第３回臨時議会

号で災害を受けた地

関係の補正と︑その他台

風

区集会所等の復旧に対す

る自治振興補助金︑中津

名︶

給付される︶と︑泉源の

︵保険で１６００万円が

る３２００万円の半分

中津荘別館に係

むのか︒

復旧予算の財源はどう組

中津荘別館や泉源の災害

激甚災害に指定されない

観光施設ゆえに︑

見通しになっている︒

じ場所で診療を開始する

設備を修繕した上で︑同

被災した現在の

開はどうなっているのか︒

歯科診療所の再

︵賛成

費を計上したものです︒

な復興のための予算の経

旧等︑災害からの本格的

●職員の給与に関する条

強化にかかる規程の改正

温泉泉源設備の修繕・復

に基地局を整備する﹁大

に伴い︑条例を改正する

名︶

字串本１１３０番地１﹂

正予算︵第５号︶

年度一般会計補

︵賛成

ものです︒
るものです︒
︵賛成全員︶
●税条例の一部改正

●平成

の基地局の位置を追加す

例の一部改正
人事院勧告に基づき︑
官民格差の是正と給与構
造改革に伴う昇級抑制の
名︶

回復を図るものです︒
︵賛成

第４回定例会
●土地改良事業の開始に
ついて
大星地区において農業
用配水施設のパイプライ
ンを整備するものです︒
︵賛成全員︶
●動産の取得について
携帯電話不感地域の解
消に向けた基地局整備の
一環として︑本年度︑串
本地区において無線機器

３８００万円の計５４０

９９７万５千円を増額し︑ ０万円は︑６割程度が交

歳入歳出それぞれ４億
方税法等の一部を改正す

予算総額１１６億４３８

日に地
︵賛成全員︶

る法律が施行され︑寄付

６万円とするものです︒

交付税措置されない４

する︒

事業債を起債し︑財源と

付税措置される災害復旧

●移動通信用施設条例の

金税額控除の適用限度額

補正の主な内容は︑給

一部改正

の引き下げ︑ならびに地

年６月

11

んなこと

決

12

問

答

問

答

まりました

歯科診療所（川原河）

携帯電話等エリア整備

平成

13

与改定等にかかる人件費

一式を購入するものです︒

23
方税法における租税罰則

30
事業の採択を受け︑新た

23

12

こ
11月22日に第３回臨時議会が開かれ、職員の給与条例の一部改正を
原案のとおり可決しました。
12月15日から第４回定例会が開かれ、条例２件、土地改良事業の開
始１件、動産の取得１件、平成23年度各会計補正予算７件が提案さ
れ、全て原案のとおり可決しました。
議会から県知事に「椿山ダム操作規則の見直しと台風12号災害の復
興についての意見書」、県議会に「日高川河川整備、治水対策と補助事
業のさらなる充実の要望書」の提出について可決し、「日高川洪水被害
の減災に関する決議について」も可決しました。
前回から決算特別委員会において継続審査となっていた平成22年度
各会計決算認定議案は賛成多数で認定しました。
所管の常任委員会に付託された陳情２件は全て採択しました。また請
願１件が採択しました。
一般質問は、９議員が台風12号関連の項目などを町執行部にただし
ました。
平成24年１月31日に第1回臨時議会が開かれ、平成23年度各会計補
正予算６件が提案され、全て原案のとおり可決しました。
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財源の持ち出しとなるこ

割は町負担となり︑一般
価額の５％程度の１０５

活用をはかるためで︑評
相乗効果を図りたい︒

地域と行政の情報共有と

改定による減額は何人か︒

のは何人か︒また︑給与

ている︒

美山中学校へは義援の

ものがあった︒今年度は

級から４級になった者が

あり︑調整して補ってい

７ 月の昇格で３

支援システムで変化する

１名︑４級から５級に昇

ける︒

システムで修正をかける︒ 名︒１月昇格を予定して

は︑災害保険がベースに

風水害について

るのか︒

受入金は何％になってい

公共施設の共済

図書充実のための予算が

要援護者の更新等どうす

格した者が７名︑５級か

いる者︑１級から２級に

ら６級に昇格した者が２

るのか︒

災害時要援護者

万円を提示されている︒
支援システムの特徴は︒

災害時要援護者

とから︑できる限り経費
削減をし︑全て借り入れ
ることのないようにした
い︒
従来は紙ベース

者台帳を防災地図に情

そのデータで要援護者支

昇格する者が９名︑２級

で整備されている要援護
報として書き入れようと

援システムの地図データ

から３級に昇格するもの

要援護者台帳の

ける公有財産購入費は何
していた︒防災地図がで

を修正していく︒

財産管理費にお

を購入するものか︒
きれば︑そこへ防災情報

の春の作付けに間に合う

ように︑優先順位をつけ

ながら発注していきたい︒

小規模災害復旧

事業の内容はどうか︒

万円までの小

規模な災害に補助してい

くものである︒

鳥獣害の防止柵

の復旧事業の内容はどう

か︒

県単または町単

で設置した鳥獣害施設で

なっている︒火災の場合

は１００％︑風水害の場

被害にあったところの修

名だ︒
給与表の改定で対象と

合は ％となっている︒

いる︒災害対応で９月

ガレキ撤去の委

託料１４００万円の内容
は︒

ければならない分につい

て︑県が３分の１︑町が

後の見込みより大変多か

●平成

の２の補助をする︒

３分の１︑合わせて３分

った︒また︑消防道路と

険事業特別会計補正予算

年度国民健康保

橋梁の桁に相当量のガレ

︵第４号︶

ガレキが災害直

繕︑または︑やり直さな

名となって
いる︒
超過勤務手当が

なる職員は

が

内の倒産企業の社屋を購

運用は︑総務課と保健

を書き入れることにより︑

福祉課との連携で更新し
ていける︒
猪谷の温泉療養
館の復旧方針は︒
り︑近いうちにはっきり

日までの分はすでに補正

６１３万５千円となって
とした方針を出したい︒

されているが︑どうか︒

今︑検討中であ

今回被災した中

応急ではなく︑

キがあり︑特殊機械が必

本復旧に向けた業務での

歳入歳出それぞれ１億

１２６２万５千円を増額

し︑予算総額

億７３０

入札の出し方はどのよう

号で被害にあわれ

た方の国民健康保険税の

台風

主な内容は︑歳入では

す︒

５万７千円とするもので

農地については︑水田

したい︒

した急ぐところから実施

災害査定が完了

に考えているのか︒

災害復旧工事の

場所へ復旧するのは安全

浸水によって失

超過勤務手当を計上した︒ 要となった︒

津荘別館について︑同じ

50

旧早蘇中跡敷地

10
性の面で検討し直すべき
と考えるが︒

中学校の図書の補充は考

われた美山公民館と美山
をして︑より安全を徹底

えているのか︒
他の公民館の図
書と一般家庭から提供い
ただいている本で調整し

14

63
していく︒水害について

同じ場所で修繕

40

23

12

は︑事前に気象情報等で
十分に把握が可能だ︒
職員で昇格する

問

答

問

答

答
10

答

問

問
答

入したい︒町有地の有効

被災した集会所（上越方）

答

問

答

問

答

問

問
答
問
答

問
答
問
答
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し︑予算総額

億３１４

４万７千円とするもので

●平成
険事業寒川診療所特別会

減免措置にかかる減額︑
歳出では重篤な病床の患

加入を考える︒
災害復旧する管

路は耐震仕様になるのか︒

町内の簡易水道施設

耐震で計画する︒

す︒

歳入歳出それぞれ２４
︵７施設︶の本復旧のた

●平成

計補正予算︵第１号︶

療費︑御坊市外３ヶ町国
４万６千円を増額し︑予
めの予算を計上したもの

者が増えたことによる医
民健康保険組合の清算金
算総額７１７８万４千円

歳入歳出それぞれ２億

号︶

特別会計補正予算︵第 ２

年度下水道事業

施設︑管路とも

を財政調整基金への積立
です︒
名︶

災害復旧事業費

︵賛成

とするものです︒
職員の異動ならびに︑

金とするものです︒
︵賛成全員︶
給与改定等に伴う人件費

本議会に審査報告が提出

予算総額１３３億３６０

号に関連したもので︑

補正の主な内容は︑台

９万円とするものです︒

風

されました︒

審査の結果は︑次の意

見を付けて認定するとい

金支出について︑一定期

１ ︑各種団体への補助

道川合湯ノ又線等の本格

道施設災害復旧費では林

では町道および橋梁︑林

公共土木施設災害復旧費

間は必要と考えるが︑補

復旧のための予算を︑ま

うものでした︒

助期間について再考を要
３７２８万６千円を増額

た防災諸費では災害廃棄

の４分の１ほど共済金が

する︒

の改定によるものです︒

名︶

３ ︑歳入面で保育料︑

予算を計上したものです︒ も考慮されたい︒
︵賛成

河川の近くにある︒浸水

ところで不納欠損︑収入

町税︑国民健康保険税の

年度末を控え︑

継続事業と今回の災害復

旧工事が重なるが︑予定

年度にま

たがり︑工期をとってい

〜

住宅使用料︑水道使用料︑ どおりできるのか︒
品などに対する共済を掛

対策を考えているのか︒

集落排水施設は

物処理にかかる費用の不
し︑予算総額６億８２２

には共済保険金の適用は

号災害でわ

下りてきている︒各施設

足分を計上するものです︒

歳入歳出それぞれ３１

ない︒建物の共済に入っ

２ ︑台風

名︶

万８千円とするものです︒ かったことだが︑防災資

年度介護保険事

︵賛成

の契約はどうなっている

︵賛成全員︶

業特別会計補正予算︵第

●平成

機材整備の中にポータブ

今回︑災害によ

る税の減免措置の対象者
があるが︑行政から申請
を促しているのか︒

町内の下水道施設︵３

ル発電機の配備について

のか︒

施設︶の本復旧のための

４万５千円を増額し︑予

ていたが︑機器類︑収容

美山地区の施設

申請が済んでいない方に
億４８９６万

２号︶

は︑自宅に申請書︑返信
算総額を

７千円とするものです︒

けていなかった︒今回の

24

年

︵賛成

名︶

一層の改善を求める︒

平成

年度一般会計補

第１回臨時議会

●平成

いる︒

託している︒

れぞれ分別し︑業者に委

ク︑家電︑木くず等にそ

畳︑プラスチッ

法で行っているのか︒

この算出はどのような方

７ 億円計上されているが︑

ガレキ処理費が

未済額が発生しているが︑ るので︑できると考えて

号の被

歳入では台風

被害は機器類︑収容品が

限りの浸水対策を考慮し
年度各会計歳入
この議案については︑
９ 月議会で決算特別委員

歳入歳出それぞれ

正予算︵第６号︶
の後︑議会閉会中に委員

９２２３万円を増額し︑

億
会による審査が行われ︑

会に付託されました︒そ

23

用封筒を届けている︒ま
た︑申請するよう電話も
かけている︒

災者にかかる介護保険料

ほとんどだった︒

機器類を高い位

の減免措置による減額︑

早蘇浄水場の場合︑共

て復旧していく︒

年度国民健康保

険事業川上診療所特別会

歳出では法改正に伴う介

済対象が建物と中の物に

置に上げるなど︑できる

計補正予算︵第２号︶

護システムの改修の経費

●平成

万

分けているが︑今回約半

歳入歳出それぞれ

を計上したものです︒

円を増額し︑予算総額１

︵賛成全員︶
年度簡易水道事

美山地区の施設

ではないか︒

機器等も共済加入すべき

今後︑建屋内の

歳出決算の認定
●平成

業特別会計補正予算︵第
歳入歳出それぞれ４億

問

答

13

分の共済金が見込める︒

億６４８万円とするもの
です︒
給与改定等に伴う人件
名︶

費の改定によるものです︒ ２号︶
︵賛成

12

10

は新しくなるので︑共済

13

16

12

６０３２万１千円を増額

24

●平成

23

22

問

13

減免対象者につ

13

答
問
答

いては特定できている︒

問
答
問
答

答

11

23

48
13

23

23

12

問

23

23

問
答
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年度国民健康保

●平成

年度国民健康保

険事業寒川診療所特別会

●平成
険事業特別会計補正予算
計補正予算︵第２号︶
万

︵第５号︶
歳入歳出それぞれ
円を増額し︑予算総額７

万

２ 千円を増額し︑予算総
２００万４千円とするも

歳入歳出それぞれ
億７３５３万９千円

額
市町村職員共済組合費

のです︒

主な内容は市町村職員
の負担金率の引き上げに

とするものです︒
共済組合費の負担金率の
よるものです︒
年度簡易水道事

︵賛成全員︶

引き上げに伴う運営費を
一般会計から繰入し︑日
●平成
業特別会計補正予算︵第

高川町国民健康保険事業
川上診療所特別会計なら
３号︶
市町村職員共済組合負

加えて２年連続の職員

算執行されたものである

をきちんと受けられ︑予

はなく︑監査委員の指摘

ろ︑一般会計︑特別会計

給与の引き下げで抑え込

をする手法で進めたとこ
項目について

ともに︑

と考えているという意見
質疑がありました︒
担当課長をはじめ︑課員

員といった職員は非正規

るため︑保育と給食調理

ありましたことから︑起

しては賛否両方の意見が

以上のように認定に際

がありました︒
の皆さんに敬意を表し

で雇うことを今後も続け

真摯に対応されました

たいと思います︒

を検討するとの執行部の

加えて保育の民間委託

年度歳入歳出決
川町国民健康保険事業特

算のうち一般会計︑日高

託に切り替えたことで︑

を公社から民間業者の委

見解は町施設の管理運営

ています３項目について

審査意見として記述し

いたしました︒

算﹂を認定する事に決定

﹁平成

た結果︑起立多数により︑

立による採決をとりまし
会計の認定に対して意見

審査終了後︑すべての

ると表明している︒

人件費削減と抑制を図

んでいる︒

えでしのいでいる︒

平成 年度歳入歳出決算認定審査

第３回定例議会におい
人による決算特

て設置された︑議長を除
く議員

別委員会に付託され︑公
室長︑会計管理者︑総務

別会計︑川辺国民健康保

福祉行政も変えていこう

は︑次年度以降で適正に

職員の出席を求め︑慎重
なる審査を行いました︒
月

一般会計の歳入歳出すべ

審査は︑去る

年度決

険事業特別会計︑後期高

としているようである︒

改善され︑行政効果を高

を求めた結果︑

日︑ 齢者医療特別会計︑介護

また︑町民負担の統

めるべく一層の努力をさ

課長をはじめ︑各担当課

保険事業特別会計の５つ

一化と負担増︑現在の町

れることをお願いいたし

の課長︑副課長はじめ︑

の会計の決算に対して反

行政に表れてきている矛

直接業務を担当している

対する旨の意見がありま

会計ある特別

てを審査し︑また同月
日には︑

した︒

員の減員分は︑臨時雇い

のの︑保育士や給食調理

人件費は確かに減ったも

が出ているといったこと

を組んだ額以上に不用額

は︑大きな不用額︑補正

また︑賛成意見として

をお願いしたいと思います︒

教育長に︑それぞれ出席

町長︑教育予算であれば

からは︑執行権者である

反対意見の要旨として︑ いる︑などです︒

とする物件費への置き換

また︑次回の決算審査

ます︒

22

盾を含んだ決算となって
会計の審査を行い︑延べ
２ 日間にわたり慎重なる

対し︑担当する課が説明

行い︑委員からの質問に

審 査 は ︑﹁ 款 ﹂ ご と に

審査を行いました︒

22

びに日高川町国民健康保
険事業寒川診療所特別会
万４千円に

︵賛成全員︶
年度下水道事業特

万

︵賛成全員︶

よるものです︒

の負担金率の引き上げに

市町村職員共済組合費

するものです︒

額６億８３５万５千円と

７ 千円を増額し︑予算総

歳入歳出それぞれ

別会計補正予算︵第３号︶

●平成

金より減額するものです︒

ついて︑同額を基金積立

増額される

担金率の引き上げにより

年度国民健康保

︵賛成全員︶

計へ繰出したものです︒
●平成

万

険事業川上診療所特別会
計補正予算︵第３号︶
歳入歳出それぞれ
２ 千円を増額し︑予算総
額１億６７４万２千円と
するものです︒
市町村職員共済組合費
の負担金率の引き上げに
よるものです︒
︵賛成全員︶
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龍田安廣委員長
11

30

22

12

11

23

23

15

12

14

