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平成３１年第２回定例会 

（平成３１年３月７日） 

 （開会 午前１０時４０分） 

○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23号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第１、議案第 23 号、財産の無償譲渡についてを議題とします。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、財政管財担当、河越主

幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 はい、それでは議案第 23 号、財産の無償譲渡について補足の説明をさせて頂きます。

この度無償譲渡を予定しております財産は、安芸太田町大字穴字下野影 3724 番地１にご

ざいます空谷特用作物栽培施設の椎茸発生室と水槽ホイスト棟の２棟でございまして、こ

ちらは昭和 62 年に空谷自治会の生産組合から椎茸栽培施設を整備したいとの相談を受け

まして、旧加計町が農業構造改善補助事業の適用を受けて整備したものでございます。構

造は２棟とも鉄骨造鋼板葺平屋建で床面積は椎茸発生室が 180.42 ㎡、水槽ホイスト棟が

16.50 ㎡でございます。譲渡を予定しております相手方は安芸太田町大字穴 596 番地の岡

田信昭氏でございます。詳細につきましては先ほどの議会全員協議会の方で説明をさせて

頂いておりますので、省略をさせて頂きます。説明は以上です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○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。４番、冨永

議員。 

○冨永豊議員 

 ちょっとお聞かせ頂きたいんですけどね、この地域、20 年前からやってきて椎茸栽培や

ってこられたってことなんだけど、あのー今のね、生活環境とか社会環境とか、世帯数だ

とか人口とか、どういうふうな状況なのかちょっと教えて頂ければ、非常に、というのが

こういう生産的な事業が無くなることに関して、残念に思うところがあるんでね。当初は

ここに書いてあるように 10 世帯 10 人がやっておられたっていうことが、今の現状ではど

れくらい減少してきたのかなっていうところの状況具合っていうのをお聞かせ頂いたらと

思いますので。 

○矢立孝彦議長 

 地域づくり課、栗栖課長。 

○栗栖修司地域づくり課長 

 はい、えーと、財産譲渡という事の関連した地域の現状という事のご質問でございまし

た。あのー当通称空谷地区ということで、いわゆる７つの集落が集まって総称して空谷と

呼んでおる地域でございます。ここは現状では相当人口の減少、そして高齢化が進んでお

ります。実際にこちらでの生産組合を約 30 年前に発足されて、それぞれの共同利用施設

という事でやられたことを経緯としては承知をしております。現状は高齢者の方が多く、

もう一人暮らしの方もいらっしゃるという事で、３年前から、あっ２年前からですか、集

落支援員もその担当地区という事で、個々に回っておる状況でございます。しかし、若い

方も２、３いらっしゃいますけど、集落全体の人数からすると、もう３分の１以下という



- 7 - 

 

ような人数になっております。地域としてはかなり危機的な状況に陥っておるという事を

私どもは認識をしております。そういう部分から椎茸栽培自体がもうすでに継承できない

という事で、現状のような状況になっておると承知をしております。以上でございます。 

○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。９番、佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 あのーこれ確認なんですがね、この組合、当初どのくらいの組合員がおられたわけです

かね。 

○矢立孝彦議長 

 地域づくり課長。 

○栗栖修司地域づくり課長 

 はい、あのー当初は10名の方で構成された生産組合として発足をしております。 

○矢立孝彦議長 

 よろしいですか。他に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、この生産組合と岡田さんの関係と、それから 10 数年前から利用実績は

皆無となっているという事ですが、10 数年前、だから合併以前なのかなとも思いますけど、

その 10 数年間、どのような利用というか、放置されていたのかどうかという事をお伺い

します。 

○矢立孝彦議長 

 河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 ご質問でですね、えーと、組合の、えーと、あと地権者の方のですね今回払い下げる方

との関係という事でございますけれども、えーとですね、これがですね、当時のですね会

長さんの息子さんがですね、にあたる方でございます。土地をですね提供頂いて、頂いた

のがこの会長さんでございまして、えーその方がですね、その方に無償で土地をお借りし

ておるものでございます。その後のですね、土地の放置しておったという状況でございま

すけれども、10 数年前からですね活動が停止しておりましてですね、その後はですね地権

者の岡田さんがですね、土地の中にものを、身の回りのものをちょっと入れたり、倉庫の

ような形で使われておったというふうに聞いております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのーこの空谷のことに関しては、そこの集落で空谷地区農業集団っていうのを作られ

ておりました。その中に水稲部会、椎茸部会、わさび栽培部会、漬物加工グループ、それ

と橡を生産部会、橡はごくごく最近まで運営しておったんですが、この椎茸については早

くからちょっと衰退したので中止しとった。ちなみに地域づくり課長も椎茸を作るために、

加計町に採用された身でございます。よろしくお願いしたい。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、すみません。椎茸の関係でちょっと確認できとる部分だけでございますけれども、

空谷地区では平成 10 年頃までは、１名の方が椎茸の方を栽培しておられたという事がご

ざいます。平成 14 年に加計にありました農協の椎茸センターが廃止された後はですね、

加計地区の椎茸というのはほぼなしという事になりましたので。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 
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 あのー、こうやってもう使ってない、もうどんどん老朽化していく施設をね、整理して

いくというのはとても大切なことだと思うんですけど、このことがこうずっと 10 数年も

放置というか、地権者の人が利用されていたという事はありますけど、放置され、唐突に

ではないんでしょうが、まぁこの時期にこの無償譲渡になったというその経緯と言います

か、多分他にもこういう事例があるのではないかと思いますけど、その辺の、何ていうん

かしら、管理と掘り起しみたいなのはどうなってるのかもあわせてお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 えーとですね、すみません、この時期になって、この遊休施設を整理しようという事で

ございますけれども、えー、現在ですね公共施設の総量削減の取り組みを進める中で、財

産台帳の方をですね、確認しとったところ、こういった使われていない施設があるという

事でですね、このタイミングでちょっと関係者の方にですね、利用状況等確認をして、地

域の方の方からもですね、ぜひ処分をという話でございましたので、今回無償譲渡の方、

させて頂くものでございます。これまでですね、支所の方では管理して頂いておった施設

でございますけれども、利用の再開があるかもしれないという事で、再開の機会の方、ち

ょっと伺っておった訳なんですけども、地域の現状等踏まえますと、なかなか再開の目途

の見込みがないであろうという事で、この度判断をさせて頂いたものでございます。施設

の利用の掘り起し、確かに今物品のですね、例えば道の駅で販売してるようなものを増や

していこうというようなタイミングではございますけども、あのー、じゃあこの空谷の土

地でですね、こういった栽培が続けられるかと言いますと、なかなかそれを担う方がいら

っしゃらないということで、あのー町内の別の土地であればですね、こういったものがあ

ればぜひフルに活用していきたいと思いますけれども、なかなか土地を残してというのは

難しいかなということで判断させて頂いております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー平成 16 年に合併して、なかなか町の財産の整理というか、精査までできてなか

ったというのが実態でございます。河越主幹が来てくれて、公共施設の再編計画等々で計

画できたと。やっと借地でありますとか、いらなくなった公共施設を 31 年度予算では解

体とかいう事業が町についたというふうにご理解頂ければと思います。そういった中で、

こういった普通財産も含めて洗い出しをして、地元と協議をして、今回の譲渡に至るとい

う事でございます。 

○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 23 号、財産の無償譲

渡についてを起立により採決します。議案第 23 号について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） 

 起立総意です。従って議案第 23 号、財産の無償譲渡については原案のとおり可決しま

した。 

 ────────────・────・──────────── 

 

日程第２．議案第26号 

 

○矢立孝彦議長   
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日程第２、議案第 26 号、安芸太田町長期総合計画審議会条例の一部改正についてを議

題とします。追加説明があれば受けます。二見企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 議案第 26 号でございます。安芸太田町長期総合計画審議会条例の一部改正についてで

ございます。同条例の一部を改正する条例を次のように定める。改正の内容でございます。

第７条中、「地域づくり課」を「長期総合計画所管課」に改め、現行の体制及び今後の機

構改革にも対応できる条項に改正するものでございます。よろしくお願いします。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。 

                （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 26 号、安芸太田町長

期総合計画審議会条例の一部改正についてを起立により採決します。議案第 26 号につい

ては、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） 

起立総意です。従って議案第 26 号、安芸太田町長期総合計画審議会条例の一部改正に

ついては、原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第３．議案第31号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第３、議案第 31 号、安芸太田町営住宅条例及び安芸太田町単独住宅条例の一部改

正についてを議題とします。追加説明があれば受けます。建設課、田中課長。 

○田中啓二建設課長 

 議案第 31 号、安芸太田町営住宅条例及び安芸太田町単独住宅条例の一部改正について

でございます。安芸太田町営住宅、安芸太田町単独条例、それぞれ違う住宅の種類でござ

いますけど、一括した議案での一部改正という事でございます。まず第１条で、安芸太田

町営住宅条例の一部を次のように改正するとしまして、別表を下にお示ししましたものに

改めるものでございます。ページめくって頂きまして、一番下の部分でございます。こち

らが安芸太田町単独住宅条例の一部改正という事で、安芸太田町単独住宅条例の一部を改

正するとしまして、別表の中の上三谷住宅の項を削るというものでございます。変更の内

容につきましては先ほどの全員協議会で説明させて頂きましたので省略させて頂きます。

よろしくお願いします。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。 

                （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 31 号、安芸太田町営

住宅条例及び安芸太田町単独住宅条例の一部改正についてを起立により採決します。議案

第31号について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） 
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 起立総意です。従って議案第 31 号、安芸太田町営住宅条例及び安芸太田町単独住宅条

例の一部改正については原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第４．議案第33号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第４、議案第 33 号、安芸太田町龍頭ハウス条例の廃止についてを議題とします。

追加説明があれば受けます。商工観光課、片山課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 議案第 33 号についての補足説明をさせて頂きます。本議案は再提出という事もありま

して経過を含めて補足させて頂きます。平成 30 年１月の臨時議会で当条例案を提案し、

常任委員会に付託されましたが、その中で処分制限期間よりも前の議案提案であること、

国等への処分協議が必要になると判断したことから、３月定例議会初頭に提案を撤回させ

て頂いた経緯がございます。今回規定の処分期限が過ぎ、再提案時期であると撤回時に判

断していました年度末である本定例会に適正な時期と判断して、廃止条例を上程させて頂

いたものでございます。条例廃止後におきましては、公共財産から普通財産へと移管がさ

れ、総務課所管となります。現在、貸与している団体との契約も普通財産での貸付契約に

変更されるというふうな段取りを想定しているところでございます。本施設は平成７年度

事業で建設し、平成８年から運営を行っておりました。筒賀の施設ではグリーンスパ筒賀

のアルカリ温泉、龍頭ハウスがラドン温泉として多くの方に利用されておりましたが、指

定管理等々の経緯を経て、29 年度以降休止しておった施設でございます。多額の補修経費

を再開するにあたっては必要と判断したところもありますし、先ほど河越主幹がありまし

た公共施設総合管理の中では類似施設の整理統合という方向もあり今回のとおり廃止をさ

せて頂く判断をさせて頂いたものでございます。以上で説明を終わります。 

○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。９番、佐々

木議員。 

○佐々木美知夫議員 

 あのー、これ今後普通財産として契約されるという事ではあるんですが、期間、あのー

まさか１年契約ということもありうるわけですか。更新含む、どういった契約期間。これ

ちょっと。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、龍頭ハウスとして設定をさせて頂いた契約期間は、平成 29 年 12 月１日から平成

32 年３月 31 日までで、現在は契約をしているところです。総務課の方の所管はまた後程

補足させて頂きます。 

○矢立孝彦議長 

 河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 はい、普通財産としての管理ですけども、具体的案についてはこれから検討させて頂き

たいと思いますけど、１年更新という形でもいいのかなというふうには現在考えておりま

す。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員 

○佐々木美知夫議員 
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 あのー、先ほど河越主幹の方から１年契約でもまぁいいのかなというようなお話しあっ

たんですが、この施設、今、ＪＯＣＡさんの方で配食サービスの施設として使われている。

えー、最初お話しがあった時に、なるべく中心部に近い加計の町とかいう場所を探してお

られると、それが決定次第、これはおそらく返却されるんだろうとは思っているんですが、

その今新しい場所を探している状況というのはどうなってるんかね。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー協会といたしましては、あのー職員の効率の観点からも、加計に集中したい思い

はあるんですが、色々候補当たりました。しかしながら建築確認がいるとか、そういった

なかなか施設が見当たらないという事で現在は加計拠点のまずは整備に全力を尽くす中で、

他の加計市街地の中の施設も取得等しておるものもございますので、どういったサービス

が提供可能かという事を総合的に勘案して、配食サービスの拠点についてもどこにするか

を最終決定するというふうに聞いておりますのでよろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。８番、角田議員。 

○角田伸一議員 

 はい、この龍頭ハウスなんですが、交流施設の交流の森も入口に位置をしております。

まぁあのー普通財産になってですね、どのようにまぁこれから管理されるのかわかりませ

んが、ちょっと心配しておるのがですね、これが廃墟になってですね、見苦しいという状

況になると困るわけなんですよね。そういうことでこれから先、そういうことにならない

ように努めて頂きたいと思いますがいかがですか。 

○矢立孝彦議長 

 河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 普通財産としてですね、あのー適切な管理の方をさせて頂きたいと考えておりますし、

今後有効な活用につながるような検討の方を進めていきたいというふうに考えております。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。１番、大江議員。 

○大江厚子議員 

 えーと前回上程されたときに、まぁあのー引き取られたという問題の中で目的外利用許

可で、えーといいのかというのがすごい問題になったと思うんですけど、その間は大丈夫

だったんでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー町が持つ公の施設については、公の施設ですから、町民みんなが利用できる、当

初の目的に沿った利用をするのが本来でございますが、条例があるうちは、公の施設でご

ざいますので、地方自治法の規定に則って、要は目的外使用を認めることができるという

規定がございますので、その規定に沿って運用しているところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 町内についてはそれでいいと思うんですけど、あのー目的に、あのー補助金を使っての

事業だったんだろうと思うんですね、建設時が。だからその、えーとその期間中は目的外

に使用するとなると、違約金の発生もね恐れもあるとかいう説明もあったと思うんですが、

その点はもうクリアできてたんでしょうか。 

○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、地方自治法の 238 条の４項にあるのが副町長が説明させて頂いた条項ですが、こ

れに関しましては広島県と協議を行っております。先ほど申しました処分が適当であると

いう、この耐用年数等が 22 年ということで、平成 30 年の６月 27 日までという事で、そ

のことも県と確認をしたところでございます。その期間の運用も含めて県と協議し、届を

出して承認されたので、公的には大丈夫というふうには考えて整理をさせて頂いたところ

でございます。 

○矢立孝彦議長 

 よろしいですか。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 33 号、安芸太田町龍

頭ハウス条例の廃止についてを起立により採決します。議案第 33 号については原案のと

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） 

起立総意です。従って議案第 33 号、安芸太田町龍頭ハウス条例の廃止については原案

のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第５．議案第34号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第５、議案第 34 号、安芸太田町立安芸太田中学校寄宿舎居住費徴収条例の廃止に

ついてを議題とします。追加説明があれば受けます。教育委員会学校教育課、長尾課長。 

○長尾航治学校教育課長 

 はい、議案第 34 号でございます。安芸太田町立安芸太田中学校寄宿舎居住費徴収条例

を全部廃止するものでございます。寄宿舎に関しましては、ご説明を、既にご説明のとお

り、条件が整いましたので、教育財産としての行政財産を、普通財産に移管する、したも

のでございます。これに従いまして、寄宿舎居住費の徴収等についての事務も不要となり

ますことから、これに関する条例の廃止について提案をさせて頂くものでございます。説

明以上でございます。 

○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。４番、冨永

議員。 

○冨永豊議員 

 あのーちょっと今更聞くのもどうかなと思って、お聞かせ頂きたいんですけど、これ設

置場所と時期ですね、これ設置された時期、それと今後のね普通財産に変わったというこ

となんだろうけど、今後どういう方法が考えられるのかっていうことですよね。まぁ極端

に言えば、ちょっとほっといて廃墟という形なのか、そこら辺の見込みっていうのかな、

考え方、ちょっと説明願います。 

○矢立孝彦議長 

 学校教育課長。 

○長尾航治学校教育課長 

 はい、時期なんですけど、今の現行の建物につきまして（「場所からいってくれる」の

声あり）、場所は安芸太田町戸河内土居でございます。（「土居ね、わかった」の声あ

り）はい。えーとこの時期なんですけれども、えー建設時期は平成３年頃に建築をされた

ものでございます。えーこの普通財産に移行してからの話というのがですね、教育部局で
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ちょっとお答えするのはいかがかとは思うんですけれども、えーこの施設に関しましては、

国の補助金を受けて建築をして、建てたものでございます。この建物に関しては、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律といったもので、耐用年数が過ぎるまで本来で

あれば国庫補助の残額を耐用年数に従ってお返ししないといけないというルールがござい

ますけれども、えーこれにつきましては、県、県関係の、えー施設の担当課の方に確認を

取ったところですね、普通財産として要は何も使わない状態であれば、とりわけ何も手続

きは必要ないと。何か転用して地域の振興の為でございますとか、まぁ公益に資するもの、

もしくは解体といった場合に関しましては、包括承認事項という事で届出で補助金を返さ

なくても済むという手続きがございます。こうしたことが、ございますので、教育委員会

としての答弁としては以上でございます。もしこの後の利活の要件が総務等で考えがござ

いましたら、併せて答弁があると思います。お願いします。 

○矢立孝彦議長 

 河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 えー普通財産となったあとの建物の取扱いについてでございますけれども、えーとです

ね、来年度戸河内中学校跡地の整備を予定しておりまして、この一貫としましてですね、

他の校舎、体育館等々ともにですね解体の方をさせて頂く予定としております。こちらの

寄宿舎につきましては当初ですね地元の自治会さんの方から災害時の避難場所として使え

ないかといったような相談も受けておりましたけれども、実際自治会の方と一緒の現地の

方を見て参りましたけれども、施設の規模が過大であると、地元で管理するにはちょっと

手に余るという事でですね、解体の方でですね話が進んでおる状況でございます。以上で

す。 

○矢立孝彦議長 

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。よろしいですか。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 34 号、安芸太田町立

安芸太田中学校寄宿舎居住費徴収条例の廃止についてを起立により採決します。議案第 34

号については、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） 

 起立総意です。従って議案第 34 号、安芸太田町立安芸太田中学校寄宿舎居住費徴収条

例の廃止については原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第６．議案第35号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第６、議案第 35 号、平成 30 年度安芸太田町一般会計補正予算（第８号）を議題と

します。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 35 号、平成 30 年度安芸太田町一般会計補正予算（第８号）につ

いてご説明申し上げます。まず第１条で、歳入歳出それぞれ２億 4,921 万２千円を減額い

たしまして、歳入歳出総額を 76 億 8,309 万５千円と定めるものでございます。第２条は

継続費、第３条は繰越明許費、第４条では地方債の補正をさせて頂くものでございます。

それでは資料の４ページをご覧ください。継続費の補正でございますけれども、対象事業

は平成 30 年度から平成 31 年度にかけて実施します旧山県郡西部衛生組合のごみ処理施設

等解体事業でございますけれども、業務発注にあたりまして、入札を行いました結果、当

初事業総額が３億 3,282 万２千円だったものが３億 1,649 万５千円となったため、これと
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連動しまして、年割額も減額をさせて頂いております。次に５ページをご覧ください。平

成 30 年度予算から平成 31 年度へと繰越をして事業を実施するものを一覧としております。

順に概要の方を説明させて頂きます。まず総務費、総務管理費の川・森・文化・交流セン

ター事業でございますけれども、現在４階にございます生徒寮を改修する工事の方を行っ

ておりますが、改修工事必要となります資材及び備品の一部の調達に方に時間を要してお

りまして、工期内での完了が見込めないことから予算を繰越しさせて頂くものでございま

す。次に同じく総務管理費の電算管理事業でございますけれども、これは電算システムの

新元号対応を行う内容でございますけれども、ご承知のとおり元号の発表が４月以降とな

ることから、予算を繰り越して対応させて頂くものでございます。次に総務費の企画費、

定住促進事業でございます。子育て世帯定住応援補助事業としまして、住宅改修費用等の

ですね一部の方を補助させて頂いておるところでございますけれども、補助対象となりま

す住宅改修や新築工事につきまして、年度をまたぐ案件が３件ほどございまして、予算の

繰越しが必要となるものでございます。同じく企画費で地方創生関連の事業が２本ござい

ます。１つが「三段峡」と「食」のブランディングプロジェクトでございますけれども、

産品の開発、販売ルートの新規開拓及び観光プロモーション事業の内容、あと手法等につ

きまして、地域内事業者等との協議、調整の方に不測の時間を要したため事業を繰越すこ

ととしております。２つ目、「生涯活躍のまち」構想実現化事業でございますけれども、

拠点施設を障害者就労継続支援事業所に認定するための関係者協議におきまして、想定以

上の期間を要したことから、事業を繰越すこととしております。次に商工費の関係でござ

いますけれども、まず観光施設整備事業でございますけれども、いこいの村ひろしまの照

明器具の取替工事につきまして、工事用資材の調達に不測の日数を要したこと等によりま

して次年度に事業を繰越しをさせて頂くものでございます。次に観光施設管理事業でござ

いますけれども、筒賀交流の森ケビン解体工事につきまして地元との協議の方に日数を要

したことから、予算の繰越しを行って対応をさせて頂くものでございます。次に同じく観

光施設管理事業の、温井ダム自然生態公園のケビン解体でございますけれども、こちらも

同様に地元との調整の方に日数を要したことから予算の繰越しを行うものでございます。

次に商工費の最後、観光団体育成事業でございますけれども、これ西日本豪雨被災者支援

団体等交流事業のですね、対象期間を今年の８月末まで延長させて頂きまして、より多く

の被災者さんを支援、そして町内の観光事業者さんの支援もあわせてしていこうという趣

旨で、事業の実施を繰越すものでございます。次に土木費の道路橋梁費、道路維持管理事

業でございます。具体には町道田中八幡原線維持工事の関係となりますけども、施行予定

箇所の方に中国電力の電柱がございまして、工事の為に移設が必要でございましたけれど

も、先方の都合によりまして、３月中旬以降の対応になるという事で聞いておりまして、

やむなく工事期間の延長が必要になったものでございます。次に同じく道路橋梁費の町道

整備事業でございますけども、町道津浪巡回線法面対策工事等につきまして、７月豪雨災

害の影響から全県的に建設設計業務の従事者が不足したため、業務契約に至るまで不測の

日数を要したことから、事業を繰越しさせて頂くものでございます。次も道路橋梁費で橋

梁施設改良事業の関係になりますけれども、同じく７月豪雨災害の影響によりまして設計

業務に遅れが生じたことから、事業を繰越すものでございます。土木費の最後、急傾斜地

対策費でございます。これは県が実施します急傾斜地崩壊対策事業に対します負担金の支

出でございますけれども、７月豪雨災害の為、工事が停止となったため今年度中に工事完

了とならないことから繰越しをさせて頂くものでございます。次に消防費でございます。

防災行政無線管理事業としまして、無線の電池交換業務の方予定しておりましたけれども、

対象となります無線基地局までの町道が豪雨災害の関係で通行止めとなり、電池を交換で

きなかったことから予算の繰越しをさせて頂くものでございます。最後に災害復旧費の関

係でございます。公共土木施設災害復旧事業でございますけれども、町道川登勝草線道路

災害復旧工事他４件につきまして、実施財源でございます。国庫負担金の交付決定が２月

に通知されるという事で、工事の着工が早くても３月になることが見込まれたことから、
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事業の繰越をさせて頂くものでございます。次に農業施設災害復旧事業でございますけれ

ども、与一野１号水路災害復旧工事他３件につきまして、工事箇所と民地との境界線に疑

義が生じまして、交渉に難航したことから年度内の完成が困難となりまして次年度に繰越

しをさせて頂くものでございます。最後に林道施設災害復旧事業でございますけれども、

こちらは林道槇ヶ原渡畑災害工事他６件の関係になりますけれども、やはり工事箇所と民

地との境界線に疑義が生じたことから、年度内の完成が困難となったものでございます。

続きまして、次の６ページ地方債の補正の関係でございます。まず表の最上段の公共事業

等債でございますけれども、これ年度中途に国の補正予算が付いた関係によりまして、公

共施設適正管理推進事業債からの振替を行ったこと、またこれまでですね、関連事業者さ

んが多忙だったため、業務発注を見合わせていたものにつきまして、着手の目途がたった

ことからですね、業務の追加を行ったことから、トータルで 890 万円の増とさせて頂いて

おります。次に災害復旧事業債でございますけれども、農業施設や林業施設の災害復旧事

業に対しまして、国補助金の増額措置があったため、その分起債発行額の減額を行うもの

でございます。2,180 万円の減でございます。次に地域活性化事業債でございます。来見

下水道改修工事の入札によります事業費減で 30 万円の減としております。次の合併特例

事業債でございますけれども、役場本庁舎の改修設計委託の入札によります事業費減によ

りまして、540 万円の減としております。続く公共施設等適正管理推進事業債でございま

すけれども、先ほど公共事業債の所で申しましたとおり、公共事業債の方に振替える為、

1,010 万円の減としております。次に過疎対策債でございますけれども、簡易水道施設大

規模改修事業にかかります起債発行をですね、一般会計から簡易水道事業特別会計で行う

ことにしたこと、また生涯活躍のまち形成運営実証事業の一部縮小があったこと等により

まして 270 万円ほど減としております。最後臨時対策債でございますけれども、これ国か

らのですね交付額決定の通知によりまして、627 万４千円の減としております。それでは

第１条の歳入歳出予算の補正につきまして、各事業課から詳細の方をご説明を申し上げま

す。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、栗栖課長。 

○栗栖一正総務課長 

 それでは総務課の方から順次補正の関係の説明を申し上げます。まず総務課から、23

ページをお開きください。歳出の 23 ページです。上段の総務管理費、諸費です。高速ブ

ロードバンド基盤整備促進事業、マイナスの 205 万２千円ほど減額をお願いしております。

これは県道弁財天加計線が当初、改良事業が進む予定をしておりましたけれども、これが

予定通り進まないということで、その道路沿いに敷設しております光ファイバーを移設す

る予定でしたが、これができなくなったという事で、今回減額をお願いするものです。33

ページをお開きください。一番最下段でございます。消防費の常備消防費です。負担金補

助及び交付金で 187 万６千円の増額をお願いしております。これは昨年７月の豪雨災害時、

安芸太田出張所の職員が広島市内等の被災地において救援活動を行いましたが、この時間

外に係るものを今回補正を上げて負担金として上乗せがされるものでございます。総務課

からは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 それでは総務課の財政管財分を説明させて頂きます。歳入の 10、11 ページをご覧くだ

さい。３款の利子割交付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方

消費税交付金、これらの交付金の関係でございますけれども、県からの確定通知に基づき

まして、それぞれ増減補正の方させて頂いておるところでございます。次に 12、13 ペー

ジの９款、地方交付税の関係でございます。こちらがですね、地方経済雇用対策として臨

時的に措置されておりました歳出特別枠の交付税がですね、今年度廃止となった関係で
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6,419 万２千円ほど減額の方をさせて頂いております。国に事前の説明におきまして、地

域経済、雇用対策の交付税措置が終了することはアナウンスがございましたけども、その

財源をですね全額教育施設の維持補修を対象とした交付税に振り返るという説明でござい

ましたので、この金額相当分をその他教育費の方に加算しまして、算定の方をしておりま

したけれども、単位費用の方増額となったものの、実際の交付額はですね、小中学校の学

級数に乗じるものであったことからですね、想定以上に需要額が伸びなかったため、計上

過大となったものでございます。この特別枠の算定方法等の詳細でございますけれども、

事前に情報が明らかにされていないことから、予算管理の見極めが非常に難しいと言った

事情がございます。少し余談でございますけれども、都市部と異なり、景気回復の実感が

乏しい中山間地では継続してこの地域経済雇用対策を対象としました交付税措置が必要で

はないかというふうに私ども考えておりますので、本町からの国への財政要望としまして、

この特別枠の復活を求めているところでございます。すみません、20、21 ページの町債の

関係でございます。こちらにつきましては、先ほど第４条の地方債の説明の方で説明をし

たとおりでございます。次に歳出の関係で 22、23 ページをご覧ください。総務管理費の

財産管理費でございます。最上段が庁舎等管理事業の委託料 886 万６千円ほど減額してお

ります。これは役場本庁舎の耐震改修設計業務の入札による事業費減によるものでござい

ます。また次の段のですね、普通財産等管理事業の委託費、650 万円ほど減額しておりま

す。これ旧ＪＲ橋梁撤去のですね概算積算業務が７月豪雨災害の関係により入札不調とな

り事業の執行がなかったものによるものでございます。こちらの業務につきましては次年

度改めて予算措置を行い実施する予定としております。財政管財担当からは以上でござい

ます。 

○矢立孝彦議長 

 地域づくり課、栗栖課長。 

○栗栖修司地域づくり課長 

 はい、それでは地域づくり課の方からは歳出の方のご説明を申し上げます。ページで 23

ページの方になります。総務費の企画費の中の、企画政策費の中におります地域支援事業、

これは地域おこし協力隊、集落支援員等の関係の事業でございます。これは当初予定して

おりました 10 名が９名となった部分、そして年度当初からの採用という事に至りません

でしたので、全体の事業費が下がったという事で減額となっております。続いて地域づく

り事業でございますが、これは個性ある地域づくり事業等の住民活動等への支援でござい

ますが、２件の所が１件の申請になったということと、貸付金については交付決定の井仁

の棚田の協議会への交付決定の額が減額されたという事で 20 万のマイナスとなっており

ます。続いて定住促進事業、この部分は定住促進の住宅改修であるとか、子育て支援補助

というものの制度の中の補助金の執行が見込みが当初よりも下がったという事で、230 万

の減額となっております。地域づくり課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 企画課、二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、企画課から補正のお願いでございます。予算書ページ 25 ページをご覧になって

ください。25 ページの上段のまち・ひと・しごと創生事業でございます。まち・ひと・し

ごと創生事業の特別名勝三段峡と食のブランディングプロジェクト及び生涯活躍のまちの

プロジェクトにおける事業内容の精査による減額となっております。まず賃金の方ですが、

移住定住アドバイザーの雇用ができなかったことによるものです。それから需用費の方は

健康づくりウォーキングのリストバンドを購入する量を減額したものです。それから委託

料につきましては、エコツーリズム推進全体構想の策定を準備をしておりましたが、関係

機関との調整が整わないという事で実施時期をずらすというものでございます。それから

補助金につきましては、地域商社及びＪＯＣＡへの補助金の事業内容の精査による減額で

ございます。以上でございます。 
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○矢立孝彦議長 

 住民生活課、上手課長。 

○上手佳也住民生活課長 

 はい、住民生活課からご説明をさせて頂きます。同じく 25 ページでございます。３款

民生費、１番最初の社会福祉総務管理事業費の負担金補助及び交付金、1,897 万６千円の

減額でございます。こちらは後期高齢者医療広域連合の医療費推計に基づきまして、町が

負担すべき医療費負担金を減額するものでございます。住民生活課からは以上でございま

す。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課、伊賀課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、福祉課の方から補正のお願いをさせて頂きます。ページの方は 25 ページの方を

お願いいたします。民生費の老人福祉費の中にありますそれぞれ介護保険事業特別会計及

びサービス事業特別会計の繰出金の 554 万９千円の減額につきましては、事業費の実績見

込みに基づきます繰出金の減額でございます。その下、障害福祉費の中にあります特別障

害者手当等給付事業、88 万９千円の減額につきましては、給付対象者が死亡等によりまし

て減額になったことから給付の方の減額をお願いするものでございます。その下にありま

す障害者自立支援対策事業費についてですけれども、その次の 26 ページ 7 ページの方を

お開き頂きたいと思います。まず委託料の方の 221 万６千円の減額につきましては基幹相

談支援事業所の開設ができなかったことに伴います委託料の減額、扶助費につきましては、

給付の実績見込みによります特にＡ型事業所またはＢ型の就労継続支援事業所の利用見込

みの減、さらには施設入所者の死亡等によります扶助費等の減より減額をお願いするもの

です。その下にあります償還金として 645 万２千円の増額分につきましては、平成 29 年

度の自立支援事業の実績に伴います国県への償還分でございます。その下、児童福祉費の

方にあります児童扶養手当給付事業及び母子自立支援員設置事業におきます扶助費の減額、

それぞれ 77 万円、57 万３千円の減額分につきましては、今年度の実績の見込みによりま

す扶助費の減額でございます。福祉課からは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 児童育成課、園田課長。 

○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。27 ページをご覧ください。３款民

生費、児童福祉費の児童福祉総務費の児童手当給付事業でございますが、これは出生数の

減等のことから、決算見込みにあわせまして、362 万円の減額をお願いするものでござい

ます。続きまして児童措置費の保育所（園）管理事業でございますが、総額で 140 万円の

減額という形でございますが、賃金につきましては、臨時保育士の賃金の増の見込みとい

う形で 60 万円の補正のお願い。委託料につきましては、加計認定こども園あさひの送迎

バスの利用者がいないことから、送迎バスの委託料の 200 万円の減をお願いするものでご

ざいます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 健康づくり課、栗栖課長。 

○栗栖浩司健康づくり課長 

 はい、失礼します。健康づくり課からの補正のお願いです。ページ 26 ページ、27 ペー

ジですが、衛生費、保健衛生費の中の疾病予防事業で減額の 200 万円をお願いします。こ

れは予防接種に係る委託料の減によるものです。次のページになりますが、29 ページで母

子保健事業で 85 万８千円の減になっていますが、これは委託料として妊婦健診等に係る

委託料の減です。これが 90 万円で、続きまして償還金利子及び割引料というのがありま

すが、これは未熟児の養育医療費に係る国庫負担金の返還金がありましてそれを返還金を
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頂きたいということで、それが４万７千円で差引、85 万３千円の減という事です。よろし

くお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 衛生対策室、田中室長。 

○田中博敏衛生対策室長 

 はい、失礼します。衛生対策室よりご説明申し上げます。まずちょっと前の方に戻りま

すが16ページ17ページをお願いいたします。15款の財産収入、２項の財産売払収入でご

ざいます。公用車の売払 13 万円を計上するものでございます。これはし尿収集車の３ト

ンの経年劣化により修繕費がかさみまして、さらに大きな修繕が生じることによりまして、

売払をしたものでございます。続きまして 18 ページ 19 ページをお願いいたします。先ほ

ど河越主幹の方からも継続費の方でご説明がありましたが、19 款の諸収入、４項雑入、西

部衛生構成市町負担金でございます。施設解体に伴います平成 30 年度分の広島市 36.2

パーセント、北広島町 13.7 パーセント負担分で、工事施工管理費の当初予算におきまし

て入札によります契約額の減に伴いまして、負担金 325 万９千円を減額するものでござい

ます。28 ページ 29 ページをお願いいたします。４款衛生費、２項清掃費、清掃管理事業

でございます。事務承継事業でございますが、平成 30 年度施設解体に伴います施工管理

費の委託料 174 万５千円、施設解体の工事請負費、478 万６千円、それぞれ減額するもの

でございます。こちらにつきましても、解体工事費の当初予算におきまして、入札による

契約額の減によるものでございます。衛生対策室からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課、瀬川課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 はい、産業振興課部分について説明させて頂きます。議案書ページで言いますと、30、

31 ページ、農林水産業費、林業費の合板・製材生産性強化対策事業の補助金、6,061 万

５千円を減額するものでございます。こちらにつきましては広島林産中市中国木材北広島

工場に向けて原木を安定的に供給するためのスギ・ヒノキの間伐及び路網整備を行う補助

事業でございます。昨年７月発生の豪雨により被災しました林業専用道２路線、森林作業

道１路線の開設工事を中止、また間伐事業量の年度事業費の確定によります減額をするも

のでございます。以上で産業振興課からの説明を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課、片山課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、少し戻ります。25 ページをお願いします。２行目にあります企業誘致推進事業で

ございます。附地地域に展開しております企業誘致地で２番目に入られました法人の工事

が 29 年中に完了しなかった為、課税評価を行う県税事務所の判断により、翌年１月４日

に工事完了という事になりましたので、固定資産税の課税上、年度が後年になりました。

このためその対象額相当、設備投資、土地取得等々の補助金を翌年新年度の計上とさせて

頂き、今年度が不要となったためこの総額 2,305 万円を減額するものです。商工観光課は

以上です。 

○矢立孝彦議長 

 建設課、田中課長。 

○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頂きます。歳出ページの 29 ページをご覧頂

きたいと思います。衛生費の環境衛生費、簡易水道特別会計繰出金でございます。こちら

につきましては今年度から開始しております簡易水道施設の更新事業の財源として起債を

借り入れるものをまず一般会計で受けてその後簡易水道会計の方に繰出金として計上して

おりました。これを今回簡易水道事業特別会計で起債を借り入れを終了するという事で、

一般会計の繰出金を 360 万円減額させて頂くものでございます。続きまして、31 ページを
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ご覧頂きたいと思います。農林水産業費の林道費でございます。林業施設管理事業。町が

管理しております。林業の年間の維持管理等の予算でございます。除草工事また色んな倒

木処理等の対応でございまして、舗装修繕等、年度事業費確定したことによりまして、

497 万７千円工事請負費を減額するものでございます。同じページの一番下でございます。

土木費、道路橋梁費の道理維持管理事業でございます。こちらも町が管理しております町

道の維持管理という事でございます。年度内の舗装修繕等必要な部分ございます。今回

200 万円の工事請負費の増額という事でのお願いをするものでございます。続きまして、

33 ページをご覧頂きたいと思います。同じく土木費の道路新設改良費の橋梁施設改良事業

でございます。こちらは町が管理しております町道の橋梁の定期点検と補修工事を行って

おる事業でございます。こちらの財源といたしまして、国の社会資本整備交付金を予定し

ておりましたけれども、要望に対してなかなか交付される率が低いという事で、今回、事

業委託料、工事請負費を減額して行うものでございます。続きましてその下の土木費の住

宅費でございます。住宅管理事業、こちらにつきましてまず工事請負費でございます。こ

ちら年度予定しておりました事業が確定したことによりまして減額をするものでございま

す。その下の負担金補助及び交付金でございます。こちら 30 年度で新規に始めました木

造住宅の耐震診断補助事業でございます。こちら予算措置をしておりましたけれども、申

請がゼロという事で、今回予算を 45 万円減額をさせて頂くものでござます。その下の空

家対策総合支援事業、こちらの負担金補助及び交付金でございます。こちらも同じく平成

30 年度から新規に始めました危険空家の解体の補助事業でございます。当初予算で 150 万

円、５件予定しておりましたけれども、申請現在まで２件 60 万円でございます。90 万円

今回減額という事で計上させて頂いておるものでございます。続きまして 35 ページをご

覧頂きたいと思います。35 ページ一番下の公共土木施設災害復旧事業、委託料でございま

す。こちら平成 30 年７月、昨年７月豪雨災害によりますところの町道河川の測量設計委

託の関係でございます。こちらにつきましては災害査定、実施設計、工事発注等すでに進

んでおります。委託料を確定したことによりまして、933 万３千円減額をさせて頂くもの

でございます。続きまして 37 ページをご覧頂きたいと思います。まず災害復旧費の農業

施設災害復旧事業でございます。こちらも昨年７月の豪雨災害によります水路等の施設の

災害復旧の委託料と工事請負費という事での減額でございます。こちらにつきましても災

害査定、実施設計、工事発注等まで進んでおります。事業費が確定したことによります減

額という事でございます。その下の林道施設災害復旧事業、こちらも同じく昨年７月の豪

雨災害でございます。こちらも工事発注まで進んでおりますので、委託料が確定したこと

によります減額という事でございます。建設課の関係は以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会学校教育課、長尾課長。 

○長尾航治学校教育課長 

 はい、それでは１ページ前に戻って頂きまして、34 ページ 35 ページでございます。教

育費の説明をさせて頂きます。一番上段、教育委員会事務局運営事業、委託料といたしま

して 970 万の減額でございます。ＩＣＴ機器整備につきましては、今年度事業実施をさせ

て頂きました当初の契約のとおり事業が完了いたしましたので、入札残額によります減額

補正でございます。その下、小学校管理事業、需用費としまして 240 万計上させて頂いて

おります。こちらに関しましては学校保健安全法、第６条第１項の規定にございます学校

環境衛生基準という事で、学校のですね適正な温度の設定がございますけれども、そちら

の設定が以前の 10度以上 30 度までが望ましいというものを 17度以上 28度以下が望まし

いというものに変更になっております。これに従いまして学校では特に今夏、夏が暑うご

ざいましたので、冷房等の電気代がかさみまして、こちらの増額をさせて頂くものでござ

います。以下は入札の確定により残額を減額させて頂くものでございます。以上でござい

ます。 

○矢立孝彦議長 
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 説明は以上ですか。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。１番、大江議員。 

○大江厚子議員 

 １つは、繰越についてですが、企画費の中で、まち・ひと・しごと創生事業がまぁかな

りの高額が繰越、これ前年度も結構繰越があったと思うんですけど、えーとなぜ事業が後

へ後へといくのかという、色んな事情あるとは思うんですけど、一つには職員の絶対的な

不足があるんじゃないかというふうにも思えるんですがその辺はどうかということと、

えーと観光費の中の豪雨災害の支援交流事業ですが、えーともともとの当初予算はいくら

を見込んでおられて、150 万円繰越になるのかという事。とてもいい事業だと思うのに、

なぜ十分に使いきれなかったのかという事をお伺いします。それから 33 ページの住宅管

理事業、それから空家対策事業で、支援事業ですが、これも当初予算の時に、ああこうい

う良い新規事業ができて、まぁちょっと需要が多くて予算の方が足りなくなるんじゃない

かとくらい思ってたんですけど、あのー減額という事で、条件が厳しいのか、周知徹底が

できないのか、その辺の理由をね、ちょっと、決算ではないんで、ちょっとあれですけど、

お聞かせください。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー企画費のまち・ひと・しごとの繰越でございますが、役場の場合単年度会計とい

うのを大原則としておりまして、繰越というのはやはり特例な措置なので、今後も単年度

で事業を完了するように努めて参りたいと思います。しかしながら今企画の方がまち・ひ

と・しごと、これ、まち・ひと・しごとが要は企画部門だけでなしに福祉部門であります

とか、産業部門、他の部門と相当だぶっております。そういった意味での調整に時間がか

かる、それとまぁ長計の事務、公共交通の事務、統計の事務を４人でやっておりますんで、

まぁなかなか増員は難しいところなんですが、議員おっしゃるやっぱり人手不足というの

も若干否めないかなというふうに思います。そうは言っても、単年度主義でございますん

で、その辺を今後事業スケジュールを立てて、スケジュールどおり行くように頑張ってい

きたいと思います。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、災害支援に関する繰越です。まずこの予算は当初ではなくて９月の補正予算で

100 万円ほど計上させて頂きました。150 万となっておりますけれども、現在執行が約 50

万ございます。残金 50 万、それから雨の影響等でイベントの補助金と同じ事業になりま

すので、中止となったイベント補助金を足しますことで、150 万円とさせて頂いておりま

す。なお要綱上は３月 31 日までとなっておりますので、ご議決頂ければ８月末までの延

長を考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 はい、住宅費の関係の事業でございます。住宅管理事業の関係で耐震診断補助事業とい

うことで、30 年度から新規で始めたわけでございます。この住宅耐震診断、安芸太田町以

外の県内市町はすでに制度として持っておりました。安芸太田町最後発という事で 30 年

度で新たに取り組んだものでございますけれども、実際町内の耐震診断される方、私ども

が把握しておるのは２名という事で１級建築士の方と木造建築士の方という事でございま

す。えー、この住宅の補助用件でございます。昭和 56 年５月 30 日以前に建設された木造

の戸建て住宅ということでございます。これは建築基準法の旧の基準という事でこれ以前

のものは耐震性が懸念されるということで行っております。あのーまだまだこの周知自体
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が、その耐震診断補助の周知が不十分のように感じておりますんで、この辺改めて新年度

で取り組みたいというふうに考えております。その下の空家対策総合支援事業、いわゆる

空家の解体補助でございます。実績は２件でございますけれども、あのー相談頂いた件数

は全て全部で４件ございました。あとの２件につきましては、解体までまだ進んでいない

という事でございます。こちら解体につきましては町内の解体事業者の方に依頼をして行

って頂くという事を条件にしておりますので、まぁ町内のそういう事業の振興も不足めで

ございます。これはまぁ特段厳しい条件ではないんではないかというような私ども担当課

としては考えておるところでございます。いずれにしても空家の相談ございますので、こ

の辺は相談と合わせてこういう制度の周知も今後進めて参り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 

 他に質疑はありませんか。４番、冨永議員。 

○冨永豊議員 

 えーと、土木費でちょっとお聞かせ頂きたいんですけどね、どういうふうに考えられて

おるか状況的なんですけどね、需給関係と言いますかね、町内の土木業者と公共事業で出

していく供給っていうバランスですよね。今回、橋梁費で７月のなんか 4,900 万とかいう

数字が出てるんだけど、それから見ると、どうなのかなって、需給関係っていうのがどう

いうふうな町内業者と公共事業で出すのは、余りにもちょっとギャップがあるなというふ

うに思われるかどうかっていうころを、ちょっと、どういうふうな把握をされておるかと

いう事ですね。供給量と受ける側のバランスですよね。で、次にですね、地域おこし協力

隊の減は良いんですけど、今後の見通しですよね。見通しっていうのは募集しても人員が

なかなかそろいにくい理由っていうのはやっぱり不足なのか、人手不足なのか、来てるの

かどうかっていうところは今後続くのかどうかっていう事とね、もう 1 つあのー、えーと、

ごめんなさいね、えーと扶助費がありましたよね、扶助費の見込みの減っていう簡単に片

づけられたんだけど、社会福祉費の 27 ページ、あのー扶助費の見込みの減で、3,300 万の

減って簡単にいかれたんですけど、これは今後扶助費として必要ないというふうな見込み

も思われとるのか、どういうふうなもので簡単に 3,300 万というのが、今後もこの 3,300

万というのは見込みなしよという考えなのかどうなのかってことをちょっと説明願いたい

ですね。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 土木事業の関係で町内の事業者さんの方への供給の状況等どうとらえているかという事

でございます。町の行う事業だけではなかなか町内の建設事業者さんの経営を維持するた

めに十分なものは当然ないというふうに考えております。あのー聞いた話では、北広島町

とかまた昨年７月豪雨災害の町外の現場の方へ町内の事業者さんも応援に行くようなこと

があるということは、町内の仕事がそれだけ不足しておる、町内の仕事だけではやはり維

持ができないというような状況はあろうというふうに考えております。そうした中で 29

年度 30 年度で経済対策というような切り口で予算計上させて頂きましたけども、これも

やっぱりそういう計上を行ってもなおかつ不十分なものはあるというふうに考えておりま

す。あのー国県事業で計画されたものがなかなか町内において事業が進まないというよう

な状況があるんで、私どもも一般質問でもお答えしましたけれども、そういう事業の更な

る進捗をですね図っていきたいと、町の財政厳しい中では町としてなかなか事業を町内の

業者さん向けになかなか計画、発注が難しいような側面はあろうというふうに考えておる

ところでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 地域づくり課長。 

○栗栖修司地域づくり課長 
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 地域づくり、地域おこし協力隊の関係でございますが、あのー町としても移住定住につ

なげるという一つの手法も一つ含めた形で、協力隊を活用したいという事を思いを持って

おります。ホームページ等であるとか、協力隊のフェア等への働きかけもしてきておりま

すけれども、なかなかマッチングに至ってないと。問い合わせ等はございますが、やはり

最終的にやっぱり色々な需要が全国的に多いようでございます。それと就労環境もかなり

良くなったという事で、なかなかそういう部分にうまくマッチングできてないというのが

現状です。先般３月１日に報告会という形をやらせて頂きましたけど、やはりそういうふ

うな、どういう形が皆さんに訴えれるかというもの、もう少し工夫をしながら町で今の活

躍をして頂いて町に定住して頂く事、いうふうな手法をもう少し皆さんに分かりやすい形

で情報提供していくことで確保していきたいと思っております。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、27 ページにあります扶助費 3,302 万１千円の減の内訳でございますけれども、30

年、すみません 29 年度に策定いたしました障害者福祉計画、障害児福祉計画の計画にあ

ります、それぞれの事業の見込みと実績等を確認、まぁ基づいて当初予算の方計上させて

頂いておるところではございますが、特に就労継続支援事業Ａ型事業所、この 30 年４月

から立ち上がりました。当初、10 名の利用を見込んで予算もたてておったところですが、

平均しますと実際には半分から半分ちょい多いくらいの利用しか今のところございません。

またその利用されている方も、週、それこそ毎日ではなくてですね、体調を崩されたり

色々あり、週の半分くらいしか、よう来てんなかったいうようなこともあります。そうい

った実績に基づいて、減額を余儀なくされた分が一番大きなところです。あわせまして就

労継続支援Ｂ型についても町内の事業所それから町外の事業所利用されている方いらっし

ゃいますが、そこらへんいらっしゃる方の利用見込みも立てて当初予算を計上しておりま

すけれども、やはりこれは退所、それから一般就労の方にもうすでに進まれた方もいらっ

しゃる。そういう方もおられますので当初の見込みより減額となったものでございます。

あわせまして、施設へ入所されている方が亡くなられた方、これが２名いらっしゃいます。

それからその施設の方を退所された方また療養介護においても利用されている方が１名亡

くなられたいう事もありまして、ここら辺が扶助費の中でいったら大きな減額の要因とな

っております。今実績の見込みによります減額をお願いしているものでございますので、

今年度においてはですね、この金額についてはもう支出の見込みはないという事でご理解

頂ければと思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 あのー、オーバーに言えばね私ちょっと考えてるのは、こういった減額っていうのはね、

安芸太田町のやっぱり生産所得のことを考えていけば、全てそうなんだけど、ちっちゃく

ても、そういうものっていうのが大きな生産所得に結び付くっていう考え方を持って、も

っとシビアに分析とかね、アピールでもなんでもいいんだけど、そういった形で生産所得

は安芸太田町内の生産所得を上げていこうというふうな考えをもう少し強く持てば多少で

もいいアイデアとかそういったことが出てくるんではないか。例えば地域おこしにしても、

やはり定住に結び付くっていう事なんか考えていくとね、もっと自分も分析なりを調査し

ていくとかいう方向に持っていって頂きたい。以上です。 

○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）                                                                   
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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 35 号、平成 30 年度安

芸太田町一般会計補正予算（第８号）を起立により採決します。議案第 35 号については

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） 

起立総意です。従って議案第 35 号、平成 30 年度安芸太田町一般会計補正予算（第

８号）は原案のとおり可決しました。昼休憩をとらず、会議を続行します。ご協力願いま

す。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第７．議案第36号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第７、議案第 36 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４号）を議題とします。追加説明があれば受けます。住民生活課長。 

○上手佳也住民生活課長 

 はい、議案第 36 号でございます。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４号）でございます。この度の補正は歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ

8,094 万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億 8,993 万６千円と

定めるものでございます。事項別明細書８ページ９ページをご覧ください。一般被保険者

療養給付費、退職被保険者等療養給付費、一般被保険者療養費、一般被保険者高額療養費、

こちらにつきましてそれぞれ執行見込額による精査を行いまして減額を行うものでござい

ます。歳入につきましては、これに見合いの県からの交付金を減額をするものでございま

す。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○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。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 36 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４号）を起立により採決します。議案第

36号について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） 

起立総意です。従って議案第 36 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４号）は、原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第８．議案第37号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第８、議案第 37 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

３号）を議題とします。追加説明があれば受けます。福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、議案第 37 号でございます。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３号）でございますが、今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ 854 万３千

円を減額し、歳入歳出それぞれ 13 億 2,395 万７千円と定めるものでございます。詳細に

ついてでございますが、６ページ７ページのところをご覧頂ければと思います。この中に

国庫補助金の中で介護予防事業交付金というのが 152 万３千円増額となっておりますが、

これは高齢者の自立支援、重篤防止に向けた取り組みをすべく、平成 30 年度において新

たに交付決定となったものでございます。これにつきましては、それぞれ地域支援事業、
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後程出ますが、地域支援事業の方に充当させる交付金という事で今回計上させて頂くもの

でございます。歳出の方をご覧頂きたいと思います。12 ページ 13 ページですけれども、

一般管理費におきましては、認定調査事業において、申請者の中でも新規申請というより

も、状態が変わられたことによる区分変更申請が多くなり、そのことに伴います主治医の

先生の意見料、主治医の意見書作成をお願いする金額を 53 万９千円増額をさせて頂いて

おります。２款の介護給付費におきましては、やはり居宅、在宅でのサービスよりもその

施設型の、やはり施設の方の給付が多いという事で、それぞれ居宅介護サービス事業費に

おいては減額を、そして施設介護サービス給付費については、増額の方をお願いするもの

でございます。14 ページ 15 ページの方をお開きください。介護給付費におきます特定入

所者介護サービス費事業 625 万３千円の減額、これは施設入所等におきます食事とか、部

屋代等に係る補足給付分でございますが、対象者の規定が減額となり、実際に減免対象者

が減になったことによります減額でございます。その他、一番下にあります介護予防・生

活支援サービス事業費においては、日常生活支援総合事業におきます給付実績の見込みに

よります減額という事で、マイナスの 430 万５千円を計上させて頂いておるものでござい

ます。あわせまして 16 ページ 17 ページ、先ほど交付金として新たに国の方から入ってき

ます機能強化の負担交付金につきましては、それぞれ地域支援事業の方に充当をかけ、さ

らにそこで充当で余ったものを基金の方に積立てるという事で 152 万３千円について積立

金として計上しとるものでございます。説明は以上でございます。 

○矢立孝議長彦 

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 

 えーと 13 ページの居宅介護からやはり施設介護の方へ振替というか、やはり在宅より

は施設でという方が多いというか、そういう状況にやっぱりあるんでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、あのー、やはり、地域、失礼しました、おうちでの介護力というのは、どんどん

どんどんやはり低下しております。あのー、町内にあります施設のやはり許容量限られて

おりますので、この 30 年度当初から近隣の広島市特に安佐北区の方におきまして特養の

施設がどんどん供用開始されまして、やはりそういうところに、こう流れていくという事

もありますので、在宅でお家で介護しながらというよりも、施設の方で安心してサービス

を受けられるという方がやはり増えているのは確かでございます。以上です。 

○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 37 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３号）を起立により採決します。議案第 37

号については、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） 

起立総意です。従って、議案第 37 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３号）は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第９．議案第38号 
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○矢立孝彦議長   

日程第９、議案第 38 号、平成 30 年度安芸太田町介護サービス事業特別会計補正予算

（第２号）を議題とします。追加説明があれば受けます。福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 議案第 38 号、平成 30 年度安芸太田町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）で

ございます。今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ 460 万７千円を減額し、歳入

歳出それぞれを 1,670 万９千円と定めるものでございます。今回の補正におきましては、

介護予防支援事業におきます賃金部分の減額でございますが、ケアマネ、ケアマネージ

ャーの雇用を図るべく当初に予算化をしておりました。やはり今、包括的、失礼しました、

地域包括支援センターの方に勤めておりますケアマネもやはり結構あのー年齢も高く、次

の世代へ向けて更新をということも、人を交代をという事も考えて当初考えて予算化をし

ておりましたが、なかなか次の候補者が見つからないという事もあり、これから以後のち

ょっと賃金の使途も見込めないことから今回減額をお願い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。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 38 号、平成 30 年度安

芸太田町介護サービス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

38号については、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） 

 起立総意です。従って議案第 38 号、平成 30 年度安芸太田町介護サービス事業特別会計

補正予算（第２号）は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第10．議案第39号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第 10、議案第 39 号、平成 30 年度安芸太田町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）を議題とします。追加説明があれば受けます。建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 議案第 39 号、平成 30 年度安芸太田町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）でござ

います。今回の補正でございます。先ほど一般会計の補正でも説明させて頂きました。今

年度から行っております簡易水道更新事業の財源でございます。こちらの起債を一般会計

で受けるような予定でございましたものを特別会計で受けるという事で、一般会計繰入金

を減額して起債を新たに追加で計上しておるものでございます。３ページをご覧頂きたい

と思います。３ページ、地方債の補正としての第２表がございます。こちらに過疎対策事

業、360 万円を今回計上しておるものでございます。歳入ページの８ページをご覧頂きた

いと思います。こちらで一般会計繰入金を 360 万円減額し、町債を 360 万円増額するとい

う事でございます。建設課の説明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。 

                 （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） 
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 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 39 号、平成 30 年度安

芸太田町簡易水道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 39

号については、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） 

起立総意です。従って議案第 39 号、平成 30 年度安芸太田町簡易水道事業特別会計補正

予算（第２号）は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第11．議案第40号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第11、議案第40号、平成30年度安芸太田町特定環境保全公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。追加説明があれば受けます。建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 議案第 40 号、平成 30 年度安芸太田町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 22 万４千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億 4,223 万２千円と定めるものでございます。

今回の補正でございます。前年度決算が確定したことによりまして、前年度歳計剰余繰越

金を２分の１を基金に積立て、また一般会計繰越金を繰入金を繰越金に振り替えるという

内容でございます。歳入ページの８ページをご覧頂きたいと思います。歳入の他会計繰入

金、一般会計繰入金、22 万５千円減額しております。前年度繰越金が確定したことにより、

繰入金を減額するものでございます。その下、繰越金が 44 万９千円、前年度決算の結果

による金額を計上しているものでございます。続きまして 10 ページ歳出ページでござい

ます。ご覧頂きたいと思います。積立金、下水道費、下水道総務費の積立金でござます。

こちら特定環境保全公共下水道事業基金管理事業に積立金として 22 万４千円、今回計上

させて頂いておるものでございます。説明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。 

                 （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 40 号、平成 30 年度安

芸太田町特定環境保全公共下水道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40号について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） 

起立総意です。従って議案第 40 号、平成 30 年度安芸太田町特定環境保全公共下水道事

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12．議案第41号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第 12、議案第 41 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

２号）を議題とします。追加説明があれば受けます。梅田筒賀支所長。 

○梅田幹二筒賀支所長 

 議案第 41 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２号）について

説明させて頂きます。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ
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ぞれ 939 万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 4,601 万８千円と定めるもの

でございます。初めに歳出予算から説明させて頂きます。８ページ９ページをご覧くださ

い。総務管理費です。えーと財産造成費を説明させて頂きます。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 939 万７千円を増額し、

1,819 万７千円とさせて頂くものです。石堂山と奥ノ原山の 22 ヘクタールで搬出間伐を実

施し、搬出材積が増加したため、この経費として委託料の増額をお願いするものでござい

ます。それから歳入予算については６ページ７ページをご覧ください。事業収入は立木売

払収入が搬出間伐による材積が増加したため、937 万３千円増額し、2,087 万４千円とさ

せて頂くものです。財産運用収入は利子及び配当金が広島県造林地分収配当金 43 万２千

円増額し、53 万３千円になります。平成 29 年度に実施した県営林奥ノ原山事業地の利用

間伐に伴う精算金が確定したことによるものでございます。基金繰入金は筒賀財産区管理

基金繰入金が 40 万８千円減額し、1,859 万８千円となります。広島県造林地分収配当金の

増額に伴い繰入金を減額するものでございます。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。７番、佐々

木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ちょっと教えて下さい。あのー歳入とですね、歳入、生産物の売払収入が 9373、937 万

３千円なんですが、造成費の委託料が 9397、じゃけぇ委託料よりも、委託料よりもちょっ

と財産の売払収入の方が少ない、これ引いたら、ちょっと引いたら２万４千円、約まぁ

３万円位なんですが、これは、この売払収入は当初計画は 1,100 万位見ておられるので、

これはあれですか、作業道等をつけるときの不要木等の販売という事で考えていいんです

かね。 

○矢立孝彦議長 

 筒賀支所長。 

○梅田幹二筒賀支所長 

 はい、ご指摘の通り、歳入の方が、歳出の方が歳入を上回っております原因といたしま

しては、当初の作業道開設に伴う立木の価格の低さと申しますか、その部分で当初見込ん

だ金額よりも下がっておるという事が原因でございます。 

○矢立孝彦議長 

 よろしいですか。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 41 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２号）を起立により採決します。議案第 41 号

については、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） 

 起立総意です。従って議案第 41 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２号）は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第13．発議第１号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第 13、発議第１号、安芸太田町議会政務活動費の交付に関する条例案の提出につい

てを議題とします。提出者から説明を求めます。副議長、中本正廣議員。 

○中本正廣議員 
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 発議第１号、安芸太田町議会政務活動費の交付に関する条例案の提出について、上記の

議案を別紙のとおり地方自治法第 112 条の規定により提出する。平成 31 年３月７日提出、

提出者 安芸太田町会議員、町議会議員 中本正廣。賛成者 安芸太田町議会議員 佐々

木美知夫、賛成者 安芸太田町議会議員 津田宏。安芸太田町議会議長 矢立孝彦様。提

案理由、議員の政策形成能力の向上及び議会の審議機能強化を図るとともに、政務活動費

の適正かつ効果的な活用を確保する為、地方自治法第 100 条第 14 項から第 16 項の規定に

基づき、条例案を提出するものである。安芸太田町議会政務活動費の交付に関する条例に

ついては、別紙のとおりです。この条例は平成 31 年４月１日から施行するものでござい

ます。よろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 以上で提出者の説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質

疑なしと認めます。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。

これで討論を終わります。これから発議第１号、安芸太田町議会政務活動費の交付に関す

る条例案の提出についてを起立により採決します。発議第１号については原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

                   （賛成者起立） 

起立総意です。失礼、えー起立多数です。従って発議第１号、安芸太田町議会政務活動

費の交付に関する条例案の提出については原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第14．議案第42号 

日程第15．議案第43号 

日程第16．議案第44号 

日程第17．議案第45号 

日程第18．議案第46号 

日程第19．議案第47号 

日程第20．議案第48号 

日程第21．議案第49号 

日程第22．議案第50号 

日程第23．議案第51号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第 14、議案第 42 号、平成 31 年度安芸太田町一般会計予算から日程第 23、議案第

51号、平成31年度安芸太田町病院事業会計予算まで10件を一括議題とします。提出者に

提案理由の説明を求めます。小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 議案第 42 号から議案第 51 号までにつきまして、先の議会におきまして予算の概要とし

て説明をさせて頂いておるところではございますが、改めて説明をさせて頂くものでござ

います。安芸太田町の各種施策の推進のために予算計上するものでございます。まず平成

31 年度安芸太田町一般会計予算は総額 97 億９千万円を定めるものです。前年度より 9.3

パーセント６億８千万円の増となっております。また 31 年度の各特別会計予算におきま

しては総額 29 億 5,728 万９千円を定めるものでございます。国民健康保険事業特別会計

の予算におきましては、総額８億 6,666 万３千円で、対前年より 16.26 パーセントの減と

しております。後期高齢者医療事業特別会計の予算は、総額１億 5,253 万１千円で、対前

年 0.84 パーセントの増としております。介護保険事業特別会計の予算は総額 12 億 8,977

万円で対前年より 0.99 パーセントの減としております。介護サービス事業特別会計の予

算は総額 2,098 万１千円で対前年より 1.13 パーセントの減としております。簡易水道事

業特別会計の予算は総額１億 6,450 万７千円で対前年 10.38 パーセントの減としておりま
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す。農業集落排水事業特別会計の予算は総額１億 2,324 万７千円で対前年 3.62 パーセン

トの減としております。特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は総額３億 2,322 万

２千円で対前年より 5.49 パーセントの減としております。筒賀財産区特別会計の予算は

総額 1,736 万８千円で、対前年度より 49.98 パーセントの減としております。議案第 51

号、平成 31 年度安芸太田町病院事業会計予算についてご説明を申し上げます。歳入歳出

の総額におきまして収益的収入及び支出を20億4,162万６千円で、対前年より、0.6パー

セントの減としております。また入院棟の空調、給湯設備改修や医療機器整備などの資本

的支出は３億 5,178 万９千円で対前年より 88.3 パーセントの増としておるところでござ

います。以上、本定例会に提案をさせて頂きました各議案の提案理由の説明を終わります。

どうぞ適切なるご審議を賜りますようお願いをいたします。 

○矢立孝彦議長 

 以上で説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第14．議案第42号 

日程第15．議案第43号 

日程第16．議案第44号 

日程第17．議案第45号 

日程第18．議案第46号 

日程第19．議案第47号 

日程第20．議案第48号 

日程第21．議案第49号 

日程第22．議案第50号 

日程第23．議案第51号 

日程第24．議案第24号 

日程第25．議案第25号 

日程第26．議案第27号 

日程第27．議案第28号 

日程第28．議案第29号 

日程第29．議案第30号 

日程第30．議案第32号 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第 14 議案第 42号、平成 31年度安芸太田町一般会計予算から日程第30、議案第 32

号、安芸太田町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてまで 17 件を一括議

題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第31．特別委員会の設置 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第 31、特別委員会の設置を議題とします。お諮りします。ただ今、議題としている

平成 31 年度予算をはじめとする 17 件の議案を審査する為、安芸太田町議会委員会条例第

５条の規定に基づき、議長を除く 11 人の議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託して詳細に審査することにしたいと思います。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。従って平成 31 年度予算をはじめとする 17 件の議案については議

長を除く 11 人の議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して詳細に審
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査することに決定しました。ここでただいま設置した予算審査特別委員会の正副委員長を

互選する為、しばらく休憩します。 

                 休憩  午後０時32分 

                 再開  午後０時33分 

 休憩前に引き続き会議を再開します。休憩中に開かれた予算審査特別委員会で正副委員

長が互選されその結果が通知されましたので報告します。予算審査特別委員長に津田宏委

員、同副委員長に佐々木美知夫委員です。以上で本日の日程は全て終了しました。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。 

午後０時３４分散会 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


