打ちをさせていただきたいという事でございまして、えー、

13万２千円ほど、えー計上をさせていただきました。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 田中建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 はい、それでは建設課の関係を説明させていただきます。議案書ページ 18 ページ 19

ページをご覧ください。えー、農林水産業費の農業費、農地費でございます。えー農業施

設整備補助事業、いわゆる４割補助という制度でございます。えー７月の豪雨災害により

まして被災をいたしました水路等で、国の災害復旧事業に該当しないものについて地域で

対応されるものに対して、補助金を交付する為、今回 200 万円計上させていただいておる

ものでございます。同じページの林業費、林道費でございます。えー、林業施設管理事業

でございます。こちらも７月豪雨災害におきまして、災害復旧事業に該当しないいわゆる

維持管理、倒木でありますとか、崩土の処理等の予算を今回 630 万円計上させていただい

ておるものでございます。ページめくっていただきまして、20 ページ 21 ページをご覧い

ただきたいと思います。土木費の道路橋梁費、道路維持費の道路維持管理事業でございま

す。こちらにつきまして、やはり７月の豪雨災害によりまして、えー倒木でありますとか

崩土処理、いわゆる維持管理という事で対応すべき災害復旧事業でない部分での今回の補

正のお願いでございます。1,300 万円計上させていただいております。その下の道路新設

改良費の町道整備事業でございます。えー、今年度、前年度からの繰越事業で津浪巡回線

の法面対策工事を予定しておりました。新年度から積算等進めておりましたけれども、工

事費が不足するという事で、今回 1,390 万円補正という事でお願いでございます。この補

正によりまして、計画区間を全線全体を対策工事を行いたいというふうに考えておるとこ
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ろでございます。えーその下の土木費、河川費、河川維持費でございます。河川維持事業

で 90 万円の補正でございます。こちらにつきましては、えー、木坂地区の木坂川、7 月の

豪雨災害で、えー、河床こう配が緩い箇所に、えー土砂が堆積しております。えーこの箇

所、以前えー、土砂が堆積してその後床下浸水等の被害があったことがございます。今回

補正をさせていただきまして、土砂の撤去を行って、浸水被害を未然に防ぐための取り組

みを行いたいというふうに考えておるところでございます。ページめくっていただきまし

て、24 ページ 25 ページをお願いいたします。えー、一番下の災害復旧費、公共土木施設

災害復旧費でございます。今回工事請負費で 3,500 万円計上させていただいております。

7 月豪雨災害で被災をいたしました道路１箇所、河川２箇所につきまして、早期の復旧の

ための工事請負費の計上をさせていただくものでございます。測量経費につきましては

８月 10 日の臨時議会で承認いただいておるところでございます。続きまして次の 26 ペー

ジ 27 ページをご覧いただきたいと思います。まず農林水産施設災害復旧費の農業用施設

災害復旧費でございます。こちらにつきまして農業用施設災害復旧費として工事請負費

2,569 万９千円計上させていただいております。こちらも７月豪雨災害で被災をいたしま

した農業用水路４箇所の早期復旧のための工事請負費を計上させていただいております。

測量設計につきましてはやはり８月 10 日の臨時議会で、えー、議決をいただいておるも

のでございます。その下の林道施設災害復旧費でございます。えー、林道施設災害復旧事

業で工事請負費 1,569 万９千円計上させていただいております。こちらも７月豪雨災害で

被災いたしました林道４路線７箇所の早期復旧のための工事請負費を計上させていただい

ております。こちらの測量設計費につきましては８月 10 日の臨時議会で議決をいただい

ておりまして現在作業を進めておるところでございます。建設課の関係は以上でございま

す。 

○矢立孝彦議長 

 片山商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、商工観光課から説明をさせていただきます。議案書の方は歳出で 18、19 ページ

をお願いいたします。一番下段にございます工事請負費、115 万円でございます。これに

つきましては、えー、戸河内インター横にありますわくわくランドの遊具修繕でございま

す。当初予算の方で通常点検等に係る修繕工事費としてすでに 340 万あまりを計上してお

りますが、この春より、えー、山のてっぺんにトランポリンがあった箇所がありますけれ

ども、これを安全対策の為、外しています。えー、これの、えー、長期利用という事でも

う少し高いジャングルジムのような形状にさせていただくもので、この追加が 115 万円を

予定しているものでございます。えー安全に配慮して施工したいと考えております。続き

まして翌えー20、21 ページをお願いします。観光施設管理事業でございます。需用費、具

体的には修繕費でございます。196 万６千円計上しておりますが、えー、公衆トイレ具体

的には温井ダム、それから深山峡、それから森林館のトイレ部分の補修が 45 万円、45 万

２千円、それから７月豪雨と８月の夕立で、えー、道路がへこみました深入山のセラピー

ロードの補修修繕が 54 万２千円。杉の泊ホビーフィールドのえー、ウルトラライトプ

レーン横にあります井戸ポンプ管路等の修繕が 97 万２千円でございます。委託料ですが、

66 万９千円分につきまして、えー、深山峡と龍頭峡の遊歩道に面する斜面落石に関する調

査業務として計上しております。これは６月６日にありました、えー、191 横の落石を受

けまして、えー安全対策の為、調査する予定としております。それから委託、10 万８千円

は先ほど言いましたホビーの井戸の、えー、調査費としております。それから備品購入費

ですが、えー、倒木処理、三段峡遊歩道は安全対策等で倒木処理等も必要となりますので、

小型のチェーンソー１台と、それからイベント等でライトアップするためのＬＥＤ屋外照

明を３基購入する為、24 万１千円をお願いするものです。最後観光団体育成事業の補助金

100 万円を計上しています。えー、通常ここはイベント補助金を支出する科目ではござい

ますが、えー７月豪雨で被災された方を対象としまして、その被災者支援に伴う、えー低
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料金で交流活動を行う団体、あるいは宿泊業者等に、えー、本来お客さんとして負担すべ

き金額相当を、えー、被災者という事で助成するというものでございます。えーこの件に

関しましては、被災者が申請されるのではなく、受け入れ側の町内団体、あるいは宿泊施

設が、えー、申請する手法としているもので、概ね 200 名相当分として計上させていただ

いております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、長尾学校教育課長。 

○長尾航治学校教育課長 

 はい、では学校教育課所管分の説明を申し上げます。ページ数は 23 ページ中段をご覧

ください。えー、小学校就学援助事業といたしまして 40 万６千円計上させていただいて

おります。こちらに関しましては、当初予算時にも少しご説明を申し上げましたけれども、

えー、平成 31 年度新入学の、えー、入学用品費の援助、支援という事で、40 万６千円計

上させていただいております。前倒しとして支給させていただきたく、計上させていただ

いたものでございます。その次中学校費でございます。中学校管理事業といたしましては、

需用費 40 万円を計上させていただきました。えー、こちらに関しましては、旧戸河内中

学校の寮に関しましては私どもの、えー、学校教育課の方で管理をしておりますけれども、

えー今年度こちらの寮は休寮しておりますが、えー、今回の災害と言いましょうか、豪雨、

それから台風、こちらの避難場所としての設営、また消防団のですねポンプ操法大会にお

ける訓練等の水道代、また下水道代といたしまして計上させていただきました。その下段、

中学校就学援助事業でございます。えー小学校就学援助事業と同様に、新入学平成 31 年

度の、えー、入学用品費の前倒し分として計上させていただいたものでございます。学校

教育課は以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 梅田筒賀支所長。 

○梅田幹二筒賀支所長 

 14ページ15ページをお開きください。在宅福祉事業の需用費11万４千円でございます

が、えー、筒賀ふれあいプラザのエレベーターの修繕費でございます。経年劣化により誤

作動停止の危険がある部品を交換するものでございます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、上田生涯学習課長。 

○上田隆生涯学習課長 

 はい、えー、生涯学習課の関係を歳出ページで説明をさせていただきます。ページ数は

24 ページから 25 ページをご覧ください。えー、10 款教育費、えー、社会教育費の、えー

と、社会教育施設管理事業として、えーと、54 万６千円を増額をお願いするものです。そ

の内訳としまして、需用費として戸河内ふれあいセンターのフェンスの修繕のお願いをす

るもので 46 万２千円、委託費として、えー、戸河内ふれあいセンター防火対象物点検と

して５万４千円、14 の使用料賃借料として温井文化センター、筒賀公民館東分館のＮＨＫ

受信料をあげさせていただいております。続きまして、えーと生涯学習推進費として、

えーと図書館運営事業として 30 万増額をお願いするものです。その内容としましては地

域支援センターが、えーと改修され、図書館の電気代として全体の６割分を負担をするも

のとして、30 万を増額をお願いするものです。えー続きまして、えー教育費、保健体育費

として、体育施設管理事業として、（ページ言うてあげんさい）ページは 25 ページ、同

じ 25 ページです。はい、体育施設管理事業として 70 万４千円を増額するものです。その

内訳としまして、えー、需用費として、筒賀多目的スポーツ広場猪股グラウンドのえー、

トイレに使用する水を上げるための加圧ポンプの修繕を 69 万２千円をあげております。

えー、13 委託費としまして、修道活性化センター防火対象物点検を３万３千円、14 の使

用料賃借料として修道活性化センターのＮＨＫ受信料を１万５千円ほどあげさせてもらう

ものです。生涯学習課からは以上でございます。 
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○矢立孝彦議長 

 ちょっと筒賀支所長、イボをイボを押して。はい続けてください。よろしいですか。以

上で説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。10番吉見議員。 

○吉見茂議員 

 えーと、３点、４点ほどお伺いをいたします。えー、まず最初に 15 ページ、えー、共

済費の 196 万２千円ですが、あのー今説明にあったのは追加まぁ費用という形で説明がご

ざいましたが、あのー具体的にどういったものか。毎年こういう時期にこういうその追加

があるものなのか。特別に今年度に初めてあったものなのか。そこらをちょっとご説明を

お願いいたします。えー、続いてはそのページの、えー、自治振興交付金の方にまぁ 100

万ほど追加となっておりますけれども、説明ではまぁ、えー、寄付があった分をまぁここ

へあのー積んだという話ですけれども、自治振興交付金の事業については、まぁたぶん予

算もまぁ当然まぁ 1,800 万位ですかね、あった分に、あのー足らないからここへ 100 万追

加するのか、そこらのちょっと説明をちょっと詳しくお願いいたします。続いてえーと 21

ページ、えー、21 ページの上段のえー、需用費のところですかね。あのーホビーの方の井

戸に 97 万円というような説明がありましたが、ちょっとそこらもうちょっと詳しく、ど

ういったもので、どういったことをされたのかの説明を、するのかお願いします。それと、

えー、一番下の負担金の補助の５千×200 人分という事ですが、まぁ被災された方が宿泊

された場合には、あのー補助をさせてもらうという予算だと思いますけれども、これはホ

テルに限らず、その旅館であったりとか、まぁ民泊までは難しいにしても、どこまでを対

象にちょっと考えられているのかをちょっと詳しく説明の方をお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、あのー、まず最初の 15 ページ、職員給与費の共済費の質問をいただきました。

えー、これにつきましては、えー、追加、先ほど追加費用率が確定したことによって、

えー、当初予算計上しておったものが、一応不足の額が確定したためと申し上げましたが、

これ毎年度この時期にだいたい７月の末に、えー、共済組合の方から確定通知が来まして

９月補正にこの予算をお願いしております。毎年定例的なものでございます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー、追加費用と申しますのは、要は老人、要は共済組合の方から老人会計の方へ負

担する率が決まってるものがあります。それを追加費用と申しますが、年度当初に率がく

るんですが、あのー、最終確定するのが、この時期になってきます。それが年度当初から

大きく開いたときにこういった補正が必要になるもので、毎年度補正が必要になるもので

はないというふうに理解してください。それと自治振興交付金の 100 万円でございますが、

あのー、新たに追加するもんじゃなしに今年度ふるさと納税である振興会へ寄付をしたい

という申し出がございました。それを今回補正をして支出するものでございます。あのー

直接振興会にいってもいいんですけど、要は寄付者のメリット、要は税制上の控除とかご

ざいまして、ふるさと納税通した方が寄付者のメリットが大きいので、ふるさと納税を通

しているということにしています。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、まず１点目のホビーフィールドの井戸の修繕という事でございますけれども、

えー、ウルトラライトプレーン横にあります、えー、上水池それから山頂付近にあります

調整池という、まぁ２つの井戸が、あ、池があるんですけれども、上水池の方に２つのポ

ンプが在中しております。まぁ、えーと、開設されてもう 22、3 年も経つものですから、
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まぁその井戸ポンプのえー、故障が発生しており、えー、現在２基ありますけれども、

１基が虫の息と言いますか、そういった状態にございます。まぁそういったことも踏まえ

まして、そこの改修を行うわけですが、現在、その山、山頂にあります調整池まで水は上

がるのですが、途中で抜けたりする漏水状況が見られます。まぁそういったことも含めま

して調査費を 10 万かけて井戸内部、それから途中の経過、それから機械の補修修繕とい

う事で予定をしているものでございます。それから補助金の方ですが、えーと若干資料を

作っているんですが、議長お許しいただければ配付をさせていただきたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 許可します。 

                  （資料配布） 

○片山豊和商工観光課長 

 現在配付させていただいておりますけれども、えー、宿泊業者が当然あのー。 

                 （ちょっと待っての声あり） 

 資料の方では、二段書きとしております。町内団体が申請する場合と、宿泊業者が申請

する場合というふうにしております。あのー、表題の中にも書いてありますように、まぁ

被災地、ボランティアとか消防活動等で寄せていただいた中で、やはり被災者の方のです

ね、心労あるいはえーそういった将来の不安というのがぬぐいきれないという実態がござ

います。まぁ町内におきましては大きな災害もなく、まぁ補正もありますけれども、えー、

災害なく進んでおります。そういった被災地から１時間程度で来れる当町へ来ていただく

と共にあわせてやはり被災者に寄り添った地域との交流事業、まぁ宿泊業者におきまして

もですね、できるだけそういった、癒しと言いますか、元気を回復していただくための、

えーメニューを作って提示していただくという事をしております。予定しております。

えー募集する２週間前にそういった申請をしていただき、審査をしたうえで、えー、させ

ていただく予定としておりますが、あの先ほど民泊という話もありましたが、えー受入協

力会というのがこの春にできておりますので、そういった団体で受けたいというご要望、

申請があれば、それはえー可能としているところでございます。概略は以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 いいですか。その他質疑はありませんか。１番、大江議員。 

○大江厚子議員 

 はい、えーと、23 ページ、22 ページ 23 ページの、えー、小学校並びに中学校の就学援

助事業という事で、あのー、とてもいいあのー内容だなというふうに思っています。えー

と、やっぱり低所得者世帯にとって、子どもの入学っていうのは喜びの反面、やっぱり負

担があのーちょっと一時的に大きくなるので、入学時にあのー入学用の用品をね、あのー

買うためのあらかじめの予算措置というのはいいなというふうに思っています。それで、

えーと、まぁ、安芸太田町にとっては準要保護児童生徒というふうに言われておりますが、

えーと、まぁその基準は市町でえー決めるというふうになっておりますが、当町ではどの

ような基準なのかということと、それから援助内容は入学用品という事なので、まぁラン

ドセルとか、まぁ色々あのー小物だと思うんですが、一人あた、一世帯当たりというか、

一人当たり、大体どれくらいのあのー援助がね出るのかという事と、それからそのこれを、

これは申請主義、申請なのか、それともまぁ行政の方からあらかじめ持っている資料で、

えー申請されっていうかまぁ、あのね、支援できますというふうになるのかということ。

それから、えーと全児童生徒に対するこの対象児童生徒の割合は安芸太田町ではどのよう

なのかっていう、まぁちょっとこまごまとしたことで申し訳ないのですが以上お聞きしま

す。それと災害対策費としてまぁ色々あって、当町は被害がね少ないという、とは言って

いますが、まぁやっぱりあるのはあるんだなというふうに改めて感じましたが、トータル

どれくらいのあのーえーと災害復旧に対する補正予算になるのかっていう事と、それから

まぁその内訳、財源内訳がどのようになるのかという事をお聞きします。 

○矢立孝彦議長 
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 学校教育課長。 

○長尾航治学校教育課長 

 はい、就学援助に関しましてご質問頂戴いたしました。えーとまずこの就学援助の事業

につきましては、えー申請主義でございます。申請がいただいてから始めて交付するもの

でございます。で、その準要保護の割合というのがですね、計算式があるんですけれども、

概ねという事であのーご了承いただきたいと思うんですけれども、生活保護世帯の約 1.3

倍までの基準を準要保護世帯というふうに捉えていただければと思います。あのーなお算

定に当たりましては、非常に細かい計算というのをさせていただくようになってます。

えーそれからえーと用品のえー一人あたりのえー金額でございますけれども、これは今国

の準拠の金額をうちの町でもですね、えー、単価を同様として、えー定めております。金

額につきましては小学校の入学支援としましては４万 600 円、中学校の方は４万 7,400 円

でございます。それからもう一つ最後ですけれども、えー、就学援助の今現状の割合でご

ざいますけれども、えー、町全体で申しますと、小学校がですねえー、平成 30 年度現在

で 23 パーセント、これは先ほど申しましたとおり申請主義でございますので、申請が出

ている者としてとらえています。23 パーセントでございます。で、中学校に関しましては、

全体で23.8パーセントでございます。えー以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 はい、えー、災害復旧事業という事でのご質問でございます。あのー今回の補正に関係

する金額につきましては、あのー全員協議会の際に説明資料としてあのーお出しをしてお

ります参考資料 1 の方へあげておるところでございます。トータルでの災害復旧事業とい

う事でございます。あのー今回の補正予算議案書のページで、補正前の額と補正額の合計

金額がございます。えー24 ページ 25 ページで言いますと公共土木施設災害復旧費で

7,200 万円という事でございます。また 26 ページ 27 ページで農業施設災害復旧費で

2,820 万、同じくその下の林道施設災害復旧で 2,060 万、これは８月の臨時会で補正をい

ただいた金額とあわせたものでございます。現在のところ合計金額としてはこの金額が目

安になろうかというふうに考えているところでございます。補助の方でございます。あ

のー公共土木施設災害復旧費の工事費の補助としましては、補助率は 66.7 パーセントと

いうものがございます。現在これを歳入財源として今回も見込んでおるところでございま

す。えー農業用施設災害復旧費につきましては、現在の補助率としては、一般的な補助で

65 パーセントというふうに見込んでおります。これにつきましては激甚災害の指定を受け

ておりますので、今後激甚災害の効率補助申請というような手続きを行えば 65 パーセン

トよりも若干上昇するような可能性があるという事でございます。えー、林道施設災害復

旧費につきましては現在５０パーセントの一般的な災害の補助率で見ております。こちら

もあのーまた激甚災害に伴う増高申請等が可能な状況であればまた率が上昇するような可

能性は含んでおるという事でございます。建設課は以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

はい、わかりました。それで先ほどのえーと準要保護世帯への就学援助のことですが、

まぁ生活保護世帯もそうですが、まぁ色々な支援は申請主義がまぁ原則だというふうな、

そうだなというふうに思ったんですが、えーとそうはいっても学校であのー把握はねされ

ていると思うんですよね。世帯のあのー所得とか、そういうのは難しいんですかね。あ

のー、うーんと、まぁ民生委員さんとの連携とかもあるとは思うんですけど、申請主義は

全く基本だとは思うんですけど、あのー、まぁ親に親世帯によってはね、なかなか申請す

るのが難しいとかそういうあのー情報すら入っていない家庭ももしかしたらあるかもわか

らない、その辺の状況はどうなんでしょうか。 
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○矢立孝彦議長 

 学校教育課長。 

○長尾航治学校教育課長 

 はい、それでは回答申し上げます。この就学援助の事業につきましては、えー、まぁ生

活保護世帯を要保護世帯、えー要保護者としてみなします。先ほど申しましたとおり、市

町村の方でですね、準要保護者という事での拡大解釈の中で、えー保護して、いわゆるそ

の予算の範囲においてですね経済的な理由によって、その就学が困難と認められる児童生

徒、そういうところの保護者に対して、えー支援をしていくというような趣旨になってお

ります。えー、この部分につきましてはですね、やはりあのー、家庭状況等々色々おあり

だと思いますし、まぁあのーこの就学援助を受けられること事態が、やはり恥ずかしいこ

とだという認識を持たれている家庭は確かにあるかもしれません。まぁそうした結果から

ですね、旧町村、本日は申し上げませんけれども、旧町村の比較をしてみても、割合がか

なり開きがあるような状況もございます。で、これがあのー、周知に関しましてはですね、

一応全てのえーご家庭に、その対象になるタイミングでですね、周知徹底という事で、学

校を通じて周知をさせていただいておりますので漏れるという事は決してないというふう

に考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 ４番、冨永議員。 

○冨永豊議員 

 えーと 15 ページのですね、えー、地域振興基金の管理業務で５千万っていう事なんで

すけどね、まぁＪＲ跡地のことを言われたんで、それでちょっとお聞きしときたいんです

けど、あのーＪＲが当初廃止になって譲渡の中で、その時に７億いくらっていう数字、こ

の前ちょっと聞いたと思うんですね。その７億いくらの数字って維持管理だけなのかって

いう、今回みたいに橋梁をですね撤去しようとしたときには、別途話をするとかいうまぁ

項目も入っていなかったから今回みたいな数値になったんだろうと思うんですよね。そう

すると当初のその７億っていうのは、あのもう少しですね、どういうもので７億が積み上

げられてきたのかっていう事をお聞きしたいことと、それとあのー次の 100 万のふるさと

なんですけど、自治会への、まぁこれ水を差すような言い方になると思うんですけど、ま

ぁこれ通すっていうことになると、相手方の寄付者の方に関しては 100 万がそっくりその

自治会に行くのか、あるいはそこでの、あのー返礼品とか色んなものを差っ引いたものが

いくのかっていうことになろうかと思うんです。細かい事で、これはちょっと寄付者の方

には水を差すようになるこう質問になろうかと思うんですけど、そこらをちょっとお聞き

しときたいという事なんですね。それと子ども調査業務っていうのがあったと思うんです

ね、何ページでしたか、あのー17 ページの子ども調査業務 246 万ですよね。今回やってい

くという事なんですけど、その調査業務の少し内容をですねまぁ簡単に大まかなものをこ

ういうものをやっていくっていう事の内容についてちょっと、えー、加えていただいたら

と思います。以上ですね。それとですね、もう１点、あのー、さっき大江議員も言われた

んですけど、支援費ですね。今、貧困率っていうのが子供の貧困率が６人に１人か７人に

１人と言われているような状況の中で、まぁ私も一般質問したかったんですけど、貧困率

について、そうすると安芸太田町の貧困率はどうなのかと言ったときに貧困率そのものが、

あのー、把握できていない、まぁ把握しようがないっていうような事なんですけど、もう

少しですねそういったところを、あのー突っ込んで、本当にできないものなのかどうなの

か、国が出してる貧困率はどうなのか、国も出した内容っていうのは、あのー出しにくさ

から出してきてるようなことだから、その辺のところは大まかなもので出してこられたの

かと思うんで、今後ですね、そういったところには、あのー充分目を向けてちょっとあ

のー、研究っていうのか自分なりのやっていただきたいと思っておりますので、これは答

弁要りませんので、はい、以上です。 

○矢立孝彦議長 
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 河越総務課主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 あのー地域振興基金の活用内容等についてのご質問でございました。まずあのーこれま

での基金の活用の内容でございますが、昨日の一般質問の方でもですね、えー触れており

ますけれども、通常、敷地の草刈りとか、えー、公共物の法定点検以外にもですね、えー

例えば代替バスの路線運用事業であるとか、まぁ駅の解体でございますとか、あと敷地の

後を利用した町道整備とかですね、えー駅前の再開発とか、そういったようなものにつき

ましての、こちらの基金を充てております。今後のですねこの基金の活用の方向性みたい

なものでございますけれども、駅の後の整備等につきましては、えー大きなところについ

ては、あのー、いずれにしてもひと段落しておりますので、まぁあとは定例的な、えー草

刈りであるとか、あのー公共物が残っておる状況でございますと、あのー法定点検、そし

てまぁ安全対策等に活用していきたいというふうに考えております。この度５千万円、そ

の他の基金に積んでもよかったんですけど、まぁオールマイティに使えるその他の基金に

つきましては、あのー残額も十分という事で、こちらの地域振興基金、えー前回積んだの

が平成 25 年という事で、５年ぶりとなりますので、そろそろ今後のことを考えて積み増

しておこうという事でこの度積み増しをさせていただいたものでございます。以上でござ

います。 

○矢立孝彦議長 

 副町長。 

○小島俊二副町長 

 はい、あのー自治振興会に対するふるさと納税については、うちはまだ正式に打ち出し

てないんですけど、要はふるさと納税される方、やはりお礼品目当てと言ったら悪いんで

すが、お礼品の魅力でされる方多いんですが、やはり出身者の方はやっぱりその安芸太田

町全体でなく出身の自治振興会へ寄付したいという思いが強いんで、ちょっと今後あのー、

出身者の方を対象に今自治振興会への寄付というのをちょっと表に出していこうかなと思

ってます。今、神石高原町でやっておられる制度でございます。そういった中で、この部

分につきましても、要はうちのかかる経費でございますんで、その部分を勘案して、お話

しさせてもらって、あのー寄付してもらっておりますんで、経費はうちの方でもらってお

りますんで大丈夫です。 

○矢立孝彦議長 

 児童育成課長。 

○園田哲也児童育成課長 

 はい、えー、子ども子育て支援事業の調査に係る、えー概要というご質問でございます

が、えー、この度ですね８月に、えー内閣府の方から、えー市町村、えー、子ども子育て

支援事業計画における、えー、料の見込みの算出等における手引きというのが、えー出さ

れております。えー、この中の、えー、手引きに基づいてですね、えー、国の定める項目

について調査をするわけですが、えー主なもので言いますと、えー保育所、えーこども認

定こども園等のですね、えー、その需要量の調査、えーニーズの調査というもの、また、

えー、学童保育、小学校等のですね、えー、放課後等の、えー、ニーズの調査、またその

他ですね、えー病時保育であるとか、えーその他利用者支援事業、そういうものの、えー

子どもの子育てに関する、えー町の事業等におけるですね、ニーズの調査というのが、

えー国の項目で、えー基本的にやらなくてはならないという形の調査の内容が決まってお

ります。それに伴って、えー町独自の、えー調査等もありますので、例えば町独自にです

ね、えー子ども子育て支援事業、えー保護者等のですね色んなニーズを掘り起こすための

調査もあわせて、えー行いたいというふうに考えているものでございます。以上でござい

ます。 

○矢立孝彦議長 

 ちょっとスイッチを。はい、続けてください。９番、佐々木美知夫議員。 
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○佐々木美知夫議員 

 あのー今児童育成課の課長、答弁されてとこで、もう１件ね、保育所管理事業、何か消

防設備の指摘、消防署の指摘があって消防設備への修繕とさっき説明があったとは思うん

ですが、これどこの保育園でどういう事を指摘されたのかという事を１点と、あのー先ほ

どこれ商工課観光課の課長配付されたんですが、私この件に関してね、あのー宿泊施設だ

けだと思ってたもんですから、これ団体ですよね、団体。例えばこれ、えー、例を出して

どうかわからんのですが、三段峡研究なんかいね、ああいった団体、団体いうのは、その

受け入れる団体いうのは、この安芸太田町にどのくらい団体がおられるのか。 

○矢立孝彦議長 

 児童育成課長。 

○園田哲也児童育成課長 

 はい、すいません。えー消防の方の、えー検査等の指摘という形のご質問でございます

が、これ施設でございますが、認定こども園とごうちでございます。えー、指摘の内容に

つきましてですね、えー消防署への自動通報装置がえーありますが、これの録音内容等に

ついてですね、正確なものが届かないような状況になっておりますので、この録音が消防

署に届く、あのー非常時火災時等にですね。その録音状況についての修繕を行うものが

１点。あと、えー、消火器等は準備をしておりますが、消火器の設置場所等にですね、一

部あのー距離が 20 メーター以内という規定がありますので、その距離のことをですね、

今現在置いとるところでは満たさないという形のものがありましたので、実際的には認定

こども園ですので、子どもが触って消火材がという事になると、当然カバーをつけたりと

か、そういう措置が消火器を置くのにも必要になりますので、そのためのそういう設備の

もの。あと、えーカーテンがですね、一部防炎カーテンになっていない、これはちょっと

当初の状況現在調べておりますので、えーこの補正を上げるときに実際わかったことです

ので、えー、このことについては、当初の状況も調べておりますが、ここのカーテンを一

部変えないといけないという指摘を受けておりますので、えー、そのものについての変更

という形のもので今回の補正をお願いさせてもらうものでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、具体的には要綱は予算がまぁ成立したのちにとは思っておりますが、現在考えて

おります要綱案で捉えますと、この団体としましては、宿泊業者当然でございますけれど

も、非営利団体いわゆるＮＰＯ、ボランティアでありますとか、自治振興会、えーあるい

は、えー社団法人、社会福祉協議会、そういった団体を、えー網羅して、えーそういった

方から申請があれば内容審査のうえで、えー適任となれば採用したいというふうに考えて

おります。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木議員。 

○佐々木美知夫議員 

 えーと、今の商工観光課の件ですよね、これ、あのー例えば、100 万計上してあるわけ

ですが、例えば、これ今年度いっぱいとか、これオーバーした場合とか、そういった場合

はどのように考えておられるんです、ちょっとそれと今の保育所ですよね、保育所の消防

設備、えー先ほど防炎対策、カーテンが云々かんぬんとあったわけですが、これ、認定こ

ども園できて何年になります、当初の指摘、例えば消火器は多少移動したりされることも、

ただただあることはあるんですが、そういった指摘いうのは今まで毎年消防署立ち入り検

査されてますよね、調査。そういった時点での指摘なんかは今までに全然なかったいう事

です。それと他の認定こども園加計にしてもそうだし、そういったことは無かったわけで

すか。 

○矢立孝彦議長 
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 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、今朝のニュースでございますけれども、現在なお県内で避難場所の方へ生活され

ている方が 236 名とお聞きしております。概ねまぁ 200 名と算段させていただいた部分も

そういった数字があるわけでございますけれども、まぁ従前あのーお伺いしておりますの

は、夏休み期間中に、えーそういった交流をされたとかいうような情報も聞いておるとこ

ろでございます。で、まぁ、一応、要綱上は今年度３月 31 日までというふうに考えてお

ります。まぁ当初はスキーとかも含めて冬季においても、えー宿泊あるいは交流とかです

ね、できるというふうに考えておりますので、そういった想定でございます。まぁオー

バーしたらどうかというような事もございます。えー、あのー、一応そういったニーズ、

申請をいただいたうえで、不足する場合にはまぁ 12 月補正とかもまぁありうる可能性で

はございますけれども、まぁ冒頭説明しましたイベント補助金、えー色んな条件等で未開

催となっている部分もございます。まぁ内部流用いう表現は不適切ではございますけれど

も、そういったニーズの中で、えー充足できる部分があれば、検討を進めたうえで対応し

ていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー、認定こども園の件については、あのー補正予算の査定の中でも議員が言われる

ようなことがちょっと話題になりまして、先ほど課長が言いましたように当初からのちょ

っと状況を調査してみようという事にはしております。指摘ですからやらにゃあいけんこ

とは確かなんですが、その指摘を受けた経過について詳細にあのー調査する中で執行する

という事にしておりますのでよろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木議員。 

○佐々木美知夫議員 

 あのー商工観光課のこの事業についてはね、大変まぁいい事なんだと思っちゃあおりま

す。しかしね、あのー、これ、まぁ被災地の子どもさんにしても大人もそうでしょうけど

も、１団体を受け入れるのに約 20 人くらいはすぐ集まるんですよね。すぐ集まる。とい

う事は５回で１地区まぁ例えば今回夏休みに行った、あのー、坂の矢野、いや小屋浦ね。

こういうところなんかでも、台風の影響で１回流れたんですが、そういったことをすると

ね、すぐ人数は集まるんです。例えば坂なんかでも、小屋浦地区だけじゃなしに他の所の

あったりね、だからこのへんの予算いうのは、まぁ多少ゆとりがある場合はとっとっても

ええんじゃないかと思うとります。それと保育所の件ですが、あのーこれね、認定こども

園だけじゃなしに、まぁあのー、戸河内幼稚園、筒賀保育所等もね、いっぺんそういった

あのー調査をされてね、やっぱり不備指摘される前に、まぁ色々とやっていく段取りの方

がええんじゃないかと思うとりますんで、その辺をまぁ加味して、えー今回色々あるでし

ょうがお願いをしたいと思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 はい、えー、８番角田議員。 

○角田伸一議員 

 えーとですね、えーと、７款の商工費でちょっと聞きます。小さいことです。えー、観

光施設管理事業の備品購入なんですが、チェーンソーとＬＥＤの屋外照明を購入するとい

う事でございましたが、これの数量とですね、それとこの照明の関係ですね。これはあ

のー電池式なんか、どうか、ちょっと聞いてみたいんですが。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 
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 はい、ご質問のありましたチェーンソーですが、１台でございます。えーリュックに入

るような、えー、歩道点検をする際にですね、持ち運びが便利なサイズとしております。

それからＬＥＤの電気でございますが、これは 100 ボルトの通常のコンセントから引くも

ので 600 ワットでございます。えー想定しておりますのは、えー例えば大銀杏ございます

けれども、そこ、まぁテレビ放映等があったら単発的にやったこともありますけれども、

えー基本的に１週間とか、ナイトツアーを想定してまぁ大銀杏ばかりではないんですけれ

ども、春であれば桜公園、色んな箇所があります。それを想定してできるだけ、宿泊を伴

う観光客を呼びたいという思いで買わせていただくものでございます。えーこのＬＥＤは、

３基でございまして、３基で大銀杏の、えー上の方まできちんと照射ができるようなもの

でございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 えーとですね、もう１点、ちょっとこれ他のことなんですが、ちょっと頁またがっとる

んですが、23、25 と思いますが、あのー、テレビの受信料というのがですね、こう数件あ

がっとると思います。これは今ここで補正をする理由なんですが、まぁ今まで支払うてな

かったんか、それとも新たに支払う事由が発生したのかですね、このあたりの説明をお願

いします。 

○矢立孝彦議長 

 副町長。 

○小島俊二副町長 

 はい、ＮＨＫの受信料については、あのー役場の方からＮＨＫの方へ申請をして出しと

ったんですが、今年度ＮＨＫから全面的な調査が入りまして、あのー消防屯所等々、受信

機がある分についてはもう全て払いなさいという事で、まぁ最高裁の判例なんかも出てお

るもんですから、もうこれは抗えないという事で、全部調査を受け入れ、そのままを、予

算で当初予算では予算に計上していなかったものを今回補正で計上するものでございます。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討

論を行います。討論はありませんか。 

                  （なしの声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第 56 号、平成 30 年度安

芸太田町一般会計補正予算（第４号）を起立により採決します。議案第 56 号は原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

                  （賛成者起立） 

 起立多数です。従って議案第 56 号、平成 30 年度安芸太田町一般会計補正予算（第

４号）は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第２．議案第57号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第２、議案第 57 号、平成 30 年度安芸太田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）を議題とします。議案の追加説明があればお受けします。上手住民生活課長。 

○上手佳也住民生活課長 

 失礼します。えー議案第 57 号、平成 30 年度安芸太田町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）についてご説明させていただきます。この度の補正につきましては、歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,647 万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 10 億 7,207 万９千円と定めるものでございます。内容について事項別明細
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書の方で説明をさせていただきます。えー最初に、歳出の方から説明をさせていただきま

すので、10 ページ 11 ページをご覧下さい。まず一番上の国保管理運営事業でございます。

27 万円の増額でございますが、これは県国保連合会へ対し、国保事業実施状況の報告等を

行うシステムにつきまして、国の示す仕様に基づき改修を行うものでございます。えーそ

の次の、２款目、保険給付費でございますが、えー療養給付事業 172 万４千円の増額につ

きましては、えー退職被保険者に係る医療費が当初の見込みを上回り、今後予算の不足が

見込まれるため、増額のお願いをするものでございます。医療費が増加しました主な要因

といたしましては、骨折手術等を含む入院費の増額が主なものでございます。その下の高

額療養費支給事業につきましても同様の理由により 39 万３千円増額を行うものでござい

ます。次の保険事業費でございます。えー歯科保健センター運営事業でございますが、こ

ちらにつきましては歯科衛生士への謝礼金、31 万５千円を報償費から賃金に組み替えると

ともに、あわせまして交通費分の 16 万８千円の賃金を増額補正するものでございます。

こちらの方が差し引きまして 16 万８千円の補正を行うものでございます。１ページめく

っていただきまして、12 ページ 13 ページでございます。えー、国保総合保健施設事業運、

あ、施設運営事業でございます。まず使用料及び賃借料 11 万４千円につきましては、コ

ピー機リース満了に伴う機器入れ替えに必要となります初期費用について 11 万４千円増

額するものでございます。その次の備品購入費でございますが、施設で使用しております

シュレッダーにつきまして、えー、現在使用のものが処理能力が極めて小さく支障がある

為、処理量に適した機器購入費用として、63 万２千円を計上するものでございます。えー、

その次の国民健康保険基金管理事業 3,230 万９千円でございますが、こちらにつきまして

は、平成 29 年度歳計剰余金から実績による療養給付費等国庫負担金の返還金を減額した

額と、実績に伴う退職者医療費交付金の追加交付額について、国民健康保険基金に積立て

るため、所要の額を増額補正するものでございます。えー下の償還金 86 万５千円でござ

いますが、こちらにつきましては平成 29 年度の療養給付費等国庫負担金について、実績

により返還金が生じたため、所要の額を補正するものでございます。歳入の方の説明をさ

せていただきます。えー、６ページ７ページでございます。一番上の保険給付費等交付金

でございますが、こちらは先ほどの退職被保険者等療養給付費そして高額療養費の見合い

の財源としまして、財政運営を行う県から交付をされるものでございます。211 万７千円

でございます。えーその下の特別交付金 27 万円は、先ほどのシステム改修に係る財源と

して県から交付を受けるものでございます。えー、５款目、退職者医療費交付金は、実績

に伴う追加交付 34 万４千円を計上するものでございます。７款目、繰入金、その他一般

会計繰入金 82 万７千円と、国民健康保険基金繰入金８万７千円は、歯科保健センター運

営事業、国保総合保健施設運営事業の補正に対応する財源として、それぞれ繰り入れを行

うものでございます。８ページ９ページ前年度歳計剰余金繰越金でございますが、平成 29

年度の剰余金として3,283万円を計上するものでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。８番、角田

議員。 

○角田伸一議員 

 じゃああのーお尋ねします。４款の保険事業費の、えーと国民総合保健施設運営事業、

ここの中の備品購入費なんですけど、まぁシュレッダー出ておりますが、これどういうも

のなんですか。機能はどういうものか。 

○矢立孝彦議長 

 健康づくり課長。 

○栗栖浩司健康づくり課長 

 はい、えー、このシュレッダーですが、えー、現在、えー、文書の廃棄というのが個人

情報の関係上、氏名が入っているものは全て裁断して廃棄しなくてはならないという状態

になっております。で、これは、あのー、えー、保健福祉医療統括センターの事務室でう



- 17 - 

 

ちの健康づくり課と福祉課で供用して使う予定で業務用の現在あるシュレッダーが家庭用

と言いますか、ちょっと小さいやつで、えー、枚数にしていっぺんの処理能力がしれてい

ます。今回のシュレッダーは業務用でして、えー、いっぺんに 20 枚から 30 枚程度のもの

ができる。そうすると下のボックスが、えー50 リットル以上のボックスがついてますので、

相当量のものができるということで、えー、現在全てシュレッダーに文書をかけるという

ことで、えー、事務的に大変困ってるという事がありますので、今回、えー、導入させて

いただきたいという事です。 

○矢立孝彦議長 

 よろしいですか。他に質疑、はい、７番佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 すみません、また同じところになるんですが、先ほど、あのー、使用料賃借料、コピー

の保守料ということだったんですが、これ９月に切れるいうのは当初ではわからんかった、

計上漏れ。まぁ流用かかっとらんけぇええとはするんでしょうが、これ当初からこの９月

に保守料がきれるというのがわからなかったのかな。そこらあたりを。 

○矢立孝彦議長 

 健康づくり課長。 

○栗栖浩司健康づくり課長 

 はい、失礼します。えー、これはですね、あのー現在あるコピー機というのが９月まで、

えー９月いっぱいで切れるんですが、年間を通して一応予算的には、現在のコピー機に対

して持ってるんですが、このコピー機のですね、仕様ですと、カラーコピーが大変高額に

ついてですね、あのー、皆さん例えば住民の方に配付する資料等々カラーコピーができな

い、できるんですが、するとすごくコストが高くつくという事で、機械を印刷機型のカ

ラー、ちょっと精度落ちますけど、それに変えたいと、今回それが９月のリースの満了時

期でないと変えられないものですから、それに変えるとどうしても初期的なものと今まで

のリース料の差が出てきますので、えー今回この数字をあのー計上させていただいたとい

う事です。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 副町長。 

○小島俊二副町長 

 厳しいところ聞かれる。あのー、今言うたことは、要は、あのー、リコーのオルフィス

を入れたいと。で、予算要求してきてるのに、ちょっと調べたんです。今のリコーのコ

ピー機が今全町で契約しとって、今再リースの段階に入ってきてますんで、それが９月末

なんで、要は全部経費を比較したときに効率とか含めてオルフィスの方が印刷機の方が効

率的であると、経費も長期的には安くなるという事で判断をさせてもらいました。ですか

らコピー料は当初云々かんぬんではなく全部持っとったんですが、今年度のある予算にリ

コーの印刷機をリースするのに10何万不足するという意味での補正でございます。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。 

                 （なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はあり

ませんか。 

                 （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第 57 号、平成 30 年度安

芸太田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）を起立により採決します。議案第

57号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

                  （賛成者起立） 

 起立多数です。従って議案第 57 号平成 30 年度安芸太田町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）は原案のとおり可決しました。 
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────────────・────・──────────── 

 

日程第３．議案第58号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第３、議案第 58 号、平成 30 年度安芸太田町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）を議題とします。議案の追加説明があればお受けします。福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、議案第 58 号、平成 30 年度安芸太田町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

についてご説明いたします。今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ3,555万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ13億3,823

万５千円と定めるものでございます。詳細につきまして、事項別明細書の方で説明をさせ

ていただきます。まず歳入の方でございます。６ページ７ページの方をお開き下さい。

えーと、上段にあります介護給付費交付金並びにその下、第５款の介護給付費負担金、そ

れぞれ平成 29 年度の事業の実績に伴います過年度分の追加交付金として計上をいたして

おります。その下７款の繰入金、介護給付費準備基金の繰入金でございますが、介護給付

費また地域支援事業等の実績に伴いまして、国や県、また支払基金に返還しなければなら

ない金額の内、前年度の余剰金での充当不足分を補うものとして計上しております。その

下繰越金、2,735万4千円につきましては前年度、平成29年度のえー介護保険事業会計の

剰余金でございます。この内２分の１の額を、２分の１を下回らない額については介護準

備、介護給付費の準備基金の方に積立て、残りは先ほど申しましたように、えー償還金の

方に充当させる予定でございます。続きまして歳出の方の説明をさせていただきます。

８ページ９ページの方をご覧いただきたいと思います。まず４款の一般介護予防事業費に

つきましては、えー、口腔機能向上にかかります歯科衛生士の報酬を賃金に組み替えるこ

と、また地域リハビリテーション活動事業にかかります費用を、支出を負担金の方から委

託料の方に組み替えるという事で、えー予算の方を計上させていただいております。その

下、準備基金の積立金ですが、先ほど申しました歳入の方でも申しましたように、安芸太

田町のえー準備基金の条例の第２条の規定に基づきまして、前年度の介護保険事業歳計剰

余金の２分の１の半額を超える額を積み立てるものでございます。えーその下、償還金

2,306 万３千円につきましては、平成 29 年度の事業実績に伴います国、県、支払基金等へ

の返還金ということで予算を計上させていただいております。福祉課の方からは以上でご

ざいます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。１番、大江

議員。 

○大江厚子議員 

 はい、えーと、９ページの一般介護予防事業の報償費から賃金への組み替えというのが

ありましたが、先ほどの一般会計の中で、あっ、国保会計の中で、歯科保健センター運営

11 ページの、歯科保健センター運営事業の報償費から賃金への組み替えというのがありま

したが、だから１人のえーと人を、両方に所属、所属というか雇用という関係になってる、

という事ですか。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、あのー、歯科保健衛生士さんにつきましては、介護保険事業の方にも口腔事業等

でまぁ業務の方をしていただいております。ですから介護保険事業の方で賄う分について、

今回組み替えをお願いするものでございます。１点、訂正の方をお願いさせていただきま

す。先ほど説明をさせていただきました償還金につきまして私、今回、償還金の計上額を
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2,306 万３千円と申し上げましたが、えー正しくは 2,187 万９千円の誤りでございます。

訂正しお詫びいたします。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員よろしいですか。（はい、わかりました。）他に質疑はありませんか。 

                 （なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はあり

ませんか。 

                 （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第 58 号、平成 30 年度安

芸太田町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）を起立により採決します。議案第 58

号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います、 

                  （賛成者起立） 

 起立多数です。従って議案第 58 号、平成 30 年度安芸太田町介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第４．議案第59号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第４、議案第 59 号、平成 30 年度安芸太田町筒賀財産区特別会計補正予算（第

１号）を議題とします。議案の追加説明があればお受けします。梅田筒賀支所長。 

○梅田幹二筒賀支所長 

 失礼いたします。議案第 59 号、平成 30 年度安芸太田町筒賀財産区特別会計補正予算

（第１号）について説明をさせていただきます。えー歳入歳出予算の補正でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 189 万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

3,662 万１千円とするものでございます。えー、先に歳出予算から説明させていただきま

すので、８ページ９ページをご覧ください。財産造成費です。財産造成施業事業は事業計

画に基づき搬出間伐を実施するための費用として委託料 160 万円を計上します。当初予算

は搬出経費として立米あたり６千円を見込んでいましたが、見積もりを徴取したところ立

米あたり８千円が必要であり委託料が不足する為、補正をお願いするものでございます。

財源内訳といたしましては、基金繰入金 130 万６千円、繰越金 29 万４千円です。えー基

金積立金ですが、筒賀財産区管理基金管理事業は、積立金として 29 万７千円を支出しま

す。前年度歳計剰余金の２分の１以上の額を基金へ積立てるものでございます。続きまし

て、歳入予算について説明をさせていただきますので、６ページ、７ページをご覧くださ

い。基金積立金です。筒賀財産区管理基金繰入金は 130 万６千円です。繰越金は前年度歳

計剰余金繰越金といたしまして、59万１千円を計上させていただきます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 以上で説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。３番、平岡

議員。 

○平岡昭洋議員 

 あのー、今ちょっと聞きましたが私無知なものでわからんのですが、搬出の費用がちょ

っと違ってたと聞きましたけど、これはどういうことですか。 

○矢立孝彦議長 

 筒賀支所長。 

○梅田幹二筒賀支所長 

えー、当初予算におきましても、搬出費用として、しまして、えー、実績に基づき、経費

を見積もるのでございますが、今回の経費といたしまして、山土場と言いまして、山で、

えー切り出した木をためてるところから市場までの費用として、えー通常６千円程度であ
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るという見込みのもとに、えー計上したところでございますが、その後実際に発注いたす

段階で、再度見積もりを取りましたところ、８千円ということがわかりましたので、えー

そのように予算を補正させていただくものでございます。えー、１立米の木材の搬出に対

する経費として８千円でございます。 

○矢立孝彦議長 

 よろしいですか。はい。他に質疑はありませんか。 

                  （なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はあり

ませんか。 

                  （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第59号、平成30年度安

芸太田町筒賀財産区特別会計補正予算（第１号）を起立により採決します。議案第59号

は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

                   （賛成者起立） 

起立多数です。従って議案第59号、平成30年度安芸太田町筒賀財産区特別会計補正予

算（第１号）は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第５．認定第１号 

日程第６．認定第２号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第５、認定第１号、平成29年度歳入歳出決算の認定及び日程第６、認定第２号、

平成29年度安芸太田町病院事業会計決算の認定の２件を一括議題とします。お諮りしま

す。認定第１号及び認定第２号については、議長及び監査委員である佐々木道則議員を除

く全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して詳細に審査を行いたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

                （異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。従って認定第１号及び認定第２号については、議長及び監査委員

である佐々木道則議員を除く全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託

することに決定しました。ここで決算審査特別委員会の正副委員長を互選するため、しば

らく休憩します。 

               休憩   午前１１時２７分 

               再開   午前１１時２８分 

休憩前に引き続き会議を再開します。ただ今休憩中に決算審査特別委員会が開かれ、委

員長に佐々木美知夫委員、副委員長に津田宏委員が選任されましたので報告いたします。

本日の日程は以上で全て終了しました。本日はこれで散会します。 

○伊藤真由美議会事務局長 

 ご起立願います。一同互礼。 

午前１１時２９分散会 

                                               

 

 

 

 

 

 

 


