んなこと

まりました

第４回臨時議会

取り合わせ道路の工事は
関連事業で行うのか。

た。

選定基準は、建築一式工

事の総合点数が１２０

年間平均完成工事高が１

０ 点以上で、管理技術者

られた部分は災害復旧費

●工事請負契約の締結

億円以上ある業者として

第５回臨時議会

●一般会計補正予算（第

で行う。残りの部分は過

（町防災センター新築工

災害復旧で認め

３号）【専決】

疎対策の道路改良費で測

が５名以上在籍する業者。

２４３万４千円を増額

いる。

今回入札に参加指名選

事）

指名競争入札により、

定したのは、Ｊ Ｖはなく

量設計。来年度以降に道
路工事を実施したい。
現況復旧だと幅

億４９７２万円で落札し、 すべて単独業者だ。

指名業者の選定

基準はどうか。また、Ｊ

Ｖは参加したのか。

入札参加業者の

搬入等に支障が出る。対

できる構想だが、物資の

置は、高速道路に出入り

の防災センターの建設位

いう予測が出ている。こ

数ヶ月通行止めになると

すると、御坊湯浅道路が

巨大地震が発生

特に意見はなかった。

すべてクリアしている。

今回、落札した業者は

ついて意見を求めた。

術者の能力、地域貢献に

の施工能力、配置予定技

の項目と合わせて、企業

のは、技術の提案で３つ

審査会へ諮った

見はどうか。

ての総合審査委員会の意

入札結果につい

員が２ｍ だが、５ｍ にな

ている。それに合わせて

（賛成全員）

契約するものです。
番狭い幅員が車道４ｍ 、

道路構造令の一

る理由は。

三洋建設株式会社が、５

億４７

し、予算の総額

日の台風

１６万３千円とするもの
です。
去る９月

号により、町内の農地並
件

びに農道及び水路などの
農業用施設が合計で

中津川地内の農地災害を

関連事業を認めてもらっ

発生、被災したことから、 全幅が５ｍ の基準になっ
はじめ三十木水路などの
復旧に必要な経費を計上
するものです。
（賛成全員）
年度繰・平成

●工事請負契約の締結
（平成

年度 町道小桑越内線越
内橋橋梁災害改良工事
（下部工））
指名競争入札により、
株式会社柏木建設が、９
６７６万８千円で落札し、

問

90

（賛成全員）

越内橋橋梁工事

20

越内橋復旧後、

問

答

決

答
問
答

16
15
28

答

問

27

契約するものです。

問

こ
10月14日に第４回臨時議会、11月25日に第５回臨時議
会が開かれ、補正予算（専決）１件、工事請負契約２件
が提出され、すべて原案のとおり承認・可決しました。
12月９日から16日まで第４回定例議会が開かれ、人事
案件１件、条例の改正・制定９件、過疎地域自立促進計
画の変更１件、補正予算７件、すべて原案のとおり可決
しました。第３回定例会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27年度各会計決算認定議案は賛
成多数で認定しました。
議会からは意見書１件を提案し、可決しました。
また、請願は１件受理され、産建厚生常任委員会に付託
され、継続審査となりました。
一般質問は５議員が行い、町執行部の取り組み等を問
いました。
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ひだか川議会だより
3

策はどうするのか。
基本的には、ヘ

リコプターで救援物資を
小熊広場に搬入して、ト
ラック等で防災センター
へ搬送することになる。
今回の入札率は

． ％ で、以前の交流

センターは ％ 位だった。
入札率が高くなっている
がなぜか。
交流センターを

年ほ ど 前 に 建 設 し た が 、

第４回定例議会
●人権擁護委員の推薦に

当時と比較して骨材が高
騰している。今回の入札
つき意見を求める件

人以内と定め

される農地利用最適化推
進委員を

るものです。
（賛成７名）

の委員及び農地利用最適

理に関する条例の一部改

●町保育所の設置及び管

用し、二重課税を解消す

所得税の減税・免除を適

行うもので、国税の取り

化推進委員の報酬を定め

子ども・子育て支援法

扱いに準じ町民税におい

ることで税負担の軽減を

施行令等の一部改正によ

ても課税の特例を規定し、

正

年額８万円、いずれも現

り、低所得者及び多子世

利子等及び配当等の所得

るもので、農業委員会会

行どおり。新たに設置さ

帯等の経済的負担の軽減

について申告分離課税に

万円、委員は

れる農地利用最適化推進

を図るため、保育料の軽

長は年額

委員は年額２万５千円と

の一部改正

●町国民健康保険税条例

（賛成全員）

ものです。

より３％の所得割を課す

名）

減拡充を行うものです。

る人数は何人か。

現状では

税条例の一部改正と同

じく、日本と台湾との

対象となる。

●町小規模保育所の設置

「日台租税取り決め」に

子ども・子育て支援法

及び特例適用配当等の額

税される特例適用利子等

基づき、町民税で分離課

施行令等の一部改正によ

を、国民健康保険税の所

一部改正

及び管理に関する条例の

名が

軽減の対象とな

（賛成

定めるものです。
（賛成６名）
農地利用最適化
推進委員の年額２万５千
円の算定根拠は。
交通指導員と足
並みを揃える。
また、出役したら１回
３千円を支払う。

り、低所得者及び多子世

得割額の算定及び軽減判

人

人事院勧告において民

帯等の経済的負担の軽減

定に用いる総所得金額に

従来通りの

間給与との格差を埋める

を図るため、保育料の軽

含めるものです。

が、借地契約になってい
るのか。

（賛成全員）

人から

人に

により租税条約を結べな

矢田財産区の管

の定数の中で運営できな

ために給料表を引き上げ

減拡充を行うものです。

（賛成全員）

ん（三百瀬）の推薦に同

減ることにより、担当区

るとともに、賞与の支給

（賛成全員）

●町簡易水道事業給水条

区 か ら 町 で 使 っ てほ し い

農業委員会法の一部改

見直しがされることに伴

条例の一部改正

●町農業委員会の委員及

域が広くなる事は予測さ

割合も民間に見合うよう

●町税条例の一部を改正

いのか。

び農地利用最適化推進委

れるが、農業委員会等に

引き上げ、併せて配偶者

意しました。

理地であるが、本来小熊

員の定数に関する条例制

関する法律改正によるも

区の管理地となっている

区の所有地である。小熊

定

との申し出があり、文書

詰めていく。

町簡易水道事業が平成

一つの上水道事業になる

正により、定数について

関係において、「日台租

で交わしている。

年４月１日から、町内
るものです。

い状況下にある台湾との
る条例の一部改正

い、条例の一部を改正す
人

●町特別職の職員で非常

14

国の基準に基づき定める

27

勤のものの報酬等に関す
人から

ことから、簡易水道事業

（賛成８名）

税取り決め」に基づき、

29

答

新体制後の農業委員会

例の全部改正

所得税法等の一部改正

引き続き、柏木順治さ

率でもかなり厳しい状況
と聞いている。

10

●町職員の給与に関する

10

25

問

答

問
答

防災センター起工式
27

及び子に係る扶養手当の

用地は矢田財産

11

88

78

のであり、今後は細部を

問

答
問
94

答
10

問
答

もので、農業委員会の委
員を現行の

14
以内に。今回新たに設置

27

第44号
平成29年３月１日発行

から水道事業への名称の

が、いろいろな補助事業
暇等に関する条例の一部

●町職員の勤務時間、休
改正

を探りながら水道経営に
支障のないように努力し

変更と併せて給水料金を
２ 割程度引き上げるもの

（賛成全員）
町営住宅の修繕

費５００万円の内訳は。
戸で

３００ 万円、軽微修繕

退居修繕

等に関する法律及び、育

戸で２００万円である。

地方公務員の育児休業

●町過疎地域自立促進計
児休業、介護休業等、育

ていく。
画の変更

です。
（賛成８名）
今 後５ 年 間 は 値

備事業の内容と、今後の

県営ため池等整

労働者の福祉に関する法

計画はどうなっているの

児または家族介護を行う

策区分３の「交通通信体

律の一部を改正する法律

本計画中、自立促進施

５ 年後には値上げを行う
系の整備、情報化及び地

入野地区の横垣
（賛成全員）

川見河池・中津佐井風呂

今後は、あと３池（千津

大池の堤体全部の改修で、

●一般会計補正予算（第

かる保育料の助成対象内

第３ 子以降にか

備する予定である。

の谷・松瀬庵の谷）を整

億４８７７万９千

容はどうか。

●国民健康保険事業特別

１億

万５千円とするも

のです。

人件費の調整と薬品購

会計補正予算（第３号）

２３７６万２千円を増

５３１万４千円、財政調

等の導入を行う農業者に

資を受けて、農業用機材

（第１号）

診療所特別会計補正予算

万７千円を追加し、

（第２号）

診療所特別会計補正予算

●国民健康保険事業寒川

（賛成全員）

入費を増額するものです。

億２８２６万４千円

額し、予算総額をそれぞ
れ

一般被保険者高額療養

とするものです。
に通園していないと対象

費の増額と直営診療施設

３人とも保育園
対策、二次補正予算に伴

にならなかったが、年齢

のです。

整基金への積立金９８９

対して、事業費の２分の

１１４万５千円を増額
１万１千円などの増額を

１を補助する事業である。 し、予算総額をそれぞれ

●国民健康保険事業川上

（賛成全員）

勘定繰出金を減額するも

い地籍調査費に１億８６

事業の内容は。

農業活性化対策

制限が撤廃された。
２４万９千円ほか、農地

路新設改良費に１億１７

５５万２千円、同じく道

主なものは、国の経済

円とするものです。

ぞれ

増額し、予算総額をそれ

５億１６１万６千円を

４号）

ものです。

本条例の一部を改正する

のか。
）地域間交流」

が公布されたことにより、 か。

上げはないのか。また、

40

行うものです。

農業用施設災害復旧費２

横垣大池

10

金融機関から融

24

問
答
問

域間交流の促進」に、事

年 か ら５ 年 間
業名「（
を追加、併せて事業内容

は、簡易水道の交付税と
して４千万円交付される
のです。

等の軽微な変更も行うも

ない。
名）

入野浄水場

しかし、その後は交付
（賛成

ので、５年間の値上げは

10

29

税が段階的にゼロになる

10

答
問
答

のです。

（賛成全員）

人件費の調整をするも

です。

１４万９千円とするもの

予算総額をそれぞれ６６

11

95

問
答

17

問
答
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●介護保険事業特別会計
７８１７万７千円とする

予算総額をそれぞれ２億

のです。
年度歳入歳出決

この議案については、

算の認定

●平成

（賛成全員）

人件費の調整をするも

ものです。

補正予算（第３号）
億

万４千円を追加し、

予算総額をそれぞれ
８９５９万２千円とする
ものです。
第７期介護保険事業計
画策定に係るアンケート
調査委託料を計上するも
９ 月議会で決算特別委員
会に付託されました。そ

のです。
（賛成全員）
の後、議会閉会中に委員

（賛成９名）

され認定しました。

本議会に審査報告が提出

会による審査が行われ、

この調査でアン

ケートの分析まで委託料
に入っているのか。
今回はアンケー

ト調査の発送と回収のみ
の委託料である。
●簡易水道事業特別会計
補正予算（第１号）

した町長、教育長、担当

した。真摯に対応されま

熱心な質疑応答がありま

会計、特別会計ともに、

をする手法で進め、一般

れることをお願いいたし

めるべく一層の努力をさ

改善され、行政効果を高

は、次年度以降で適正に

ています４項目について

審査意見として記述し

さて本町も本格的な地

委員会に付託され、町長、 将来にわたって継続的に

の発生した理由書を作成

ている項目から並べ、そ

１ ．大きな不用額の出

審査意見

課長はじめ、課員の皆さ
第３回定例会において

方分権時代にふさわしい

ます。
設置された、議長を除く

自主自立の町を目指し、

んに敬意を表します。

人による決算特別

経営していくため、民間

し、実績報告書に添付す

議員

理者、総務課長をはじめ、 的な経営理念、手法を導

べきである。
職員の出席を求め、慎重

直接業務を担当している

に立った行政を執行され

を行いながら、住民目線

て常に点検、評価、公表

ントなどの第三者機関を

事務所や経営コンサルタ

町への報告書は公認会計

２ ．指定管理者からの

教育長、公室長、会計管

各担当課の課長、副課長、 入し、行財政全般につい

なる審査を行いました。

ることを望みます。

日

議会費から農林水産費ま

に一般会計のうち歳出の

別会計の３つの特別会計

別会計、介護保険事業特

会計、後期高齢者医療特

国民健康保険事業特別

パンフレットをもっとわ

事業、補助、助成等）の

３ ．町単独事業（補助

月

日には商工

の決算認定に際しては反

審査は、去る

会

対の意見もありましたが、 かりやすく、前年度実績

費から歳入、そして

出決算」を認定すること

きである。

なり専決処分で対応すべ

ある。

入れ、チェックすべきで

計ある特別会計すべてに

表も作成すべきである。

月

ついて、延べ２日間にわ

起立による採決をとりま

４ ．予備費はあくまで

でを、

たり慎重なる審査を行い

した結果、起立多数によ

ました。
行い、委員からの質問に

に決定いたしました。

審査は、「款」ごとに
対し、担当する課が説明

り、「平成

予備費であり、補正予算

10

年度歳入歳

27

２２１９万９千円を追

辰雄委員長
堀
19
10

加し、予算総額をそれぞ
れ７億８８８５万７千円
とするものです。
人件費の調整と前年度
繰越金を基金に積み立て
るものです。
（賛成全員）
●下水道事業特別会計補
正予算（第２号）

11

10

27

12

32

問
万６千円を減額し、

27
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5

平成27年度歳入歳出
決算認定審査報告

