んなこと

まりました

９月９日から15日まで第３回定例議会が開かれ、事務

組合規約等の変更１件、条例の一部改正２件、指定管理

者の指定、補正予算６件、全て原案のとおり可決しまし

た。同時に提案された平成27年度一般会計と10の特別会
計の決算認定は、「決算特別委員会」を設置し、閉会中
に審査することになりました。

一般質問は８議員が行い、町執行部の取り組み等を問

第３回臨時議会
●工事請負契約の締結
中津支所庁舎改修工事
で、指名競争入札により
株式会社駒場工務店が６
８７５万９２８０円で落
名）

札し、契約するものです。
（賛成

木造で改修する

と４千万円台と聞いてい
たが、値上がった原因は
何か。
残す建物に３ 階
までの階段を増設しなけ
ればならなく、鉄骨造
りの追加工事分で増額と
なった。

工事については、

紀南環境衛生事務組合

●役場支所及び出張所設

置条例等の一部改正

の公

地籍調査等により、地

番が変更になった

共施設について、条例を

改正するものです。

（賛成全員）

今後も地籍調査

の進行によって地番の見

直し、変更の作業は継続

するのか。

地籍調査が終了

した地区で変更があれば

見直しをしていきたい。

●公の施設に係る指定管

理者の指定

町有の宿泊施設等につ

いての指定管理に関する

契約が本年度末をもって

年４月１日からの指定管

満了となるため、平成

理者の指定について、公

年４月１日か

ら和歌山県市町村総合事

募の結果、引き続き大阪

より平成
３ つの工事に分離発注

務組合が共同処理してい

府泉大津市我孫子１２９

１億９６５万円の予算。

付帯工事を予定している。 る常勤の職員に対する退

し、解体、建築、屋外の

職手当の支給に関する事

番地、「株式会社フラッ

落札率は

．５％、工

町内業者で入札している。

指名は６ 社で、

と工期はいつまでか。

務を共同処理したい旨申

ト・フィールド・オペ

期は２４０日、来年３月

第３回定例議会

出があり、同日から共同

レーションズ」、契約期
更及び県市町村総合事務
組合規約の変更

す。

（賛成７名）

間を５ヶ年とするもので

処理するため本規約を変
整備金額はどれくらいに
なるのか。

（賛成全員）

●県市町村総合事務組合

97

決
締結１件を原案のとおり可決しました。

16

日までに完成の契約。

入札参加業者は

解体中の中津支所

更するものです。

29

答

の共同処理する事務の変

何社だったのか。落札率

問

答

10

中津支所全体の

29

問
答
問
答
16

問

こ
７月19日に第３回臨時議会が開かれ、工事請負契約の
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いました。

ひだか川議会だより
3

選考委員の構成

はどうなっているのか。
５人の選考委員

で構成している。

今回の公募の仕

方はどうだったのか。
今回も３ 年間の

計画を出してもらう公募

（賛成全員）

改正するものです。

本的に今の職員は新たな

●一般会計補正予算（第

た場合は、前回同様、基

選定結果はどうだったの

指定管理者に再雇用して

公募した３ 社と

を行った。①公の施設の
か。

着眼点を示して、審査
指定管理者制度に対する

ラット・フィールド・オ

の支給に関する条例の一

●町ひとり親家庭医療費

増額し、予算総額

１億４００２万４千円を

もらうことを条件にする。 ２号）

の中には行政との協力関

ペレーションズと他の２

指定する㈱フ

する指定管理者は３年間。 係、地域との協力関係を

社は、㈱共立メンテナン

児童扶養手当法の一部

理解をしているのか。こ

認識しているかが審査の

スと㈱サントライという

にした。新しくスタート

課長、企画政策課長の３
さらに引き継いで指定す
視点となる。②公募され

を改正する法律の施行に

億４

名。一般からは宿泊施設
る場合は５年間と提案し

群馬県の医療関係の関連

４７２万９千円とするも

のです。

正され、引用する条文の

みやまドーム塗装工事費

託料２１８７万６千円、

主なものとして、子育
５名で採点し、１項目

項が繰り下げとなったこ

９９０ 万円、かわべテニ

て支援商品券発行業務委
の満点が５点で７項目あ

とから、本条例の一部を

伴い、施行令の一部が改

組織体制。④事業計画の

点の５名で１７５

会社である。

内容と実現可能性。⑤収

り、

態。③実際の管理運営の

部改正

等運営協議会から１名と

た法人の財務も含めた状

道の駅SanPin中津

90

支計画と事業計画の整合
情報の取り扱い、安全管

フィールド・オペレー

結果は、フラット・

点満点となる。
理、危機管理。⑦類似施

ションズが１４０点、共

性と実現可能性。⑥個人

設の管理運営の経験、実

点、サントライが

点で

績の有無、状態について、 立メンテナンスが１００
それぞれ判定し、点数化

ある。

・３月の４回にわけて

現在、６ ・９ ・

委託金の支払の時期は。

指定管理者への

して採点した。
指定管理者の計
画書に地元食材の利用に
ついての部分が見当たら
ないが。
選考の場での説

支払っている。
指定管理者が撤
退した場合、雇用した職

明も、委員からの質疑も
なかった。今後、指定管

員はどうなるのか。
途中で撤退した
り、指定管理者から外れ

美山ドーム

67
理者に意識を持って地元
食材の利用をしてもらう
よう依頼していく。

答

選考の基準は７ 点の

ている。

名である。

町監査委員から１名の２

役場から公室長、総務

問
答

問
答

問
答

35

問
答
12

問

問
答

第43号
平成28年11月１日発行

ス公園人工芝張替工事費
１７９６万４千円、町道

ツ公園木製遊具購入費と
あるが、どの場所に設置

補修工事費１５００万円、 するのか。
の補助金で、南山、天文

県から２分の１

４００万円、梅雨前線豪
公園に１基ずつ設置の予

空き家解体処理費補助金
雨に伴う林道施設災害復
定である。
設置委託料について詳し

横断歩道回転灯

旧費３３９２万８千円な
どの増額を行うものです。
（賛成８名）

の横断歩道に設置する。

今後は、給食費完全無

この繰越金は、

日

経営戦略を策定

らの補助事業が受けられ

することによって、国か

までの出納閉鎖期間に徴

４月１日以降、５月

政状況を考えながら単年

万円程度。 料化まで、効果や町の財

今後、警察並びに建設

るメリットがあるのか。

億８９

正予算（第１号）

●川上財産区特別会計補

た。

税をなくすと通達があっ

れば、翌年度以降の交付

年度中に策定しなけ

総務省より、平

収した、普通徴収の保険

です。

３万６千円を増額し、

予算総額

万１千円とす

これを前年度の精算に伴

るものです。

です。

（賛成全員）

う返還金に充当するもの

前年度繰越金を計上し、

成

度ごとに検討していく。

額し、予算総額

１８３９万８千円を増

補正予算（第２号）

●介護保険事業特別会計

部の占用許可の取れる範

億４５０万２

●後期高齢者医療特別会

す。
品券で取り扱うことが適

●下水道事業特別会計補

５２０万円を増額し、

正予算（第１号）
し、予算総額２億５８１

予算総額２億７８３１万

前年度繰越金を計上し、

年度歳入歳出決

（賛成全員）

基金に積立てるものです。

●平成

算の認定について

昨年度の一般会計並び

の特別会計の決算認
ただいた保険料を繰越金

前年度中に納付してい

８０ 万円と下水道事業の

リーンユニット修繕費２

土生矢田処理場のスク

決算特別委員会で審査す

に

として計上し、後期高齢

中長期的な経営の基本計

ることになりました。

この議案は、議長を除

名の委員で構成する

策定するための経費２４

委員長

熊谷重美

堀

（継続審査）

辰雄

（賛成全員）

副委員長
す。

０ 万円を計上するもので
収分の繰越金なのか。

（賛成全員）

前年度繰越金を

く

定です。

者医療広域連合へ納付す

画である「経営戦略」を

３千円とするものです。

３万８千円とするもので

１３９万８千円を増額

計補正予算（第１号）

（賛成全員）

返還金に充当するもので

りを前年度の精算に伴う

一部を基金に積立て、残

前年度繰越金を計上し、 ２６万８千円とするもの

千円とするものです。

予算総額

３３７万円を増額し、

会計補正予算（第２号）

料である。

か。
ては、基本的に換金性の

使用使途につい

がら今後も続けていくの

て支援環境等に配慮しな

また、町の財政や子育

ているのか。

券の使用使途はどうなっ

子育て支援商品

囲であれば要望に応じる。 ●国民健康保険事業特別

１ヶ所あたり

答

るものです。

す。

46

27

く説明を。

31

問

28 答

10

11

高いものや、一般的に商

12

17

計上しているが、普通徴

問

観音寺橋橋詰

60

切でないものは対象外と
している。

子育て支援券

スポーツ施設管

理運営費で、南山スポー

観音寺橋周辺

問
答

答
問
答

問
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