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────────────────────────────── 

午前８時55分開議 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの出席議員数は１２人です。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．現地調査 

○議長（安永 友行君）  日程第１、現地調査についてを議題とします。 

 本日の現地調査日程は、お手元に配付したとおりです。 

 直ちに出発しますので玄関前に集合してください。 

〔現地調査〕 

○議長（安永 友行君）  それでは、現地調査を終了しましたので、ここで休憩とします。 

 午後１時から再開します。お願いします。以上です。 

午前11時29分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時10分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 なお、中林出納室長は、きょうは欠席です。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第３１号 

○議長（安永 友行君）  日程第２、議案第３１号平成３１年度吉賀町一般会計予算を議題としま

す。 

 なお、議案３１号については、先日、議運で協議し、皆様方にお諮りをしたところですが、御

了解をいただいて進めるために、まだ正誤表なり、差しかえ資料を配っておりませんので、ここ

でそれを皆さんに配付して、箇所についての説明を野村総務課長より行います。野村総務課長。 

 資料については、最初、配付資料言いませんでしたが、各自の席に置いてあると思いますが、

この正誤表並びに差しかえ分です。よろしいです、資料あります。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、先ほど議長さんがおっしゃられた正誤表の部分について、

最初にお話を、説明をさせていただいて、幾らか予算書の修正をしていただいた上で中身の説明
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に入らさせていただいたらというふうに思います。 

 それでは、お配りしたものなんですけれども、正誤表というものが表紙についているかと思い

ます。これが３枚を１つに綴じております。それから、その後に６枚ほど予算書、該当箇所差し

かえ用としてお付けしておるものでございます。それから最後に１枚、参考資料で該当箇所につ

いて差しかえ用ということでお配りをさせていただきました。 

 最初に、正誤表と予算書のほうを訂正させていただければというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 そうしますと、予算書につきましては、３１ページです。予算書３１ページをお開きいただき

まして、訂正箇所について、私のほうから順番に申し上げてまいりたいというふうに思います。

３１ページのちょうど中ほどですけど、節の欄があるかと思います。ここの３、職員手当等とい

う、ここですけれども、「１億１,０４７万８,０００円」これを「１億１,０４０万５,０００円」

です。 

 それから、その下の４、共済費です。「７,６６０万９,０００円」これを「７,６５９万

５,０００円」。 

 それから下がっていただきまして、１１、需用費です。「７０２万８,０００円」これを

「７１１万５,０００円」。 

 それから、その同じページ内ですけれども、右側に移っていただきまして、００２、一般事務

事業費、その右側に総額が合計が記載をしてございます。「２,４５６万１,０００円」これを

「２,４６４万８,０００円」。 

 それから、そこを下がっていただきまして、消耗品という説明書きがあるかと思います。消耗

品「５４９万５,０００円」これを「５５８万２,０００円」。 

 それでは、次のページに移っていただきまして、３２ページです。 

 下段にありますけれども、００１、人件費です。「２億８,４１８万１,０００円」とあります、

これを「２億８,４０９万４,０００円」。 

 それから、下がっていただきまして、特別職期末手当「４８９万２,０００円」これを

「４８１万９,０００円」。 

 それから、また次に進んでいただきまして、予算書は３３ページです。 

 上からちょっと下りていただきますと、特別職共済組合負担金「３９９万円」これを「３９７万

６,０００円」。 

 それから、予算書は進んでいただいて９６ページです。 

 教育委員会費の予算のところでございまして、予算書９６ページ、まず中ほどというか、中央

の節の欄を見ていただきますと、まず、３、職員手当等のところで、「２,００５万４,０００円」
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を「２,００２万３,０００円」。 

 それから、その下の４、共済費７８６万円、これを「７８５万４,０００円」。 

 それから、その下、下がっていただきますと、１１、需用費「８８６万４,０００円」これを

「８７０万１,０００円」。 

 それから、右側の説明欄です。上のところに００１、人件費「５,０５０万３,０００円」これ

を「５,０４６万６,０００円」。 

 それから、その下に下がっていただきまして、特別職期末手当「２１１万円」、これを

「２０７万９,０００円」。 

 それから、また下がっていただきまして、特別職共済組合負担金「１７５万５,０００円」こ

れを「１７４万９,０００円」。 

 それから、その下にまた下がっていただきまして、００２、事務局総務費「２,４８２万円」

これを「２,４８５万７,０００円」。 

 予算書、次のページになります９７ページです。 

 一番上段に消耗品費がございまして「３５１万９,０００円」これを「３５５万６,０００円」。 

 それから、予算書進んでいただきまして、予算書１１８ページです。 

 給与費明細書です。先ほど申し上げました訂正内容に従いまして、給与費明細書につきまして

は、それぞれ幾つか数字の訂正をお願いしておるところでして、その訂正箇所、数字につきまし

ては、きょうお配りいたしました正誤表２枚目に正しい数字、その訂正箇所についてお示しをい

たしておるところでございます。御確認をいただければというふうに思います。 

 それから、今度、予算書ではございませんで、参考資料であります。参考資料の１４ページで

す。参考資料１４ページです。 

 こちらのほうに第２表というところで、性質別の歳出の表をお付けしておるかと思います。 

 ここで人件費、それから物件費の数字が訂正をお願いしているところで、Ｈ３１当初の部分で

ございます。 

 まず人件費、Ｈ３１当初のところですけれども、「１０億９,１４７万５,０００円」これを

「１０億９,１３５万１,０００円」それからその下の物件費です。物件費のＨ３１当初のところ

ですけれども、「８億７２２万３,０００円」これを「８億７３４万７,０００円」に訂正をお願

いしたいと思います。 

 大変、お手間をとらせることになりまして、改めてお詫びを申し上げておきたいと思います。 

 それから、今回、こういった状況になりまして、数字のほう調整といいますか、させていただ

いたところでございます。本来、この数字についてはあってはならないといいますか、そうした

数字でございます。その後といいますか、次の補正予算といいますか、そこのところで調整はさ
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せていただくということを申し添えておきたいと思います。 

 そうしますと、説明のほうに移らさせていただきたいというふうに思います。 

 予算書は７１ページをお開きください。 

 農林水産業費から説明してまいります。 

 まず、農林水産業費、農業費、１、農業委員会費です。００２、農業委員会総務費、合計金額

申し上げますと１,０４９万４,０００円でございます。これにつきましては、前年並みの予算計

上でございます。 

 予算書はおめくりいただきまして、次のページ、７２ページに移ってまいりまして、目の２で

農業総務費、予算書７２ページ、上ですけれども、００２、農業総務費、合計で１,１６８万

３,０００円の予算計上です。これもおよそ前年並みの予算計上でございます。 

 それから、下にいっていただきまして、目の３農業振興費、００２、農業振興総務費です。こ

れは資料がございます。資料は４４ページの下にその内容を記載をしております。 

 少し説明を加えておきたいと思います。予算書７２ページの一番下のところですけれども、業

務運営関係委託料ということで、２,０３８万２,０００円の予算計上がございます。 

 内容につきましては、資料のほうにも記載をしておるところですけれども、この中に地産地消

推進事業委託料、さらに地域商社の関連、そうしたものが入っているということで、お読みとり

をいただければというふうに思います。 

 それでは、予算書、次に進んで７３ページです。 

 中ほどに００３、有機農業振興費２７０万１,０００円、これは資料がございまして、

４５ページの上です。資料４５ページの上にその内容について、記載をしておりますので御確認

をいただければと思います。 

 それから、予算書をまた次に進んでいただきまして、７４ページです。 

 上から００６、日本型直接支払交付金事業費です。これも資料があります。資料は４５ページ

の下です。こちらのほうにその事業概要等を記載をしておりますので、御確認をいただければと

思います。 

 それから、予算書は下がっていただきますと、００７、新規就農者育成確保事業費です。資料

は４６ページの上でございます。 

 それから、予算書その下、００８、ブランド化推進事業費です。資料は４６ページの下です。 

 ここも１点、説明を加えておきたいと思います。中身につきましては、先の２月２７日の全員

協議会で幾らか説明をさせていただいたものでございまして、この中に業務運営関係委託料とい

うものが、予算書のほうですけれども、業務運営関係委託料というところで、２３７万５,０００円

の予算計上がございますが、これを資料のほうで見ていただければ、４６ページ下の表の一番下
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のところにロゴマーク関連、そうしたものの予算がここに入っているというところで、お読みと

りをいただければというふうに思います。 

 そうしますと、予算書は次のページに移ります。予算書は７５ページです。 

 目の４、農業振興施設費、００３、農業振興施設管理費５１１万８,０００円の計上です。内

容ですけれども、これは柿木ふれあい会館の管理経費というところで見ていただければと思いま

す。 

 それから、その下です。００３、今度は同じ表現になっていますけど、今度は産業課が所管し

ている部分でございまして、００３、農業振興施設管理費、内容につきましては、道の駅かきの

きむら、それから柿木の農産加工場、この施設の管理経費ということで見ていただければと思い

ます。 

 それから、予算書、次に進みます。７６ページです。 

 目の６、農地費です。００２、土地改良総務費、この中にシステム改修委託料と１０１万

６,０００円の予算計上ありますけれども、中身につきましては、農地農業用施設災害復旧事務

システム、電算システムですけれども、そうした内容の改修委託料というところでございます。 

 それから、次に下がっていただきまして、００３、農道水路維持管理費です。これは文字どお

り、農道あるいは水路に関する維持管理補修、排水路の清掃、そうしたものの経費を計上させて

いただいております。 

 予算書は次に進んで、７７ページです。 

 ００５、土地改良単独整備事業費です。この中で、測量設計委託料、それから建設工事費、そ

れぞれ予算計上してございます。内容につきましては、現在行っておるところの真田地区の圃場

整備事業に係る費用ということでございます。 

 それから、もう一点、ここで説明を加えておきますと、この予算の中に、今、教育委員会が進

めております真田グラウンド周辺の整備、サブグラウンド、駐車場、そうしたものの整備費用、

そうしたものがここにあわさってくるというところでございます。 

 それで、資料なんですけれども、この部分につきましては、参考資料の１００ページを付けて

おりますので、こちらのほうも御確認いただければというふうに思います。 

 大変、失礼しました。１００ページと、それから資料を戻していただきまして８３ページ、該

当の平面図等をお付けしておりますので、また御確認いただければというふうに思います。 

 予算書のほうに戻っていただきまして、７７ページ、その続きですけれども、００６、土地改

良補助整備事業費です。資料は４７ページの上です。その内容について記載をしております、資

料に記載の内容のものがここに含まれてくるというものでして、さらに参考資料の７５ページか

ら８５ページまで、さらに平面図等々をお付けしておりますので、あわせて御確認をいただけれ
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ばというふうに思います。 

 それでは、予算書、次に進んでいただいて、７８ページに移ります。 

 今度は林業費に入っております。目の１、林業総務費でして、７８ページの００３、鳥獣被害

対策費です。資料は４７ページの下です。およそ主だったところの中身については、資料のほう

に記載をしておりますので、この部分も御確認をいただければというふうに思います。 

 それでは、次に進んでいただいて、予算書７９ページ、目の２、林業振興費です。００２、林

業振興総務費です。資料は４８ページの上です。ここは幾らか説明を加えておきたいと思います。 

 まず、嘱託職員３３０万円の予算計上、以下関係の予算額を計上させていただいておりますけ

れども、これも２月２７日の全員協議会で、産業課が説明をいたしましたけれども、森林環境譲

与税に関する部分でございます。既に林地台帳整備等々行っておりますけれども、そうしたもの

がからんでくる事業というところで、お読みとりをいただければというふうに思います。 

 それから、予算書はまた次に進んでいただければと思います。予算書８０ページです。 

 ８０ページの下、目の３、林業振興施設費です。００３、林業振興施設管理費ということで、

ここの内容につきましては、菌床シイタケの関連施設であったり、右ケ谷キャンプ場、そうした

ものの維持管理経費がここに入ってくるというところでございます。 

 それから、また予算書、次に進んで８１ページです。 

 建設水道課が所管いたします００３、林業振興施設管理３７万５,０００円の計上がございま

すが、内容につきましては平栃の滝森林公園、これの管理経費というところでございます。 

 それから、その下に今度は教育委員会、００３、林業振興施設管理費１６９万９,０００円。

これは七日市の林業総合センターの管理経費というものでございます。 

 それでは、また進んでいただきまして、予算書８２ページです。 

 今度は林道費に入っておりまして、予算書８２ページの００３、林道維持管理費です。これは

資料があります。資料は８６ページです。 

 資料の８６ページの内容等々が含まれてくるというところで、お読みとりをいただければとい

うふうに思います。 

 それでは、また予算書を進んでいただきまして、今度８３ページです。 

 商工費に移ります。目の１、商工振興費です。００２、商工振興総務費、合計で３,８３１万

８,０００円の予算計上です。これは、資料で申し上げますと４８ページの下にその内容等、記

載をしておりますので、御確認をいただければと思います。 

 それから、予算書そのまま下がっていただきまして、今度は目の２、観光費です。００２、観

光振興対策費でございます。資料は４９ページの上です。 

 これは、予算書、次の８４ページにまたがって記載をしております。８４ページのほうに移っ
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ていただきまして、少し説明をさせていただきます。 

 まず、予算書８４ページの説明欄、一番上に広告料１５８万４,０００円のあると思います。

この中身ですけれども、株式会社モンベルとの協定の関係、そうしたものの費用がここに含まれ

てくるというところでございます。 

 それから、その下の広告料の下の手数料５５万１,０００円の予算計上があります。この中身

なんですけれども、来年度、マツダスタジアムで町のＰＲを行うという計画を今、考えておりま

して、その費用がここに含まれるというものでございます。 

 資料の４９ページの上が、今、申し上げた部分が書いてありますけれども、資料で言いますと、

表現としては主な経費のところに、わがまち魅力発信隊出店等手数料５５万１,０００円という

ふうに記載をしています。これがマツダスタジアムでの町のＰＲ活動というところでお読みとり

をいただければというふうに思います。 

 では、予算書はそのまま下がっていただきまして、００３、観光施設管理費です。これは、資

料４９ページの下に記載をしておるとおりです。 

 資料にも記載をしておりますが、むいかいち温泉ゆ・ら・ら、あるいは公園施設、あるいは交

流施設、そうしたものの管理経費がここの中に入ってくるというところで、お読みとりをいただ

ければと思います。 

 予算書そのまま下がっていただきまして、目の３、都市農村交流費、００２、都市交流推進事

業費です。これは資料の５０ページの上に内容については記載をしております。御確認をいただ

ければと思います。 

 それから、予算書は８５ページに続きます。 

 ００３、交流施設管理費です。費用は５０ページ、下です。道の駅がございますが、そこの管

理経費がここに含まれてくるというところで、見ていただければというふうに思います。 

 それでは、予算書をまた進んでいただければと思います。 

 少し飛びますけれども、予算書は８７ページです。 

 目で申し上げますと、土木総務費ということになっておりまして、予算書８７ページの右側の

説明欄を見ていただきますと、００３、防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策事業費

１,２８０万８,０００円の予算計上で、補修工事費というふうに表現して、記載をしております。

内容については、参考資料の８７ページと８８ページをお付けしております。 

 坂本亀ケ谷線残土処理場の平面図というのが８７ページに出てあるかと思います。こちらのほ

うの残土処理場の工事を行うという内容ということでございます。 

 それから、予算書８７ページ、下がっていただきまして、目の２、土地対策費です。 

 ００２、地籍調査事業費、これは資料５１ページの上です。中身につきましては、資料ととも
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に御確認をいただければというふうに思います。 

 それから、予算書８８ページの下段ですけれども、今度は土木費、道路橋梁費に移ってまいり

ます。 

 目の１、道路橋梁維持費です。００３、道路維持管理費、これは資料５１ページの下です。こ

ちらのところに、主だったその内容について記載をしております。 

 それから、予算書をまたおめくりいただきまして、８９ページです。 

 説明欄の００４、橋梁維持管理費です。これにつきましては、資料は５２ページの上です。資

料にも記載をしておるところでございますが、予算書の表現で申し上げますと、調査分析委託料

というところで８０９万８,０００円の予算計上がしてございます。その内容については、今度

は資料を見ていただきますと、橋梁塗料の含有物調査、そうしたものを計画しておりまして、そ

の分析委託料というものを計上いたしております。 

 それから、予算書はその下ですけれども、００５、除雪費です。ここにつきましては、前年度

並みの予算計上というところでございます。 

 それでは、予算書また下がっていただきまして、目の２、道路橋梁新設改良費です。予算書

８９ページの一番下ですけれども、００３、道路新設改良単独事業費です。資料は５２ページの

下にその内容を記載をさせていただいております。 

 同時にこの部分につきましては、参考資料の８９ページ、それから９０ページ、それから

９６ページです。ちょっと飛んで申しわけないですけれども、そこの図面の内容がここに含まれ

てくるというところで、見ていただければというふうに思います。 

 予算書進んでいただきまして、この９０ページに移ります。９０ページの上ですけれども、

００６、道路新設改良補助事業費です。これは、資料は５３ページの上です。 

 同様にこれまた図面がありまして、申し上げますと、参考資料の９１ページから９４ページま

で、ここに係る平面図等をお付けしておりますので、御確認いただければというふうに思います。 

 それでは、予算書９０ページの中段から下です。今度は土木費、河川費に移ってまいります。 

 目の１、河川総務費００２、河川維持管理費です。ここに維持管理工事費というところで、

３９７万円の予算計上がしてございますが、ここは参考資料の９９ページ、場所は上高尻という

ところですけれども、そちらでの工事位置図を付けておりますので、それもあわせて御確認いた

だければというふうに思います。 

 それから、予算書９０ページの一番下ですけれども、目の２、河川改良費、００３、河川改良

単独事業費です。改修工事費の予算計上でございまして、これも参考資料、９７ページと

９８ページ。七日市地区内における排水路の改良工事がその内容というところで見ていただけれ

ばというふうに思います。 
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 それから、予算書、次に進んでまいります。今度は９１ページの中ほどから、中段からですけ

れども、土木費、住宅費、目の１、住宅管理費です。 

 ００２、公営住宅等管理費です。資料は５３ページの下です。ここもまた、主だったところに

ついては説明を加えておりますので、また、御確認をいただければというふうに思います。 

 それから、予算書９１ページの下ですけれども、目の２、住宅建設費、００２、公営住宅等整

備事業費です。資料は５４ページの上です。 

 団地で申し上げますと、沢田団地、それから新横立団地、それぞれの整備であったり、解体で

あったりというところの予算がここに含まれてくるというところで見ていただければというふう

に思います。 

 それから、予算書９２ページの中段から下に今度は移ります。今度は消防費でございます。 

 目の１、常備消防費です。００３、常備消防費、これは資料５４ページの下です。広域圏事務

組合のほうに負担金として納めるものというものでございます。 

 それから、予算書その下ですけれども、目の２、非常備消防費ということで、００２、非常備

消防総務費です。 

 これにつきましては、予算書９２ページの一番下のところですけれども、庁用器具費１９７万

１,０００円の予算計上があるかと思いますが、内容につきましては、消防団員用のヘルメット

について、更新を行いたいという、こういうものでございます。 

 予算書、次に進んでいただきまして、９３ページの上のところですが、００３、消防団等活動

事業費です。これは資料５５ページの上です。ここにも主だったところは記載をさせていただい

ております。御確認をいただければと思います。 

 それから、予算書を下がっていただきまして００４、消防車両維持管理費、これについては前

年並みの予算計上、それから、その下の００５、消防車両整備事業費、これは資料５５ページの

下に、主には車両購入費ということで、車両を更新をするという計画しているというものでござ

います。 

 それから、予算書９３ページの下ですけれども、目の３、消防施設費です。００２、消防施設

管理費での予算計上、内容につきましては、柿木、それから六日市にございます防災センターの

維持管理経費がここに入ってくるというところでお読みとりをいただければというふうに思いま

す。 

 それから、予算書９４ページに移っていきます。 

 目の４、防災費です。００２、防災総務費、資料は５６ページの上です。これにつきましては、

およそ前年並みの予算計上というところで見ていただければというふうに思います。 

 それから、予算書９４ページの一番下です。 
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 ００４、防災設備等整備事業費ということで、管理委託料、そして改修工事費の予算計上がし

てございますが、これはこれまでにも説明をさせていただいております防災無線、これの更新費

用というところがこの内容でございます。資料は５７ページの上にその内容について記載をして

おります。 

 それから、予算書をまたお進みいただきまして９５ページです。 

 上からいきます。００５、総合防災訓練事業費です。予算計上といたしましては、前年並みの

予算計上です。平成３０年度におきましては、柿木で行いました。平成３１年度におきましても、

町の防災訓練を行いたいという、こういう考えでございます。 

 それから、予算書をそのまま下りていただきますと、税務住民課が所管する００２、防災総務

費というところがあります。これについては、資料５６ページの下です。 

 ２つの補助金をここに記載をしておりますけれども、２つ目のブロック塀等安全確保事業費補

助金１００万円の予算計上がございます。これは、参考資料のほうにも書いておりますけれども、

いわゆる新規の補助金ということで、お読みとりをいただければと思います。 

 それでは、今度は教育費のほうに移ってまいります。 

 予算書は９６ページです。 

 ９６ページ、下がったところに００２、事務局総務費がございます。嘱託職員で１,０１３万

５,０００円です。内容についてちょっと補足をいたしますと、スクールソーシャルワーカー、

それから外国語指導員、そうした方々の報酬がここに含まれてくるというものであります。 

 それから、１つ飛ばしてその下ですけれども、教育振興計画推進協議会委員３１万６,０００円

の予算計上がございます。委員報酬ですけれども、これは既に上程いたしました新たに設置する

この協議会の委員の報酬というものでございます。 

 それから、予算書次に進んでいただきまして、９７ページです。 

 下に進んでいただきますと、００３、事務局施設費がございます。中身について説明いたしま

すと、教員住宅、それから柿木と、それから六日市、それぞれ基幹集落センターございます。そ

うしたものの管理経費がここに含まれてくるということで、お読みとりをいただければと思いま

す。 

 それからまた、次に進んで９８ページです。 

 まず、上から００４、事務局施設整備事業費７４８万円の予算計上です。業務運営関係委託料

という記載をしております。中身について申し上げますと、学校施設に関して長寿命化計画を策

定するという計画といいますか、必要がございまして、それの策定委託料、これを予算計上いた

しております。 

 それから、その下の００５、スクールバス運行事業費です。これは資料がございます。資料
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５７ページの下にその内容について記載をいたしております。 

 昨年から比べますと、若干増額ということにはなるんですけれども、それにつきましては、蔵

木地域から六日市中学校へのスクールバスの運行、そうしたものが新たに発生してまいりますの

で、その部分が増額しておるというところがございます。 

 それから、予算書そのまま下がっていただきまして、００７、特別支援教育事業費です。この

中で、臨時雇用賃金１,５５３万３,０００円、中身について幾らか補足をしておきますと、小学

校、それから中学校に配置をいたします、特別支援教育支援員さんの賃金というものでございま

す。 

 それからまた、予算書下がっていただきまして、００９、サクラマスプロジェクト事業費、合

計で４０５万７,０００円の予算計上、これにつきましては、資料は５８ページの上です。こち

らのほうとともに、御確認をいただければというふうに思います。 

 予算書をまたおめくりいただきまして、上のところに、予算書９９ページの上ですが、０１０、

吉賀塾事業費です。これは、資料は５８ページの下です。主な予算といたしましては、学習支援

コーディネーター、これの報酬というところで、７５４万円の予算計上、これは２名分の予算計

上でございます。 

 それから、予算書はその下に下がっていただきまして、目の３、学校給食費です。 

 ００２、学校給食総務費、資料は５９ページの上です。今、町内に３つ共同調理場がございま

すが、そこの運営に係る経費というところで、見ていただければというふうに思います。 

 それから、次に…… 

○議長（安永 友行君）  課長、そこに入るなら休もうか、休もう。 

 ここで１０分間休憩します。 

午後２時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時14分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは休憩前に引き続き、会議を再開します。野村総務課長、引き続

いて議案の説明を行います。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、予算書は９９ページの下、目の３、学校給食費、

００２学校給食総務費のところの説明をしたところまでです。 

 その次に、予算書、次のページに進んでいただきまして、１００ページです。 

 ００３、調理場施設費ということで予算計上してございます。ちょっと、先ほど私の言い回し

がわかりにくかったかもしれません。９９ページの学校給食総務費については、業務運営に係る

部分、それから１００ページについては施設の維持管理に係る部分ということで、読みとってい
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ただければと思います。 

 その上で、予算書１００ページの００３、調理場施設費のところを見ていただいて、下から

１つ上のところです。建設工事費で、３７８万円の予算計上がございます。中身を補足しておき

ますと、これは七日市の共同調理場の空調設備の工事というものでございます。 

 それから、予算書は次に進んで、教育費、小学校費に入っていきます。 

 目の１、小学校管理費です。予算書は１０１ページまで進んでいただければと思います。 

 後ほど出てまいります中学校費にも同じようなところがありますけれども、予算書１０１ペー

ジの右側の説明欄、上から下がっていただきますと、施設設備保守委託料３０９万３,０００円

というものがあるかと思います。これは新たに必要となった費用でございます。中身つきまして

は、学校施設の防火設備、これの法定点検が義務づけられるというところでの委託料、これを計

上しております。 

 それから、今度また下がっていただきまして、予算書１０１ページの下ですが、目の２、小学

校教育振興費です。 

 ００２、小学校教育振興費、これは参考資料がありまして、５９ページの下です。参考資料の

ほうにも記載をしております。予算書で申し上げますと、嘱託職員８７８万１,０００円のとこ

ろですけれども、中身につきましては、参考資料でいいますと、非常勤講師報酬という表現をし

ているかと思います。これについては、小学校で複式学級となっている学校に対して講師を配置

するというものでございます。新たな事業というところで、お読みとりをいただければと思いま

す。 

 それでは、予算書また次に進んでいきまして、予算書１０２ページの右側の説明欄見ていただ

きますと、００２、小学校教育振興費というのがずっと次のまたページにわたって出てまいりま

す。これ、各小学校に要は配分する予算ということで、各学校からそれぞれ要求が出てまいりま

した。それについて、予算を計上しているものでございます。ページは１０２ページ、１０３ペー

ジ、１０４ページのところまでそうした予算というところで、お読みとりをいただければと思い

ます。 

 そうしますと、予算書は１０４ページの下ですけれども、今度は中学校費に移ってまいります。 

 目の１、中学校管理費ということで、ページは１０５ページです。 

 ００３、中学校事務局管理費です。先ほど小学校事務局管理費のところでも申し上げました。

この中に、施設設備保守委託料というもので３７９万７,０００円の予算計上があるかと思いま

す。これが、防火設備法定点検委託料ということで、新たに発生してくる費用というところでご

ざいます。 

 それから、予算書は１０５ページの下のところです。 
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 ００４、中学校施設整備事業費です。吉賀中学校の改修工事に係る経費でございます。内容に

つきましては、２月の１５日の全員協議会で御説明をしたものでございます。 

 それでは、次に予算書進んでいただきまして、１０６ページに移ってまいります。 

 目の２、中学校教育振興費です。まず、００２、中学校教育振興費のところで、ちょうど中ほ

どですけれども、通信運搬費８３万８,０００円の予算計上があります。中身を補足させていた

だきますと、遠距離通学をされる生徒さんに対して、乗車券という形での助成を行っております。

その費用がここに含まれてくるというものであります。 

 それから、その下、００２の中学校教育振興費が六日市中学校、吉賀中学校、柿木中学校と、

次のページにわたって出てまいります。これらにつきましては、先ほどの小学校と同様、各学校

からの要求に基づきまして、予算を計上いたしておるというものでございます。 

 それでは、予算書は進んでいただきまして１０８ページです。 

 この社会教育費に入っております。目の１、社会教育総務費です。００２、社会教育総務費、

合計で５７５万円の予算計上でございますが、これは内容等は前年並みの予算計上をさせていた

だいております。予算書を進んでいただいて、今度は１０９ページです。 

 説明欄のところを見ていただきますと、００３、人権教育促進事業費、これにつきましては若

干、事業の見直しを行っての減額。 

 それから、００４、子育て協働プロジェクト事業費、それからその下の００５、ふるさと教育

推進事業費、その下の００６、成人式費、これらにつきましては前年並みの予算計上しておると

いうところでお読みとりをいただければと思います。 

 予算書１０９ページの一番下ですけれども、目の２、社会教育施設費です。 

 ００２、サクラマス交流センター管理費でございます。これは資料６０ページの上にその内容

について記載をいたしておりますので、あわせて御確認をいただければというふうに思います。 

 それでは、予算書は１１０ページに移ってまいります。 

 目の３、公民館費です。００３、公民館事務局管理費でございます。ここにつきましては、お

よそ前年並みの予算計上というところでございます。 

 それから、予算書次に進んでいただきまして、１１１ページです。 

 ００６、公民館施設整備事業費です。資料は６０ページの下です。ここの予算につきましては、

その中身は朝倉公民館の建築工事に係るものというところで、見ていただければと思います。内

容等につきましては、お付けしておる参考資料、それから２月の２７日の全員協議会で、その幾

らかの内容を御説明はいたしておりますので、あわせて御確認いただければというふうに思いま

す。 

 それから、予算書１１１ページのところですけど、説明欄、その下に蔵木公民館００４、公民
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館活動費から１１３ページのところまで、これも際ほど小学校、中学校で申し上げましたが、各

公民館からの要求等に基づきまして、予算を配分させていただいたものというところで、お読み

とりをいただければと思います。 

 それでは、予算書は進んでいただきまして、１１３ページです。 

 社会教育費の目の４、図書館費です。１１３ページの００３、図書館事務局管理費、それから

次のページに進んでいただいて、００４、図書館運営費、ここにつきましては、およそ前年並み

の予算を計上いたしております。 

 それから、１１４ページの下、目の５、文化財保護費です。００３、文化財保護費、ここも前

年並みの予算を計上いたしておるところでございます。 

 それから、予算書は１１５ページに移ります。 

 中ほどから保健体育費、目の１、保健体育総務費です。００３、保健体育施設費、これは資料

６１ページの上に、その内容について記載をいたしております。真田グラウンド、あるいは町民

体育館、そうした体育施設の運営管理に係る経費というところでございます。 

 それから、予算書は次に進んでいただいて１１６ページです。 

 １１６ページの上の００４、保健体育施設整備事業費１,４００万円の予算計上がしてござい

ます。中身につきましては、資料は６１ページの下に記載をしております。立戸にございます。

スポーツ公園、ここにテニスコートがございます。ここの改修工事を行うという、こういう内容

でございます。 

 予算書は１１６ページの中段から下です。 

 公債費、元金、そして利子につきましては、記載のとおりというところで、ごらんをいただけ

ればと思います。 

 それから、またおめくりいただきまして、歳出最後のところですけれども、１１７ページです。

予備費です。前年と同額の予算計上をいたしておるところでございます。 

 それでは、予算書をちょっと戻っていただきまして、今度は歳入に移らさせていただきます。 

 予算書は１０ページです。 

 まず、予算書１０ページ、上からまいりますと、町税、町民税、目の１、個人からです。ここ

に現年度分、滞納繰越分、それぞれ計上いたしております。現年度分につきましては、徴収率

９９.１％、それから滞納繰越分につきましては３５％、それぞれ見込みましての予算計上です。 

 それから、次の目の２、法人です。現年度分につきましては９９％、それから滞納繰越分につ

きましては、これは実績額等を見ましての予算計上というところで見ていただければというふう

に思います。 

 それから、その下にいきまして、固定資産税です。目の１、固定資産税、現年度分、これは徴
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収率９８.７％、それからその下の滞納繰越分です。徴収率１２％を見込んでの予算計上です。 

 それから、その下、目の２、国有資産等所在市町村交付金及び納付金です。これにつきまして

は、国、県から示された数字がございますので、そちらのほう計上をしたというところでござい

ます。 

 それから、その下に移りまして、今度は軽自動車税です。目の１、軽自動車税、現年度分、徴

収率９９.２％。それから滞納繰越分３０％を見込んでの予算計上。それからその下、目の２、

環境性能割というものが出てまいります。これにつきましては、先の議案上程の際にもいくらか

説明をしたものではございますが、これについては県による試算額が出ておりますので、その数

字を計上いたしておるというところでございます。 

 それから、１０ページの一番下です。町たばこ税、これについては前年と同額の予算計上でご

ざいます。 

 予算書は次に進んでいただきまして、１１ページです。 

 款１の町税、項５の入湯税です。目の１、入湯税でございます。前年度分として４７０万円、

昨年度よりも若干減額したところでの予算計上でございます。 

 それから、その下です。地方譲与税、地方揮発油譲与税、目の１、地方揮発油譲与税、ここか

ら１１ページ、それから１３ページのところですけれども、１３ページの地方特例交付金、ここ

までのところにつきましては、いわば国、県等から、数字等々を示されておりますので、そちら

の数字を計上しておるというところで見ていただければと思います。 

 ２点ほど、特徴的な部分は説明しておきたいと思います。 

 まず、１１ページの下です。 

 款の２、地方譲与税、項の４、森林環境譲与税、目の１、森林環境譲与税ということで、

１,２７８万３,０００円、予算計上してございます。これについては、これまでも全協等々で説

明をさせていただいております。いわば新しく、こうした税目が出てくるというところでござい

ます。 

 それから、予算書はちょっと進んでいただきまして、１３ページの上です。款の８、環境性能

割交付金、項１環境性能割交付金、目の１、環境性能割交付金ということでの予算計上がしてご

ざいます。これについても、新しくこうしたものが出てくるというところで、見ていただければ

というふうに思います。 

 先の議案でも、税務住民課長から説明をさせていただいたとおりですけれども、本年１０月に

制度変更されることに伴って、こうした歳入費目が出てくるというところでございます。 

 それでは、予算書１３ページのちょうど中段です。地方交付税です。地方交付税のうち、まず

普通交付税です。ここにつきましては、見込みといたしましては２８億９,８４５万５,０００円
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ということで、うち５,０００万円を、いわゆる留保分というふうに見込んで、記載の２８億

４,８４５万５,０００円を計上いたしております。 

 その下の特別交付税です。算定見込みといたしましては、３億３,０３３万２,０００円、ここ

に留保分３,０００万円を見込みまして、予算計上といたしましては３億３３万２,０００円の予

算計上というところでございます。 

 それから、その下です。交通安全対策特別交付金でございます。これにつきましては国等から

の示された数字を計上いたしておるところでございます。それから、予算書１３ページの一番下、

分担金及び負担金、分担金、目の５、農林水産業費分担金、それから次のページにわたっていた

だきまして、目の７、土木費分担金までのところですけれども、これにつきましては、事業費、

それから負担金の率等から算出をいたしまして、予算計上をいたしておるところでございます。 

 それから、予算書１４ページの中段でございます。 

 今度は、分担金負担金、負担金、目の２、民生費負担金、それからその下の目の３、衛生費負

担金です。それぞれ施設入所、本人負担という部分でございまして、施設に入所されている方、

あるいはサービスを利用される方、検診を受診される方、そうした方々からいただく部分という

ところで、お読みとりをいただければと思います。 

 それから、予算書１４ページの下ですけれども、今度は使用料手数料です。目の１、総務使用

料から、次のページにいっていただきまして、９の教育使用料です。各種使用料について、予算

計上をしてございますけども、それぞれ実績額等から計算いたしまして、予算を計上いたしてお

るものでございます。 

 予算書は１５ページの一番下です。 

 今度は手数料です。目の１、総務手数料、これもまた、次のページにわたっております。目の

３、衛生手数料、そして目の４、農林水産手数料、これらにつきましても、これまでの実績等か

らそれぞれ予算を計上いたしておるというところで、見ていただければというふうに思います。 

 それから、予算書１６ページの下ですけれども、国庫支出金、国庫負担金、目の１、民生費国

庫負担金、これも次のページにわたっておりまして、次のページは目の２、衛生費国庫負担金、

それぞれ予算計上してございますが、ここの部分につきましては、給付額等に応じて、定められ

ている率がございますので、そうしたものでそれぞれ、算出した金額を計上いたしておるところ

でございます。 

 それから、１７ページの下です。 

 国庫支出金、国庫補助金、目の１、総務費国庫補助金です。ここのところで、地方創生推進交

付金が出てまいります。ちょっと中身について補足をいたしておきますと、ここの中身につきま

しては、総務課の吉高支援に今、従事していただいておる方２名の人件費部分であったり、それ



- 190 - 

から教育委員会が学習支援員を雇用するというところでの人件費部分の財源として、これを見込

んでいるというところでございます。 

 それから、次に１８ページのほうに移っていただきまして、同じ国庫補助金の中ではあります

けれども、１８ページの目の３、衛生費国庫補助金、説明欄見ていただきますと、循環型社会形

成推進交付金１２１万６,０００円という記載がございます。中身について補足をいたしますと、

これは歳出のところで申し上げましたし尿処理のし尿処理対策事業費、これの財源となるものと

いうところで、お読みとりいただければと思います。 

 それから、その下の目の５、農林水産業費国庫補助金です。山村活性化支援交付金、予算計上

してございますが、ここを事業で申し上げますと、歳出予算では農業振興総務費で計上いたしま

した地域商社の関係、それからブランド化推進事業費、そうしたものの財源となるというところ

で、見ていただければというふうに思います。 

 それから、その下の目の７、土木費国庫補助金です。まず、道路橋梁費の国庫補助金、社会資

本整備総合交付金ですけれども、これ文字どおり、道路、あるいは橋梁の補修工事に係る財源と

いうところ。 

 それから、その下の節の２ですけども、住宅費の国庫補助金として、社会資本整備総合交付金

の記載があるかと思います。これにつきましては、税務住民課が所管しております町営住宅の整

備事業、そうしたところの財源となるものというところで、お読みとりをいただければと思いま

す。 

 予算書１８ページの下です。 

 国庫支出金、委託金、目の１、総務費委託金から、次の目の２、民生費委託金、さらには予算

書１９ページに移っていただきまして、県支出金、県負担金、目の１、民生費県負担金、進んで

いただきまして、この部分に、失礼しました。１９ページの県負担金です。それぞれ、説明欄に

記載をしておるとおりでございます。それぞれ、算定方法といいますか、算定率といいますか、

そうしたものがございますので、それに応じて予算を計上いたしておるというものでございます。 

 それから、予算書は２０ページに進んでまいります。 

 県支出金、県補助金、目の１、総務費県補助金、これも２２ページのところまで、県補助の関

連、関係部分については、記載をいたしておるものでございます。それぞれの事業に応じて県の

ほうから補助をいただけるというところでの、予算計上はしてございます。 

 ２カ所ほど、説明を加えておきたいと思います。 

 予算書は２１ページです。 

 県補助金の目の５、農林水産業費県補助金、説明欄のほうに見ていただきますと、一番下のと

ころに農業水路等長寿命化、防災減災事業交付金７,３５５万円の予算計上がしてございます。
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これにつきましては、歳出で申し上げますと、土地改良補助整備事業があります。これの主とし

て、ここの財源となるものということで、見ていただけたらと思います。 

 それから、次おめくりいただきまして、予算書２２ページです。 

 同じ、県補助金の中のものですけれども、目の９、教育費県補助金の節は４、社会教育費県補

助金のところです。 

 予算書２２ページの右上のところです。 

 ３つ目の行を見ていただきますと、市町村交流施設利用寄宿舎運営費補助金ということで、

５５７万１,０００円の予算計上がございます。 

 内容について補足をいたしておきます。これは、サクラマス交流センターの運営管理費につい

て、県のほうから補助をいただける部分が新たに加わっているというものでございます。 

 それから、予算書は２２ページの下です。 

 今度は県支出金、委託金、目の１、総務費委託金から、次のページにわたっていただきまして、

目の７、教育費委託金です。この部分につきましても、それぞれ県から委託金として受け取ると

いうものでございますけれども、応じた算定式等々ございますので、それに応じて予算化をいた

しておるというところでございます。 

 予算書２３ページの下のところです。 

 財産収入、財産運用収入、目の１、財産貸付収入です。２３ページの一番下のところに、普通

財産貸付収入１２９万３,０００円の予算計上がしてございますが、これは町有地を貸し付けて

いるところがございますので、その部分の収入です。 

 それから、次の２４ページにいっていただきますと、教員住宅貸付収入、これ文字どおりでご

ざいます。言いかえますと家賃収入と教員住宅の家賃収入というところでございます。 

 それから、予算書２４ページの上のところに、目の２、利子及び配当金ということで、それぞ

れの基金の利子について見込まれる部分について記載をして計上をいたしております。 

 それから下がっていただきまして、今度は財産収入、財産売払収入、目の３、有価証券売払収

入３００万円、予算計上してございます。 

 出資証券返還金収入でございます。中身について補足をいたしておきます。これにつきまして

は、土地開発公社の解散に伴い返還金が発生するというものでして、それをその部分を計上いた

しております。 

 それから、２４ページの一番下です。 

 今度は寄附金です。説明欄、指定寄附金ということで、３１５万円の予算計上がしてございま

す。ふるさと応援寄附金というところでの予算計上は、そういうところで予算計上いたしており

ます。 
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 また、進んでいただきまして、今度は２５ページです。 

 中ほどから下に行っていただきますと、繰入金、基金繰入金です。目の１、財政調整基金繰入

金から、それぞれ各基金について繰入金を計上いたしておるところです。 

 ここで１点ほど、説明を加えておきます。 

 ２５ページの一番下のところに目の９、森林環境譲与税基金繰入金ということで、これはこれ

まで説明してまいりました、この新たな税、そうしたものに関連しての基金繰入というところで、

お読みとりいただければというふうに思います。 

 それでは、次またおめくりいただきまして、予算書は２６ページです。 

 上から繰越金、それからその下の、今度は諸収入、延滞金、加算金及び過料、それからその下

の町預金利子、それぞれ予算計上いたしておりますけれども、例年並みの予算を計上させていた

だきました。 

 それから、その下です。諸収入、貸付金元利収入です。 

 まず、目の１、総務費貸付金収入ということで、こちらにつきましては説明欄に記載をいたし

ておりますとおり、お読みとりをいただければというふうに思います。 

 それから、目の４、農林水産業費貸付金収入、それからその下の商工費貸付金収入、それぞれ

また同様に説明欄のほう、御確認いただければというふうに思います。 

 進んでいただきまして、２７ページです。 

 諸収入、雑入です。目の２、弁償金、そこから次のページにわたりますけれども、目の１５、

雑入のところまでです。これらにつきましては、これまでの実績等から算定した額を計上いたし

ておるというところで、見ていただければと思います。 

 進んでいただきまして、２８ページです。 

 中ほどから下の表です。町債です。まず、目の１、過疎債、それから次の目の３、合併特例事

業債、それから次のページにいっていただきますと目の１０、土木債、目の１１、消防債、目の

１５、臨時財政対策債、それぞれ右側の説明欄のほうで御確認いただければというふうに思いま

す。 

 ここで、１点ちょっと補足をさせていただきます。 

 予算書は２９ページです。 

 ２９ページの右の一番上に、公共施設等統合整備事業６９０万円の予算計上がございます。こ

れ事業で申し上げますと、六日市集会所の塀と蔵を解体するというのを歳出予算のところで説明

をいたしました。その財源となる部分ということでございます。 

 ちょっとそこから、また下がっていただきまして、目の１１、消防債、防災設備等整備事業で

２億２,６５０万円の予算計上がございます。これは防災無線の更新費用ということで、そこの
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財源となるものというところで、お読みとりいただければと思います。 

 以上で、平成３１年度一般会計予算についての説明を終わりたいと思います。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。議運等でも協議いた

しましたので、議案第３１号の質疑についてはあすを含め、後日質疑の日程を設けますので、日

程第２、議案第３１号平成３１年度吉賀町一般会計予算の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（安永 友行君）  以上で、本日の日程は全部終了しましたので、本日はこれで散会をしま

す。御苦労でございました。 

午後２時51分散会 

────────────────────────────── 


