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◎開会の宣告 

○議長（板倉正勝君） ただいまから平成28年第１回長南町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時０６分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開議の宣告 

○議長（板倉正勝君） 本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程の報告 

○議長（板倉正勝君） 本日の日程はお手元に配付したとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（板倉正勝君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  今定例会の会議録書名議員は、会議規則第120条の規定によって、 

12番 和 田 和 夫 君 

14番 松 崎 剛 忠 君 

 を指名します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会期日程等の議会運営について 

○議長（板倉正勝君） 日程第２、会期日程等の議会運営について報告を求めます。 

  議会運営委員長、大倉正幸君。 

〔議会運営委員長 大倉正幸君登壇〕 

○議会運営委員長（大倉正幸君） おはようございます。 

  ご指名をいただきましたので、議会運営委員会の報告をいたします。 

  本委員会は、去る２月18日に委員会を開催し、平成28年第１回定例会の議会運営について協議、検討をいた

しました。 

  本定例会に付議される事件は、専決処分１件、計画の策定１件、条例の制定４件、条例の一部改正９件、道

路線の変更及び認定各１件、平成27年度の補正予算７件、平成28年度の各会計当初予算７件、諮問２件の計33

件が議題とされます。 

  一般質問は、６人の議員が行うことになっており、３月２日に６人全員を行うことといたしました。 

  当委員会としては、付議案件等の内容を慎重に審議した結果、会期は本日３月１日から３月11日までの11日

間とすることに決定いたしました。 

  なお、本定例会に提出されております平成28年度長南町一般会計予算については、その内容が複雑多岐にわ

たるため、特別委員会を設置し、これに付託して詳細に審査すべきであるという結論に達しました。 

  詳細な日程等につきましては、お手元に配付いたしました平成28年第１回長南町議会定例会日程概要のとお

りであります。 
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  以上、議会運営委員会の協議の概要を申し上げ、議会運営委員長の報告といたします。 

○議長（板倉正勝君） これで議会運営委員長の報告は終わりました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会期の決定 

○議長（板倉正勝君） 日程第３、会期決定の件を議題にします。 

  本定例会の会期は、さきの議会運営委員長の報告のとおり、本日３月１日から３月11日までの11日間とした

いと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 異議なしと認めます。 

  本定例会の会期は、本日３月１日から３月11日までの11日間と決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（板倉正勝君） 日程第４、諸般の報告をします。 

  本日、町長から承認１件、議案30件、諮問２件の送付があり、これを受理しましたので、報告します。なお、

受理した議案等についてはお手元に配付したとおりです。 

  次に、地方自治法第121条第１項の規定による説明員の出席を求めた者、地方自治法第235条の２第３項の規

定に基づき、監査委員から報告のありました平成27年11月分から平成28年１月分の例月出納検査結果、議長並

びに一部事務組合議会議員が出席した主な会議の結果については、お手元に配付の印刷物によりご了承をお願

いします。 

  これで諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎行政報告 

○議長（板倉正勝君） 日程第５、行政報告を行います。 

  町長、平野貞夫君。 

〔町長 平野貞夫君登壇〕 

○町長（平野貞夫君） 行政報告をいたします。 

  まず、学校法人タイケン学園の誘致に係る状況及び今後の進め方についてですが、小学校跡地活用に係る学

校法人タイケン学園の進出については、12月11日にお願いしました全員協議会にて町活性化のために前向きに

誘致を考えていきたいということともに、受け入れるための条件について、お話をさせていただきました。 

  その後、産学官協定書の締結について、話し合いを行ってまいりましたが、昨日、学校法人タイケン学園、

茂原長生広域圏創生株式会社及び長南町の３者により、協定の締結に至りました。これにより、ようやく話し

合いの場に着くことができますので、今後は、タイケン学園の経営方針、教育方針などの説明を受けながら、

誘致に向け協議を進めてまいりたいと考えております。 

  なお、協議内容につきましては、必要に応じて議会並びに町民の皆さんにご報告させていただき、ご意見を

いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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  次に、西部工業団地用地の状況及び本町への譲渡についてですけれども、西部工業団地用地については、昨

年の12月定例会の行政報告のとおり、当該用地の本町への無償譲渡がほぼ決定いたしました。現在、譲渡契約

に向けた各種事務手続を進めており、今月末に譲渡される見込みでございます。 

  譲渡される土地に関しましては、山内・水沼地区にまたがる未買収地を除く山林・原野等の446筆、約54ヘ

クタールの広大な土地であります。土地の登記に関しましては、筆数が多いため、企業庁解散後となります５

月末を目途に完了する予定であるとのことでございます。 

  以上、行政報告とさせていただきます。 

○議長（板倉正勝君） これで行政報告は終わりました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎施政方針 

○議長（板倉正勝君） 日程第６、施政方針を行います。 

  町長、平野貞夫君。 

〔町長 平野貞夫君登壇〕 

○町長（平野貞夫君） 本日、ここに平成28年第１回定例議会開会に当たり、平成28年度の予算案並びに議案に

ついてのご審議をお願いするに先立ちまして、所信の一端を申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解と

ご協力を賜りたいと存じます。 

  町長に就任してからの２年間、無我夢中で町政運営に邁進してまいりました。この間、議員各位並びに町民

の皆様からいただいた多くのご意見や町政運営に対するご理解とご協力に、心から感謝申し上げます。 

  昨年は、旧町村が合併し長南町が誕生して以来、60周年を迎え、さまざまなイベントでお祝いをしてまいり

ました。平成28年度は、長南町の地方版総合戦略による地方創生のスタートの年となります。本町の特徴を生

かし、自立的で持続的な町づくりを目指し、精いっぱい努力をしていく所存でございますので、議員各位並び

に町民の皆様には、一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  さて、我が国の経済状況は、アベノミクスの取り組みにより企業の経常利益、賃上げ率、有効求人倍率は高

水準となり、日本経済はデフレ脱却までもうひと息のところまで来ています。しかしながら、個人消費の改善

テンポはおくれ、足元の経済状況は一部弱さも見られることから、引き続き機動的な経済財政運営を行ってい

くことが求められています。 

  このような状況のもとで、政府は一億総活躍国民会議を設置し、昨年11月26日に、一億総活躍社会の実現に

向けて緊急に実施すべき対策を取りまとめました。この中で、特に緊急対応として位置づけられたのが地方創

生加速化交付金です。この交付金は、希望を生み出す強い経済を実現するため、また、子育て支援や安心につ

ながら社会保障も含め、新・３本の矢の取り組みに貢献するため創設されたものであり、１月に成立した平成

27年度国の補正予算で計上されております。 

  本町でもこの交付金を活用するため、渡邉辰五郎記念館事業と町特産品ＰＲ事業にかかる経費を盛り込んだ

補正予算を計上させていただくものでございます。 

  また、政府は一億総活躍社会の実現に向け、所得の少ない高齢者向けの給付金として、年金生活者等支援福

祉給付金も平成27年度国の補正予算に計上しました。この給付金につきましても、今回の補正予算に計上させ
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ていただくものです。 

  次に、平成28年度予算につきましては、個人町民税は人口の減少、高齢化等により年々減少し、法人町民税

においても法人税割額等の減により、町税の総額は、前年度に比較し減額となっております。依然として自主

財源の確保は厳しく、普通交付税につきましても、増収を見込んだものの、今なお厳しい状況となっておりま

す。 

  一方、平成27年度からの継続事業であります小中一貫校校舎整備事業や、昨年度に引き続き実施する地籍調

査、新規事業として防災行政無線デジタル化に伴う戸別受信機の更新、防犯灯のＬＥＤ化及び野見金公園整備

などの事業により、昨年度に引き続き予算総額は増加しております。 

  このような厳しい財政状況の中で、事業の実施に当たっては、各基金からの繰り入れ、あるいは過疎対策事

業債等の借り入れによる財源措置を行い、通常予算を編成いたしました。 

  初めに、「安心で魅力あるまちづくり」では、サニータウン米満の戸建て住宅用地を昨年11月に販売開始し

てから３カ月の間、13区画中５区画の販売となっております。引き続き、若者定住促進奨励金を効果的に活用

して、町の定住人口の増加と地域の活性化を図ってまいります。 

  町道につきましては、圏央道茂原長南インターへのアクセス道路として利根里線を継続的に整備してまいり

ます。 

  道路の維持管理につきましては、道路施設の安全点検を行い、効率的かつ経済的な修繕計画に基づき、行っ

てまいります。 

  地籍調査は、正確な地籍情報を次世代へ提供するため行っているもので、本年度は、中原、給田、小沢、豊

原の一部において、住民の理解と協力を得ながら実施してまいります。 

  公共交通に関しましては、スクールバスの導入にあわせて、巡回バス、高速バス及び予約制乗り合いタクシ

ーなど、町内全体のネットワークの再構築を中心に公共交通網形成計画を作成してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、「活気にあふれたまちづくり」では、本町の変革、新たなる挑戦、新生ちょうなんを新たなエンジン

で推進していくために、統合により閉校となる４小学校の跡地の有効活用が求められております。今後、学校

法人タイケン学園の誘致に向け、さまざまな角度から協議をしていくことになりますが、大胆にかつ慎重に進

めていきたいと考えております。 

  また、地方版総合戦略については、加速化交付金を活用するとともに、本年度移行は実行・実践の段階にな

りますので、ＰＤＣＡサイクルに基づき、積極的な事業施策の展開に努めてまいります。 

  農林業の振興につきましては、現在、国は、地域の活力創造プラン及び新たな食料・農業・農村基本計画に

基づき、強い農林水産業と美しく活力ある農山漁村を実現するための施策を展開していくとしております。こ

のため、今後は、農地中間管理機構を活用した担い手への集積・集約化を図り、農地の大規模化に向けた取り

組みや、新規就農者などの担い手の育成、確保が必要となってきています。 

  本町の主要作物である稲作につきましては、就農者の高齢化や後継者不足、ＴＰＰの協定締結による先行き

不安などから、離農を余儀なくされる農家がふえています。このようなことから、引き続き営農組織づくりを

推進するとともに、地域農業推進基金の活用や農地集積への助成を行ってまいります。 
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  また、近年増加している有害獣の被害につきましては、鳥獣被害対策実施隊を編成するなど、国・県の補助

制度を活用し、積極的に被害防止対策に努めてまいります。 

  多面的機能支払いにつきましては、各地区での共同作業が定着し、これによって、農地、農業用施設の保全

などさまざまな面での波及効果をもたらしております。このことから、引き続き導入地区の拡大、推進に努め

てまいります。 

  商工業の振興につきましては、健全で活気ある商店街づくり目指し、商工会を通じて金融指導や経営改善指

導を行い、資金融資に対する利子補給を行うなど、商工業の活性化に努めてまいります。 

  観光分野におきましては、年々眺望のよさから来園者が増加している野見金公園でゆっくりくつろいでいた

だけるよう、休憩施設とトイレの整備を進めてまいります。また、観光施設やゴルフ場との連携を強化すると

ともに、広域的な取り組みといたしまして、長生地域観光連盟や中房総観光推進ネットワーク協議会と連携し

た観光ＰＲ活動を積極的に行ってまいります。 

  次に、「豊かな自然と調和した快適なまちづくり」では、安全で安心な社会を築くため、町民に災害情報を

的確に伝えられるよう、防災行政無線のデジタル化を引き続き進めてまいります。既に各地区へ設置した子局

は完了しておりますので、各家庭用の戸別受信機を計画的に交換してまいります。 

  夜間の防犯対策では、町全域に1,400基余りの防犯灯を設置していますが、従来の蛍光管をＬＥＤ化に全面

切りかえを行い、照明の長寿命化と維持管理費の削減を図ってまいります。 

  地震災害から尊い生命を守るため、旧耐震基準で建築された戸建て住宅に対し、引き続き耐震診断の経費を

一部助成するとともに、耐震改修工事においても助成を実施してまいります。戸建て住宅の耐震化につきまし

ては、町民の認識が重要となりますので、広報やホームページを活用して啓発に努め、安全で災害に強い町づ

くりの推進に努めてまいります。 

  再生可能エネルギーの普及促進では、環境負荷を軽減するため、住宅用太陽光発電設備の設置に対し、費用

の一部を引き続き助成し、自然エネルギーの有効活用の促進を図ってまいります。 

  また、新規事業として、戸建て住宅における居住環境の向上及び住宅関連産業の活性化を図るため、町内業

者を利用して行う住宅リフォーム等の個人に対し助成を行ってまいります。 

  次に、「いきいきと元気に暮らせるまちづくり」では、保健センターを拠点として総合的な健康管理事業を

展開し、町民が健康で安心して暮らせる町づくりを推進してまいります。乳児健診、特定健診、各種がん検診

などの住民健診は、受診環境を整え、受診率の向上を図り、疾病の早期発見、早期治療に努めてまいります。 

  また、任意予防接種となっています高齢者の肺炎球菌、乳幼児のロタウィルス、Ｂ型肝炎、おたふく風邪に

ついては、引き続き公費負担とし、子供から高齢者までの健康増進に努めてまいります。 

  児童福祉につきましては、子ども・子育て支援事業計画をもとに、子育て世代の支援に努めてまいります。

昨年７月にオープンしました子育て交流館は、子育て世代の親子の交流の場として利用の促進を図ってまいり

ます。 

  放課後児童クラブについては、小学校の統合を機に、新たな場所への移転を検討してまいります。 

  少子化対策、多子世帯の経済支援につきましては、第３子の出産祝い金として30万円を支給しているところ

でありますけれども、保育料の軽減についても、さらなる優遇措置を講じてまいります。 
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  子ども医療費の助成事業では、対象を高校生まで拡大してまいります。 

  障害者福祉につきましては、障害者総合支援法に基づき、身近で必要なサービスを受けられるよう支援して

まいります。 

  高齢者福祉につきましては、高齢化率が37.7％に達し、今後もさらに上昇が見込まれます。疾病や傷害の早

期発見、早期治療、早期対処などの介護予防を推進し、健康寿命の延伸に努めてまいります。 

  介護保険につきましては、安定的な保険運営に努め、要介護状態となってもできる限り住みなれた地域で生

活が続けられ、また、地域の施設で介護が受けられるよう、各種のサービス内容の充実、あるいは地域で支え

る仕組みづくりに取り組んでまいります。 

  包括支援センターでは、高齢者がいつまでも自立した生活が送れるように、介護予防に一層注力してまいり

ます。 

  町社会福祉協議会では、高齢者の生きがい対策として和気あいあい事業、地域に根づく健康と活力あるいき

いきサロンなど、さらには地域福祉、児童福祉と多くの福祉事業を展開していますが、町としてもこれらの活

動に対して支援をしてまいります。 

  国民健康保険事業につきましては、国保財政の安定的な運営を図るとともに、被保険者が良質な医療の提供

を受け、地域において健康で暮らせるよう、今後とも円滑な事業運営に努めてまいります。 

  後期高齢者医療制度につきましては、平成20年度からスタートし、８年経過いたしましたが、引き続き、高

齢者の健康維持のため、人間ドック等各種事業を実施してまいります。 

  次に、「人と文化が輝く人間性豊かなまちづくり」では、学校教育につきましては、平成29年４月の統合校

の開校まで１年余りとなりましたが、小中一貫型の教育の実施に向け、校舎建築、カリキュラム等の準備を最

優先課題として詰めてまいります。また、スクールバスの運行をはじめ、統合校の教育開始について、年度内

早々に保護者説明会を実施し、万全を期してまいりたいと思っております。 

  28年度は、新しい学校での学習がスムーズに楽しく開始できるように、学校間の連携をさらに密にしてまい

ります。 

  また、海外交流事業やＡＬＴ、ＩＣＴの活用により国際化、情報化に対する教育を進め、さらに「キラリ輝

く長南っ子事業」も引き続き実施し、個性が見える学校づくり、特色ある長南町の教育を推進してまいります。 

  社会教育については、人生80年代に対応した、幼児から高齢者まで年齢や内容に偏らない各種教室や講座を

開催し、より充実した質の高い学習機会の確保に努めてまいります。 

  青少年の健全育成では、自ら考え、主体的に判断し、行動できるよう、青少年育成団体、学校、家庭との連

携強化を図り、各種体験事業を進めてまいります。 

  伝統文化の継承と振興では、町内に所在する歴史遺産、伝統文化の保護に努めるとともに、生涯学習や観光

など、さまざまな分野での活用を図ってまいります。 

  県下有数の重要史跡であります油殿古墳群については、環境整備を行い、史跡公園化を図ってまいります。 

  社会体育につきましては、体育協会やスポーツ推進委員と連携して、各種スポーツ大会や教室を開催し、生

涯スポーツの普及、推進に取り組んでまいります。 

  次に、「共に助け合う、ふれあいのあるまちづくり」では、行財政改革の推進につきましては、社会情勢や
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町の現状に見合った計画として新たに策定した、平成28年度を初年度とする第５次行財政改革実施計画を推進

してまいります。 

  以上、平成28年度を迎えるに当たり、町政に関する私の姿勢を述べさせていただきました。 

  何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで施政方針は終わりました。 

  暫時休憩します。再開は９時50分を予定しております。 

（午前 ９時３５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 ９時５１分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎承認第１号～諮問第２号の上程、説明 

○議長（板倉正勝君） 日程第７、承認第１号 専決処分の承認を求めることについてから日程第39、諮問第２

号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてまでを一括議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

〔町長 平野貞夫君登壇〕 

○町長（平野貞夫君） 承認第１号から諮問第２号までの議案につきましてご説明申し上げます。 

  初めに、承認第１号 専決処分の承認を求めることについてでございますが、本案は、長南町税条例等の一

部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、平成27年12月16日決定の税制改革大綱により、マイ

ナンバー関係でさらに修正があったため、急施を要するものと認め、平成27年12月28日に専決処分をしたもの

でございます。 

  次に、議案第１号 長南町過疎地域自立促進計画を定めることについてでございますが、本案は、過疎地域

自立促進特別措置法第６条第１項の規定により、社会的インフラ整備機能及び生活環境などが他の地域と比較

して低下しないよう、また、地域の自立促進を図るため、平成28年度から平成32年度までの５年間延長となる

長南町過疎地域自立促進計画について、協議をお願いするものでございます。 

  次に、議案第２号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついてでございますが、本案は、地方公務員法が改正されたことに伴い、関係する条例について、所要の改正

をしようとするものでございます。 

  次に、議案第３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、及び議案第

４号 長南町行政不服審査法施行条例の制定について、並びに議案第13号 固定資産評価審査委員会条例の一

部を改正する条例の制定については、関連がございますので、一括してご説明いたします。３案は、行政福祉

審査関連三法が約50年ぶりに改正されたことも伴い、新規条例の制定及び各条例の所要の改正をしようとする

ものでございます。 

  次に、議案第５号 長南町議会の議決に付すべき事件に関する条例の制定についてでございますが、本案は、
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地方自治法の改正に伴い、基本構想の法的な策定義務が撤廃され、市町村は自主的な判断により、議会の議決

を経て基本構想を策定することができることとなったため、既存条例の全部改正をしようとするものでござい

ます。 

  次に、議案第６号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、及び議案第９号 長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

並びに議案第10号 長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、関連

がございますので、一括してご説明いたします。３案は、国・県の給与改定に準拠し、議会議員及び特別職並

びに一般職の給与条例の一部を改正しようとするものでございます。 

  次に、議案第７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてでございますが、本案は、行政不服審査法に基づく審査会の設置及び鳥獣被害対策実施隊の編成

に伴い改正しようとするものでございます。 

  次に、議案第８号 実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本案は、

農業委員会等に関する法律が改正されたことに伴い、条項ずれが生じたことによる所要の改正をしようとする

ものでございます。 

  次に、議案第11号 長南町税条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本案は、国税の徴

収猶予制度の改正されたことに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。 

  次に、議案第12号 長南町過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例の制定についてでござい

ますが、本案は、過疎地域自立促進特別措置法の失効期限が５年間延長されたため、条例中の失効期限を同様

に改正しようとするものでございます。 

  次に、議案第14号 長南町保育料条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本案は、本年

４月１日から多子世帯及びひとり親世帯等に対して行われる国の軽減措置に対応するため、所要の改正をしよ

うとするものでございます。 

  次に、議案第15号 長南町道路線の変更についてでございますが、本案は、圏央道建設及び町工事に伴い、

起終点の位置及び延長が変更となりました路線につきまして、変更しようとするものでございます。 

  次に、議案第16号 長南町道路線の認定についてでございますが、本案も圏央道建設及び町工事に伴い、道

路として構築されました路線につきまして、新規に認定をしようとするものでございます。 

  次に、議案第17号から議案23号までは、平成27年度の各会計に係る補正予算に関するものでございます。 

  議案第17号 平成27年度一般会計補正予算（第６号）につきましては、歳入歳出それぞれに9,611万3,000円

を追加し、予算の総額を46億331万6,000円にしようとするものでございます。 

  事務事業の執行に係る精算と人件費の減額、また、国の補正予算に伴う地方創生事業費と年金生活者等支援

臨時福祉給付金事業費及び財政調整基金積立金の追加をお願いするものでございます。 

  次に、議案第18号 平成27年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）についてでございますが、

本補正は、決算を見込む中、各項目を精査し、所要の補正をするもので、歳入歳出それぞれに9,926万6,000円

を追加し、予算の総額を14億4,369万9,000にしようとするものでございます。 

  次に、議案第19号 平成27年度長南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてでございますが、
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本補正は、過年度保険料の還付に伴う償還金利子及び割引料の追加のほか、所要の補正をするもので、歳入歳

出それぞれに６万8,000円を追加し、予算の総額を9,346万8,000円にしようとするものでございます。 

  次に、議案第20号 平成27年度長南町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてですが、本補正は、介

護給付費の決算を見込む中、所要の補正をするもので、歳入歳出それぞれ1,468万円を減額し、予算の総額を

10億4,800万円にしようとするものでございます。 

  次に、議案第21号 平成27年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第２号）についてでございますが、

本補正は、歳入歳出それぞれに294万6,000円を追加し、予算の総額を5,686万8,000円にしようとするものでご

ざいます。 

  次に、議案第22号 平成27年度長南町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてでございます

が、本補正は、歳入歳出予算それぞれ736万5,000円を減額し、予算の総額を２億2,023万5,000円にしようとす

るものでございます。 

  次に、議案第23号 平成27年度長南町ガス事業会計補正予算（第１号）についてでございますが、本補正は、

決算を見込む中、所要の補正をしようとするものでございます。 

  次に、議案第24号から議案第30号までは、平成28年度の各会計に係る予算に関するものでございます。 

  議案第24号 平成28年度長南町一般会計予算につきましては、平成27年度からの継続事業であります、小中

一貫校校舎整備事業や地籍調査を実施するとともに、新規事業では、防災行政無線デジタル化に伴う戸別受信

機の更新、防犯灯のＬＥＤ化及び野見金公園整備などの事業を進めてまいります。 

  昨年度に引き続き厳しい財政状況の中ではございますが、各基金からの繰り入れ、あるいは過疎対策事業債

等の借り入れにより予算編成をさせていただきました。これにより、予算の総額を、前年度に比較し8.0％、

３億4,800万円増の47億500万円とするものでございます。 

  次に、議案第25号 平成28年度長南町国民健康保険特別会計予算についてでございますが、本予算は、医療

費の増加に加え、経済情勢の低迷によりその財政は極めて厳しい状況ではありますが、予算の総額を前年度比

1.1％、1,520万円減の13億2,730万円とするものでございます。 

  次に、議案第26号 平成28年度長南町後期高齢者医療特別会計予算についてでございますが、本予算は、平

成28年度からの保険料の改定に伴い、予算の総額を前年度比8.9％、830万円の増の１億170万円とするもので

ございます。 

  次に、議案第27号 平成28年度長南町介護保険特別会計予算についてでございますが、本予算は、利用者・

認定者とも緩やかな増加を見込む中で、予算の総額を前年度比1.2％増の10億5,600万円とするものでございま

す。 

  次に、議案第28号 平成28年度長南町笠森霊園事業特別会計予算についてでございますが、本予算は、イノ

シシの被害防止のための防護柵設置工事の実施に伴い、予算の総額を前年度比15.3％、810万円増の6,100万円

とするものでございます。 

  次に、議案第29号 平成28年度長南町農業集落排水事業特別会計予算についてでございますが、本予算は、

米満住宅跡地の排水管新設工事の完了に伴い、前年度比6.9％減の２億1,180万円とするものでございます。 

  次に、議案第30号 平成28年度長南町ガス事業会計予算についてでございますが、ガス販売量は、前年度よ
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り0.7％減の869万5,000立方メートルを見込んでおります。 

  収益的収入では前年度と比較し1.7％の減、収益的支出では1.8％の減となり、年度末純利益は、163万2,000

円を見込んでおります。 

  資本的収支では、前年度に引き続き白ガス管入れ替え工事を推進してまいります。 

  次に、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてでございますが、本諮問は、

現委員の市原尚子氏の任期が本年６月30日をもって満了となることから、同氏を引き続き人権擁護委員に推薦

いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 

  次に、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてでございますが、本諮問は、

現委員の手嶋知絵子氏の任期が本年９月30日をもって満了となることから、同氏を引き続き人権擁護委員に推

薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 

  以上が今定例会に提案しております33案件の概要でございます。 

  詳細につきましては、それぞれ担当課長より説明させますので、よろしくご審議を賜りご可決くださいます

ようお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで提案理由の説明は終わりました。 

  承認第１号の内容の説明を求めます。 

  税務住民課長、唐鎌幸雄君。 

〔税務住民課長 唐鎌幸雄君登壇〕 

○税務住民課長（唐鎌幸雄君） それでは、承認第１号 専決処分の承認を求めることにつきまして、内容の説

明をさせていただきます。 

  議案書の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

  承認第１号 専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し承認を求める。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  新旧対照表は、参考資料の２ページになります。あわせてごらんください。 

  それでは、参考資料の１ページに概要をまとめてありますので、それによりまして説明をさせていただきま

す。 

  長南町税条例等の一部を改正する条例の一部改正につきましては、昨年の12月議会においてご可決をいただ

いたところではございますが、さらに12月16日決定の平成28年度与党税制改革大綱におきまして、一部の手続

における個人番号の利用の取り扱いを見直す方針が示され、施行日が平成28年１月１日であったため、12月28

日に専決処分を行い、公布をさせていただいたものでございます。 

  内容につきましては、給与、年金所得者の一定の場合の扶養親族申告書、退職所得申告書及び町民税、特別

土地保有税の減免の際の申告書の提出の際に個人番号記載の義務の規定を削除しようとするものでございます。 

  この理由につきましては、既に個人番号の記載された書類が提出されていると思われるため、記載義務を削

除しようとするものでございます。 
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  なお、たび重なる税条例の改正であり、大変わかりにくい状況となっておりますが、平成26年３月末から28

年１月１日の施行までの間の経過につきましては、参考資料３ページにまとめさせていただきましたので、後

ほどごらんいただきたいと存じます。 

  以上、大変雑駁な説明でございましたが、承認第１号 専決処分の承認を求めることにつきまして、内容の

説明を終わらせていただきます。 

  ご審議いただきまして、ご承認くださいますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで承認第１号の内容の説明は終わりました。 

  議案第１号の内容の説明を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

〔企画政策課長 田中英司君登壇〕 

○企画政策課長（田中英司君） それでは、議案第１号 長南町過疎地域自立促進計画を定めることについて、

内容の説明をさせていただきます。 

  恐れ入りますが、議案書４ページをお開きください。 

  議案第１号 長南町過疎地域自立促進計画を定めることについて。 

  過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第６条第１項の規定により、本町における過疎地域の

自立促進を図るため、長南町過疎地域自立促進計画を別冊のとおり定めるものとする。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  別冊の長南町過疎地域自立促進計画をごらんいただきたいと思います。 

  冒頭に、過疎法の背景につきまして、ご説明させていただきたいと思います。 

  当町は、平成22年の法改正により、平成22年４月に過疎地域に指定され、以降、平成22年度から平成27年度

までの６年間、最初の長南町過疎地域自立促進計画を策定いたしました。この６年間にさまざまな町の施策事

業を過疎法のメリットによる過疎対策事業債、いわゆる過疎債や補助金の活用といった財政上の特例措置を十

分に生かしながら、有効的に利用し、今日に至っております。 

  その間、平成23年３月に発生した東日本大震災の震災の影響を踏まえ、平成24年に過疎地域自立促進特別措

置法の一部を改正する法律が施行されたことにより、過疎法の失効期限がさらに平成33年３月31日までの５年

間延長され、そのまま当町においても過疎地域の指定が引き続き継続されることになりました。 

  こうした経緯を踏まえ、町づくりにおける地域の実情に応じ、地域の個性、強みを生かした創意工夫を積極

的に実施し、総合的かつ計画的な自立促進に向けた施策事業を、地方創生総合戦略に呼応した形で積極的に推

進していく必要があります。 

  また、平成28年度以降、過疎対策事業による各種財政措置を受けるために、今年度中に方針、計画書となる

町の過疎地域自立促進計画を策定する必要があります。この過疎計画は、過疎法に基づき、人口の著しい減少

に伴い、地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境がほかの地域に比較して低くならないよう、

地域の自立促進を図ることにより、住民の福祉向上、雇用の拡大、地域格差を是正し、美しく風格のある国土

の形成を目的として定められる計画であります。 

  計画書は、過疎法第６条第４項の規定に基づき、千葉県との協議、過疎法第６条第１項に基づく町議会の議
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決を経て決定されていく事務フロー形式となっております。 

  また、この計画書は、町の諮問機関であるまちづくり委員会に諮問し、先月１月22日に答申書をもらい、過

疎計画の内容の承認を現在いただいているところでございます。 

  また、千葉県との協議については、この１年、協議を続け、先月に協議を終了し、２月３日付で県との協議

は完了しております。 

  次に、本町における過疎地域に至った経緯でございますが、まず人口要件として、本町の人口は昭和35年か

ら平成17年までの45年間で30.4％減少しております。そのときの高齢者の比率が30.3％となっております。 

  また、財政力要件として、平成18年度から平成20年度までの３カ年の平均財政力指数が0.56となっておりま

した。このことから、過疎法第２条の指定要件となる本町の45年間の人口減少率28％以上で、高齢者の比率が

29％以上、かつ３カ年の平均財政力指数が0.56以下となるそれぞれの２つの要件を満たしたため、過疎地域の

指定を受けることになりました。 

  続きまして、計画の内容の全般につきまして、自立促進に向けて過疎法の定める事項に係る計画、事業内容

などをここに定めております。 

  過疎地域における自立促進という形になりますが、計画の事業内容は、全てを通して社会的インフラ整備機

能及び生活環境など、他地域に比較して低下しないよう、地域の自立促進を図る観点から、事業全体という形

でご理解いただきたいと存じます。 

  この事業内容ですが、本町全体の均衡ある発展を図るべく実施すべき事業、要は町全体の計画を通して過疎

からの自立促進を図るという、おおむね全ての事業を網羅するような形にでき上がっております。よろしくご

理解をいただければと存じます。 

  それでは、１ページをごらんいただきたいと思います。 

  過疎計画を組み立てていく中で、目次にございますよう、１の基本的な事項の柱から、それぞれの事業分野

ごとの２の産業の振興に関する事項の柱から、10のその他の地域の自立促進に関し必要な事項まで、10本の柱

で構成立てがなってございます。過疎法によりまして、この計画書の配分、記述形式については、このような

形で策定するよう決められてございます。 

  それでは、１ページ目の１の基本的事項から、平成22年に制定いたしました当初の過疎計画と対比いたしま

して主要な変更点、新規追加及び大幅な変更、削除などのご説明という形でご理解いただきたいと思います。 

  （１）長南町の概況、（２）人口及び産業の推移と動向、（３）長南町の行財政の状況につきましては、平

成22年から平成27年のこの６年間の推移により、状況の変動を一部修正・追加で、主に数値変動を中心に記載

表現を修正してございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  なお、２ページから８ページまでの人口推移表、産業別人口の動向表、市町村の財政状況及び主要公共施設

等の整備状況表につきましては、平成22年度の国勢調査の結果数値及び直近年度までの数値状況の表を追加し

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、９ページをごらんいただきたいと思います。 

  （４）地域の自立促進の基本方針については、町の基本構想の施策の基本方針と内容的に一致しております。

この２つの計画は、基本構想が10カ年計画、今度の過疎計画が５カ年という形になりますが、同じ町の計画と
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密接な関係がございますので、この部分は共通している部分となります。 

  過疎計画では、表現として、事業展開に当たっては個々の事業が孤立することなく、事業と事業が連携し、

また刺激し合う仕組みを構築し、全体をもって過疎からの脱却を図るとして表現をさせていただいております。 

  ６本の柱として、基本構想と同様にアの安心で魅力のあるまちとしての基盤分野、イの活気にあふれたまち

としての産業雇用分野、ウの豊かな自然と調和した快適なまちとしての生活環境分野、エのいきいきと元気に

暮らせるまちとして、保健福祉分野、オの人と文化が輝く人間性豊かなまちとして、教育、体育、文化の分野、

カの共に助け合うふれあいのあるまちとして、行政、協働の分野を記載させていただいております。 

  （５）の計画期間は、平成28年４月１日から平成33年３月31日までの５年間とするものでございます。 

  今回は、平成22年度の規定から最初の更新という形になりますので、平成28年度から平成32年度までの５年

間となります。従いまして、この過疎計画が決定いたしますと、新年度から引き続きこの過疎計画における財

政支援などが受けられるような形となりますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、10ページをごらんいただきたいと思います。 

  ２の産業の振興に関する事項をお願いします。 

  （１）現状と問題点の中で、近年増加している有害鳥獣被害から町内の農地、農産物を守る必要がある、そ

れとあわせて営農組織を支える新規営農等の確保、育成を図っていくことが重要であるという表現を追加させ

ていただいております。 

  14ページ目をごらんいただきたいと思います。 

  上段から４行追加させていただいております。有害鳥獣による農作物被害を防止するため、防除と捕獲を両

輪とした対策を積極的に推進し、農家の営農意欲の向上を図るものとする。次に、高齢化や後継者不足は、深

刻な問題になっているため、新規就農者に給付金を給付するものでございます。 

  15ページ及び16ページの事業計画表の中では、個別事業として農林業の経営基盤整備として、利根里地区の

土地改良関連の排水路整備事業を入れてございます。また、農林業の近代化施設として全農家参加型営農組合

による関連する近代化施設、機械化整備事業を入れてございます。観光またはレクリエーション部門として、

特産品販路拡大事業、六次産業推進事業、有害鳥獣被害対策事業、青年就農給付金事業などを挙げてございま

す。 

  17ページ目をごらんいただきたいと思います。 

  ３の交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進に関する事項をお願いします。 

  アの交通対策の文面の中に、平成16年から巡回バスの運行を開始した。平成24年に地域公共交通機関総合計

画を策定して、巡回バスの運行ルート等の見直しを図り、予約制乗り合いタクシー、デマンド運行を開始した。

巡回バス及び予約乗り合いタクシーの利用状況を見ながら、民間バス等を含めた利便性向上を目的とする公共

交通体系の一部廃止などを踏まえ、見直しが求められているとする４行分の修正を加えてございます。 

  次に、18ページ目をごらんいただきたいと思います。 

  （２）その対策としての箇所ですが、新たに、橋梁については、道路ストック点検の結果に基づき、計画的

に修繕するを追加し、同ページ下段の下から２行目の部分として、交流人口を増加させるため、地域交流の拠

点として複合施設の建設をするとして一部修正をしてございます。 



－17－ 

  19ページから21ページの事業計画表の中では、まず町道整備として、道路改良事業10路線、道路舗装事業11

路線、橋梁整備事業５橋、その他として排水整備事業、交通安全整備事業を入れさせていただいております。 

  電気、通信施設等情報化のための施設として、防災行政無線デジタル化事業に係る戸別受信機のアナログ形

式からデジタル方式への更新、地デジ放送受信対策無線共聴施設管理事業。地域間の交流としまして、郷土の

偉人記念館整備事業、大学連携交流事業。ソフト事業として、新公共交通システム運行事業、ウエブサイトリ

ニューアル事業、町の魅力発信事業を挙げているところでございます。 

  次に、22ページをごらんいただきたいと思います。 

  ４の生活環境の整備に関する事項をお願いします。 

  （１）現況と問題点でございます。 

  イの下水道施設の箇所ですが、大幅に軌道修正してございます。昨年９月の全員協議会で、建設環境課のほ

うでご説明いたしましたが、千葉県の全県域汚水適正処理構想の見直しにあわせ、長南の中心市街地の現況を

十分勘案する中で、イとして、下水道施設の中で、平成22年度に県が策定する全県域汚水適正処理構想の見直

しに伴い、長南町は、市街地において、公共下水道事業については個別処理による合併処理浄化槽での汚水処

理を推進していく方針であるという内容で変更し、新規に追加してございます。 

  次に、24ページをごらんいただきたいと思います。 

  （２）その対策として、エの消防・防災の箇所ですが、新たに４行を追加してございます。情報を迅速かつ

的確に伝達するための施設整備や避難所の整備、非常用食料の備蓄の推進を図る。次に、防災意識の高揚、災

害対応力の強化を図るため、自主防災組織を育成し、関係機関と防災訓練を行っていくとするものでございま

す。 

  24ページから25ページの事業計画表の中では、公共下水道整備事業（長南地区）の事業内容を割愛し、引き

続き、上下水道施設、廃棄物処理施設、消防施設など、生活関連施設の適正な維持管理に努める事業並びに自

主防災組織の育成事業などを挙げさせていただいております。 

  次に、26ページをごらんいただきたいと思います。 

  ５の高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項をお願いします。 

  （１）の現況と問題点のイの児童福祉の箇所ですが、２行目、後半から修正してございます。平成27年度か

ら第３子以降の支給額を30万円に拡充したとして追加してございます。 

  続きまして、28ページ目をお願いいたします。 

  事業計画表の中では、ソフト事業として、新たに子育て交流館事業を追加し、長寿祝金事業、緊急通報装置

貸与事業、保育事業など、子供から高齢者までが安心して町で暮らせる事業を挙げさせていただいております。 

  次に、29ページ、30ページをごらんいただきたいと思います。 

  ６の医師の確保に関する事項をお願いします。 

  事業計画表の中では、引き続き診療施設として、長生病院への事業会計負担、ソフト事業として、がん検診、

乳幼児健診など各種健診事業、あと子宮頸がんワクチン、高齢者インフルエンザなどの疾病予防対策事業、子

ども医療費助成事業などの医療費助成事業並びに健康増進計画の策定及び産科医確保対策事業を新たにここで

挙げております。 
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  次に、31ページから34ページをごらんいただきたいと思います。 

  ７の教育の振興に関する事項をお願いします。 

  事業計画表の中で、学校教育関連施設として、空調施設整備、統合小学校建設事業、校舎建設事業、及びス

クールバス運行事業、その他学校跡地等利用活用事業、各校教育団体等誘致事業を挙げております。 

  集会施設体育施設等として、中央公民館維持管理、ふれあい交流センター新築事業を挙げています。 

  体育施設として、社会体育施設の維持管理、施設管理事業、ソフト事業については、集会施設整備事業負担

金、学習支援指導員の配置、きらり輝く長南っ子事業、海外交流研修事業など、その他、体育、文化面を振興

させるための各種事業をここで挙げさせていただいております。 

  次に、35ページをごらんいただきたいと思います。 

  ８の地域文化の振興等に関する事項をお願いします。 

  事業計画表の中で、ソフト事業として、資料館の運営管理と文化財の保護事業、古墳及び郷土の偉人に関連

する史跡環境整備事業を挙げさせていただいております。 

  次に、36ページをごらんいただきたいと思います。 

  ９の集落の整備に関する事項をお願いします。 

  その対策として、子育て世代が安心して生活できる住宅環境の確保を支援するため、住宅取得に対し奨励金

を交付することと、地域防犯体制のさらなる向上と消防団の効果・効率的な体制づくりのために再編の検討と

新規加入団員の確保を図っていくことを新たに追加しております。 

  事業計画表の中では、ソフト事業として、空き家情報バンクの利用促進事業、その他として、小規模宅地開

発事業、町有地販売促進事業、住宅取得奨励金事業の３つを挙げさせていただいております。 

  次に、37ページから39ページをごらんいただきたいと思います。 

  最後の柱の項目となりますが、10のその他地域の自立促進に関し必要な事項をお願いします。 

  現状と問題点として、37ページの中ごろにあるウ、地籍調査として、こうした現状を解消するため、地籍調

査を、国土調査法に基づき、町内を20工区に分割して、平成46年度までを目標に実施していくものとするを新

たに追加してございます。 

  事業計画表の中では、役場の庁舎新規建設事業、防犯ＬＥＤ照明導入促進事業、住宅リフォーム助成事業な

どをここに記載してございます。 

  以上、大変雑駁な説明でございますが、議案第１号 長南町過疎地域自立促進計画を定めることについての

内容となります。 

  よろしくご審議を賜りまして、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで議案第１号の内容の説明は終わりました。 

  議案第２号から議案第４号までの内容の説明を求めます。 

  総務課長、田邉功一君。 

〔総務課長 田邉功一君登壇〕 

○総務課長（田邉功一君） 続きまして、議案第２号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例についての内容説明をさせていただきます。 
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  議案書の５ページをお開きいただき、参考資料では４ページに当たります。 

  議案書をごらんいただきまして、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例を次のように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  参考資料で申し上げますと、４ページの中段ですね、初めに１の改正の趣旨にありますように、地方公務員

法が改正されまして、第24条に当たりますが、給与、勤務時間、その他の勤務条件の基本基準、これが見直し

されまして、第１項で、職員の給与は、その職務と責任に応じるものでなければならない。第２項のほうで、

前項の規定の趣旨は、できるだけ速やかに達成されなければならないとされていましたけれども、この第２項

が削除されたことに伴いまして、議案書の６ページをお願いいたします。 

  第１条の長南町職員の旅費に関する条例の一部改正では、第１条中第24条第６項を第24条第５項に、第２条

でも職員の勤務時間、休暇等に関する条例で、第１条中第24条第６項を第24条第５項にそれぞれ改めさせてい

ただくものでございます。 

  附則といたしまして、平成28年４月１日より施行させていただくものでございます。 

  次に、議案第３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての内容説明を

させていただきます。 

  議案書の７ページを、また参考資料では６ページに当たります。 

  議案書で、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  恐れ入りますが、参考資料をもとに説明させていただきますので、６ページをごらんください。 

  行政不服審査制度と一口に言いますと、行政庁が行政処分したものに関し、国民がその見直しを求め、行政

庁に対し不服申し立てする手続となります。 

  １の改正趣旨にありますように、平成26年６月に行政不服審査法関連３法が約50年ぶりに改正をされまして、

審理員による審理手続の導入、行政不服審査会への諮問手続の導入、これによりまして、この後議案で説明さ

せていただきますが、長南町行政不服審査会施行条例の制定になります。そのほかには、審査請求期間を60日

から３カ月に延長、不服申し立て手続において、異議申し立てを審査請求に一元化等の改正がされました。 

  それでは、手続の流れを申し上げますので、資料の７ページをお願いいたします。 

  一つの例、町税を例にとって申し上げますと、まず左側の表が現行制度でございまして、右側が改正後にな

りますが、まず、左上の表で審査請求人（住民）とありますが、住民の方が税金が課税され、この課税処分に

不服があるとした場合は、下の表のマルＡの破線の枠内を見ていただくと、処分の下に不服申し立て期間60日

以内に、処分庁、この場合、町税ですので、上級行政庁がない場合に該当し、町長になります。ここに異議申

し立てができるとされていましたが、これが、右下のＢの枠内になりますけれども、処分の下の不服申し立て

期間が３カ月以内となり、これが審査請求ということに一元化され、町長に審査請求することになります。 

  そして、左上の現行制度ですね。これのほうをまたごらんいただき、マルＡの矢印先の審理に当たっては、

この破線の枠内の一番上、審査庁、ここではイコール処分庁になります。処分庁では、異議申し立てがあった

際は、審査を行うものについて、規定なしとして、実質所管する税務住民課で審理を行い、処分庁は、審査請
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求人に決定通知書を通知します。それでも不服がある場合は、裁判所に訴えることになります。 

  改正では、右側のほうの上段の破線の枠内に当たりますが、審査請求人はマルＢの矢印の審理員に送付する

ようになります。条例で特定の審理員を指名しなくてもよい規定を設けまして、税務住民課以外の許認可権限

のない課長等が審理をするようになるわけでございますが、審査請求録の写しを処分庁に送付するとか、また

は処分庁のほうから弁明の書の提出を求めたり、それを審査請求人に提出等の審理手続を行い、行政庁は、審

理員から意見書の提出を受けたときは、この改正後の下に書いてありますように、行政不服審査会に諮問をし、

答申を受け、決定書を審査請求人に送付するようになります。 

  なお、この行政不服審査会は、この後、議案第４号でお願いすることになりますけれども、それでも不服が

ある場合は、裁判所に訴えることになります。 

  以上が審査請求の流れになりまして、議案書の８ページをお願いいたします。 

  第１条の町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正では、異議申し立てを審査請求に、ま

た、60日以内を３カ月以内に改正をするものでございます。 

  第２条の長南町行政手続条例の一部改正では、異議申し立ての削除などとなります。 

  中段の第３条の長南町情報公開条例では、不服申し立てを審査請求に、また、第20条の審査会への諮問で、

第２項において不服審査法第９条第１項の規定を適応除外いたしまして、先ほども申し上げましたように審理

員を指名しなくてもよい規定を設けたものでございます。 

  ９ページの第21条の諮問通知から第22条の審理請求手続、次の10ページの第27条の提出資料の写しの送付等

は、従来とほぼ同様でございます。 

  10ページの下の８行目でございます。 

  第４条の長南町個人情報保護条例の一部改正でも、不服申し立てを審査請求のほか、ただいま情報公開条例

と同様に審理員を指名しない規定などとさせていただくものでございます。 

  12ページの３行目をお願いいたします。 

  第５条の長南町人事行政の運営等の状況の公開に関する状況の一部改正でも、不服申し立てを審査請求に改

正させていただくものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は行政不服審査法の施行の日、平成28年４月１日から施行させていただくも

のでございまして、ほかに経過措置を規定させていただいたものでございます。 

  次に、議案第４号 長南町行政不服審査法施行条例の制定についての内容説明をさせていただきます。 

  ただいま行政不服審査法の概要及び手続の流れにつきまして説明させていただきましたので、概要等は省略

させていただきます。 

  議案書の13ページをお願いいたします。 

  長南町行政不服審査法施行条例を次のように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  まず、条例の制定に当たっては、行政不服審査法の規定内容に沿って、各条項を定めておりまして、14ペー

ジをお願いいたします。 

  この中で、第３条において委員を５人以内とさせていただき、第４条では委員の任期を３年と定め、次のペ
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ージの第７条で会長等を定めさせていただくものでございます。 

  次に、第９条で手数料を規定させていただきます。これは審査請求等が町から資料等を請求する際になりま

すが、17ページをお願いいたします。 

  手数料としてコピー代金程度を徴収させていただくものでございまして、例えば白黒でＡ４サイズまで、１

枚当たり10円となります。以下、この表のとおりでございます。 

  なお、この別表１と次のページの19ページになりますけれども、別表２の手数料は同額でございますが、別

表１については審理員に対する請求、別表２については審査会に対する請求ということで区分したところでご

ざいます。 

  15ページにまた返っていただきたいと思います。 

  第11条におきまして減免規定を設けまして、経済的困難により手数料を支払うことができない方は2,000円

を限度として減免、または免除できるものでございます。 

  次のページになります。第13条ですが、第13条は委任規定を設けまして、審査会の運営、その他必要事項は

会長が審査会に諮るというものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は法の施行の日、平成28年４月１日とさせていただくもので、第２項で準備

行為として、委員の委嘱については準備ができるというものでございます。 

  以上、議案第２号から第４号までの説明とさせていただきます。 

  大変雑駁な説明でございますが、ご審議を賜り、ご可決くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第２号から議案第４号までの説明は終わりました。 

  ここで暫時休憩といたします。再開につきましては11時５分を予定しております。 

（午前１０時５１分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 議案第５号の内容の説明を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

〔企画政策課長 田中英司君登壇〕 

○企画政策課長（田中英司君） それでは、議案第５号 長南町議会の議決に付すべき事件に関する条例の制定

について、内容の説明をさせていただきます。 

  恐れ入りますが、議案書21ページをお開きください。 

  議案第５号 長南町議会の議決に付すべき事件に関する条例の制定について。 

  長南町議会の議決に付すべき事件に関する条例を次のように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  最初に、この条例を提出するまでに至った経緯及び主なポイントを説明させていただきたいと存じます。 

  あわせまして、参考資料の22ページをごらんいただきたいと思います。 
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  これまでの総合計画につきましては、地方自治法第２条第４項において、市町村に対し、総合計画の基本部

分である基本構想について、議会の議決を経て定めることが義務づけされておりました。しかし、国の地域主

権改革のもと、平成23年５月に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、基本構想の法的な策定義務が撤

廃され、基本構想を策定すること及びこれに関することにつきまして議会の議決を経るかどうかは、町の独自

の判断に委ねられることとなりました。 

  今までは、地方自治法第２条第４項では、市町村はその事務を処理するに当たっては、議会の議決を経て、

その他地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにし

なければならないとうたっておりました条項そのものが削除されました。 

  また、平成23年５月２日付の総務大臣通知では、この市町村の基本構想に関する規定が削除されたことに伴

い、改正法の法施行後は、地方自治法第96条第２項の規定に基づき、個々の市町村がその自主的な判断により、

引き続き現行の基本構想についての議会の議決を経て策定することは可能であるとの通知がなされているとこ

ろでございます。 

  この地方自治法第96条第２項では、普通地方公共団体は条例で、地方公共団体に関する事件につき議会の議

決すべきものを定めることができるとうたわれており、今回、条例の全部改正をすることにより、条例を定め

ることをお願いするものでございます。 

  制定の主な内容につきましては、総合計画では、従来から町の総合的かつ計画的な行政運営の指針を示すも

のであり、町民に町づくりの長期的な展望を示すものであることから法的な策定義務が撤廃されても、策定す

べきものと思慮されます。 

  また、町づくりは、町民の代表である議会の議決を経ることで、町全体の総意により策定され、自主性、自

立性の高い町づくりを創造していく上で非常に重要であること、及び地方分権の進展に伴い、これまで以上に

町政運営に責任を果たす観点から必要であります。 

  それでは、議案書の22ページをごらんいただきたいと思います。 

  長南町議会の議決に付すべき事件に関する条例。 

  長南町議会の議決に付すべき事件を定める条例（平成３年長南町条例第22号）の全部改正をするものでござ

います。 

  まず、第１条の趣旨といたしまして、第１条、この条例は、地方自治法第96条第２項の規定に基づき、長南

町議会の議決に付すべき事件を定めるものとする、とするものでございます。 

  次に第２条、議会の議決に付すべき事件として、（１）本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図る

ための基本構想及び基本的方向を総合的かつ体系的に定める基本計画の策定、変更または廃止に関すること。

（２）として、町民憲章の制定、変更または廃止に関することでございます。 

  最後に附則関係でございますが、附則第１項の施行期日につきましては、この条例は公布の日から施行する

ものでございます。 

  次に、附則第２項につきましては、この全部改正に伴い、長南町まちづくり委員会設置条例の一部を改正す

る必要が生じたことから、附則第２項として、長南町まちづくり委員会設置条例の一部を次のように改正する

ものでございます。第２条の第２項中、総合計画を基本構想及び基本計画に改めるものでございます。 
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  以上、大変雑駁な説明でございますが、ご審議を賜りまして、ご可決くださいますようよろしくお願いをい

たします。 

○議長（板倉正勝君） これで議案第５号の説明は、終わりました。 

  議案第６号から議案第10号までの内容の説明を求めます。 

  総務課長、田邉功一君。 

〔総務課長 田邉功一君登壇〕 

○総務課長（田邉功一君） 続きまして、議案第６号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正について、内容説明をさせていただきます。 

  この条例は、特別職の職員給与条例及び一般職の職員給与条例にも関連いたしますので、簡単に経緯を説明

させていただきます。 

  参考資料の21ページをお願いいたします。 

  １の改正趣旨にありますように、昨年の８月、国家公務員の一般職の職員の給与等に関し、月例給、勤勉手

当等の引き上げ勧告がされました。また、千葉県におきましても、昨年の10月に県人事委員会で一般職の職員

の給与等、月例給、勤勉手当等になりますが、これを引き上げる勧告がされました。こうした人事院、人事委

員会勧告に準拠いたしまして改正をお願いするものでございまして、２の改正内容にありますように、期末手

当の年間支給月数を0.1月分引き上げ、4.20月分とするものでございます。 

  議案書の23ページをお願いいたします。 

  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  次の24ページをお願いいたします。 

  第１条の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正では、平成27年度分に係る内容となりまし

て、第６条は、期末手当において、12月期分に当たる支給月数を100分の212.5を100分の222.5に改めるわけで

ございますが、６月期分が既に1.975月分支払ってございまして、今回が2.25月分で、合計として4.20月分と

するものでございます。 

  第２条の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正では、平成28年度分に当たる内容となりま

して、６月期分の支給月数を100分の197.5を100分の202.5に、12月期を100分の222.5を100分の217.5に改め、

合計、4.20月分にするものでございます。 

  28年度は、0.10月分を６月期と12月期にそれぞれ0.05月分ずつ振り分けるものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行させていただくもので、ただし、第２条は平成28年４月

１日から施行し、第２項は、第１条の規定を平成27年12月１日から適用するものでございます。第３項は、期

末手当の内払い規定になりまして、第１条によって既に支払われた期末手当は内払いとみなす規定でございま

す。 

  次に、議案第７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例改正についての内容説明

をさせていただきます。 

  議案書の25ページをお願いします。 
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  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  参考資料の24ページをごらんください。 

  １の改正の趣旨にありますように、先ほども申し上げましたが、行政不服審査法が改正になり、長南町行政

不服審査会を設置することになり、委員報酬を支給するため、また、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防

止のための特別措置に関する法律により、市町村は被害防止計画を定める対象鳥獣の捕獲を実施するために、

鳥獣被害対策実施隊を設置することになりまして、この隊員に報酬を支給するため、規定させていただくもの

でございます。 

  議案書の26ページをお願いします。 

  これは、別表１になりますが、情報公開・個人情報保護審査会委員の項の次に行政不服審査会委員長及び委

員を加え、会長は日額5,700円、委員の日額を5,200円とするもので、環境審査会委員の次に鳥獣被害対策実施

隊を加え、日額3,000円と定めさせていただくものでございます。 

  また、その下の別表２では、費用弁償として旅費の支給についても規定させていただくもので、附則といた

しまして、この条例は平成28年４月１日から施行させていただくものでございます。 

  次に、議案第８号 実費弁償に関する条例の一部改正についての内容説明をさせていただきます。 

  議案書の27ページをお願いいたします。 

  実費弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  参考資料の26ページをお願いいたします。 

  １の改正趣旨にありますように、農業委員会等に関する法律が平成27年に改正をされまして、条項ずれが生

じたことによるもので、内容といたしましては、農業委員会等の求めにより出頭した者に対する旅費支給の規

定が第29条から第35条第４項になったことから、整理をするもので、あわせて他の法律が改正されたものにつ

いても同様に整理をさせていただくものでございます。 

  議案書の28ページをお願いいたします。 

  第１条中、第212条の次に第３項を、第433条の次に第７項を加え、第29条を第35条第４項に改めるものでご

ざいまして、改正条文はまた後ほど、参考資料の27ページにございますので、ごらんいただきたいと思います。 

  附則といたしまして、平成28年４月１日から施行させていただくものでございます。 

  次に、議案第９号 長南町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について、説明させていただきま

す。 

  先ほど、経緯等は議案第６号で議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例改正で説明させていただきま

したので、早速、議案書の29ページをお願いします。 

  長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を次にように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  30ページをお願いします。 

  第１条の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例改正は、平成27年度分に係る内容となりまして、
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第４条は期末手当に係るもので、12月期に当たる支給月数を100分の212.5を100分の222.5に改め、第２条の長

南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例改正では、平成28年度分に係る内容となりまして、６月期分の

支給月数を100分の197.5を100分の202.5に、12月期分を100分の222.5を100分の217.5に改めるもので、支給率

は議会議員さんと同様でございます。 

  また、以下、附則の施行期日等につきましても同様となっております。 

  次に、議案第10号 長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正について、内容説明をさせていた

だきます。 

  議案書では31ページ、参考資料では32ページに当たります。 

  初めに、参考資料の32ページの②の一般職の欄をごらんください。 

  一般職は、期末勤勉手当の合計で、現行では4.10月を、これは4.20月に改正するものでございますが、平成

27年度分は、12月期の勤勉手当の支給月数を現行の0.75月から0.10月ふやし、0.85月にするもので、平成28年

度は、６月期の勤勉手当で現行より0.05月ふやし0.80月に、また12月期分についても現行より0.05月ふやし

0.80月分とするものでございます。 

  それでは、議案書の31ページに戻っていただき、長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  次の32ページをお願いします。 

  第１条、長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１条の長南町一般職の職員の給与等に関する条例改正は、ただいま申し上げましたように、平成27年度分

に係るもので、第19条第２項第１号は再任用職員以外の職員についての規定で、勤勉手当の支給月数を100分

の75を100分の85に、同項第２号は再任用職員の勤勉手当の支給月数を100分の35を100分の40に改めるもので

ございます。また、附則第33項は、55歳を超え給与月額から1.5％を減額される職員の勤勉手当支給率の改正

でございます。 

  また、別表１及び別表２についてでございますが、次の33ページから36ページまでが一般行政職の給料表で

ございまして、37ページから41ページまでが調理員、用務員などの単純労務職の給料表となりまして、職員全

員をそれぞれこの表に照らし合わせますと、平均で0.26％ほど引き上げとなっております。 

  次に、42ページをお願いいたします。 

  第２条、長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１条中の次に、第24条第５項を加える。これは先ほど説明させていただきましたように、地方公務員法が

改正され、これに伴い整理をさせていただくものでございます。 

  次に、４行目になります。第５条の次に２項を加える。これも地方公務員法が改正されたことによるもので、

困難、責任の度合いによって給料表に定める職務の級を分類するもので、今現在は、一般職の職員の初任給、

昇格及び昇給等の基準に関する規則に定めていましたが、改めて条例に規定させていただくものでございます。 

  44ページにあります別表３をごらんください。この表になります。１級から７級までございまして、１級が

主事補、技手補等の職務で、責任の度合いが高くなるにつれ、職務も係長、課長補佐となり、７級が課長等の
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職になります。 

  恐れ入ります、また42ページに返っていただきまして、第18条の２につきましては、期末手当の支給停止の

規定でございまして、第１号から第４号までございますが、懲戒免職、失職した職員、禁固刑以上の刑に処せ

られた者は支給しないというものでございます。次の第18条の３につきましては、やはり期末手当になります

が、刑事事件によって起訴され、判決が確定するまでの間は一時差し止めとなる規定でございます。 

  以下、次のページの６項までは差し止め関係でございまして、43ページの下から５行目になりますが、第19

条第２項第１号中、これは先ほども申し上げましたように、再任用以外の職員の勤勉手当になりまして、100

分の85を100分の80に、同項第２号中、これは再任用職員になりますが、100分の40を100分の37.5に改める。

次の44ページの２行目になりますが、附則第33項中、100分の1.275を100分の1.2に、100分の85を100分の80に

改めるものでございます。これも先ほどと同様、55歳を超え給料月額から1.5％減額されている職員の勤勉手

当の支給率の改正でございます。 

  第１条の改正が平成27年度分ですので、さらに平成28年度分として改正するものでございます。 

  44ページの下から６行目になります。 

  附則といたしまして、１項の施行期日等ですが、この条例は公布の日から施行し、ただし、第２条の規定は

平成28年４月１日から施行させていただくものでございます。 

  第２項は、遡及適用の規定でございまして、第１条の別表１及び別表２に限り、平成27年４月１日からの適

用で、それ以外の給与条例の規定は、平成27年12月１日から適用とするものでございます。 

  第３項は、給料表など異なる適用者が異動してきたものを想定し、そのケースに応じて必要な調整を図るこ

とができるとしているものでございます。 

  第４項は、内払いの規定になりまして、第１条の規定により、改正前の給料表で平成27年４月から今年の２

月までに既に支払った給料、期末勤勉手当は内払いとみなすものでございます。 

  第５項は、規則への委任規定でございます。 

  以上、議案第６号から第10号までの説明とさせていただきます。 

  大変雑駁な説明でございますが、ご審議を賜り、ご可決くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第６号から議案第10号までの説明は終わりました。 

  議案第11号から議案第13号までの内容の説明を求めます。 

  税務住民課長、唐鎌幸雄君。 

〔税務住民課長 唐鎌幸雄君登壇〕 

○税務住民課長（唐鎌幸雄君） それでは、議案第11号 長南町税条例の一部を改正する条例の内容の説明をさ

せていただきます。 

  議案書の46ページをお開きいただきたいと存じます。 

  長南町税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  新旧対照表と概要資料につきましては、参考資料の44ページ、45ページからになります。あわせてごらんく

ださい。 
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  初めに、改正に至った経緯と全体的な概要を申し上げますので、参考資料の44ページ、あるいは51ページを

あわせてごらんいただきたいと存じます。 

  平成27年度の税制改正において、地方税の猶予制度につきまして、国税の前年度の改正を踏まえ、所要の改

正が行われました。その中で、市町村は、平成28年３月31日までに各地域の実情等に応じ、条例で定め、４月

１日から施行することとされており、今回、税条例の一部改正をお願いするものでございます。税の猶予制度

については、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から見直しがさ

れたものでございます。 

  改正の主な内容でございますが、第８条から第12条を改めさせていただくものでございます。第13条から第

17条までは以前と同じで、削除とさせていただき、第18条、第23条及び第56条は、法令名、語句等の修正でご

ざいます。また、第18条の２の改正は、行政不服審査法改正に伴う語句の修正でございます。 

  それでは、説明に入らせていただきますので、参考資料44ページ、概要をごらんいただきたいと存じます。 

  税の猶予制度につきましては、納税の猶予と換価の猶予がありますが、今回、新たに滞納者の申請による換

価の猶予が創設されたところでございます。これは第11条の規定でございます。 

  これは、差し押さえられた財産の換価を猶予するための申請であり、一定の要件に当てはまった場合に換価

の猶予を許可するものでございます。その一定の要件とは、１点目といたしまして、一時に納付することによ

り事業の継続、または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。２つ目は、納税について誠実

な意思を有すると認められること。３点目といたしまして、税の納付期限から６カ月以内に換価の猶予の申請

書が提出されていること。４点目といたしまして、他の税目に未納がないこと。５点目といたしまして、未納

税に相当する担保の提供があること。この全てに当ててはまることとなっております。 

  また、猶予する期間は、１年以内の期間であり、合理的かつ妥当な金額で分割して納付した場合において、

完納することができる最短の期間となっております。さらに猶予期間の延長が１年できますが、これはやむを

得ない理由があると認められるときのみとなっております。 

  次に、徴収猶予及び換価の猶予、この換価の猶予は、行政側が職権で行う関係の見直しの関係でございます。

これは第８条から第10条までに定めさせていただいております。 

  第８条、第９条におきまして、徴収猶予する場合の納付方法、申請手続等を定めさせていただきました。第

10条では、町長が職権で行う換価の猶予の規定でございます。第11条の今回創設されました申請に基づく換価

の猶予につきましては、先ほど説明させていただいたとおりでございます。 

  全体的に見まして、国税で規定されている内容と同じでございます。異なりますのは、各自治体で地域の実

情により条例で規定しなければいけない部分でございまして、それは、１点目といたしまして、滞納者からの

申請に基づく換価の猶予の申請期限については、納期限後半年以内とするということ。２つ目といたしまして

は、猶予期間における分割で納付させるということ及び猶予期間を１年と定めること。さらに１年間の延長を

可能とすること。３点目といたしましては、申請による換価の猶予を行った場合の期間の延長の規定でござい

ます。また、４点目としては、換価の猶予の申請をする場合の提出する書類及び添付する書類並びに申請書中

の記載事項等を各自治体で定めるというものでございます。これらを近隣市町村と歩調を合わせる中、情報交

換する中で、今回、定めさせていただいたものでございます。 
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  今までは、徴収の猶予と職権による換価の猶予の規定は町税条例中にはございませんでしたが、地方税法第

15条から第16条の５までの規定により行うこととされておりました。これが全体的に平成26年度で行われまし

た国税における徴収猶予の見直しと同じような形で見直しをされたものでございます。 

  延滞金についてですが、猶予が認められますと、期間中のみ、通常、現在9.1％の利率が1.8％とされ、災害

等の理由による場合であれば、金利なしで猶予されることとなっております。 

  細かな規定の内容につきましては、ほかにもいろいろございますが、その概要につきまして説明をさせてい

ただきました。 

  以上、大変雑駁な説明でございましたが、議案第11号 長南町税条例の一部を改正する条例の内容の説明を

終わらせていただきます。 

  続きまして、議案第12号 長南町過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例につきまして、内

容の説明をさせていただきます。 

  議案書の52ページをお開きいただきたいと存じます。 

  長南町過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  新旧対照表は、参考資料の53ページになります。また、52ページに改正の概要を掲載してございますので、

あわせてごらんください。 

  過疎地域自立促進特別措置法は、平成22年３月末日をもって執行されておりましたが、執行期限を６年間延

長などの法改正がなされました。さらに、平成23年３月の東日本大震災の発生により、過疎地域自立促進市町

村計画に基づく事業の進捗に大幅なおくれが想定されるなど、法の期限内に総合的かつ計画的な施策を展開す

ることが困難な状況が生じたことを踏まえ、執行期限の５年間延長を内容とする過疎地域自立促進特別措置法

の一部を改正する法律が平成24年６月27日に施行され、有効期限は平成33年３月31日までとされたところでご

ざいます。 

  長南町におきましては、平成22年４月１日から過疎地域としての指定を受け、長南町過疎地域自立促進計画

を策定し、各種事業を行ってまいりました。そのような中で、長南町過疎地域固定資産税課税免除条例を平成

23年に制定し、製造の事業、情報通信技術利用事業等の用に供する設備を新設あるいは増築した場合に、地方

税法の規定により、固定資産税の課税を免除することとなっております。 

  また、特別償却資産を新設あるいは増設した場合、当該家屋償却資産並びに該当宅地については課税を免除

できることとなっております。この免除条例の期限が平成28年３月31日となっていることから、今回５年延長

し、平成33年３月31日とさせていただきたく、お願い申し上げるものでございます。 

  なお、長南町過疎地域自立促進計画の計画内容、期間の変更等も本定例会にご承認いただきたく、ご提案申

し上げております。これらもあわせてご審議賜りますようお願いいたします。 

  以上、大変雑駁な説明でございましたが、議案第12号 長南町過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改

正する条例の内容の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議案第13号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につきまして、内容の説明を

させていただきます。 
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  議案書の54ページをお願いいたします。 

  固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  新旧対照表は、参考資料の55ページからになります。あわせてごらんください。 

  先ほど、行政手続条例の一部改正の説明を総務課のほうからさせていただきましたが、固定資産評価審査委

員会条例の一部改正を行う理由につきましても同様でございます。他の条例と一括して改正できない理由は、

若干その他の規定の定めがあるため、別に分けてご提案させていただいているものでございます。重複する部

分もございますが、よろしくお願いを申し上げます。 

  平成26年６月13日に、行政不服審査法の施行に関する法律の整備に関する法律及び行政手続法の一部を改正

する法律が公布されました。これに伴い、平成27年11月26日には、行政不服審査法施行令等の関連３政令が公

布されました。このため、町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する必要が生じましたので、ご提案申

し上げるものでございます。 

  主な内容でございますが、行政不服審査法第18条において、不服申し立て期間は現行の60日から３カ月とさ

れたところです。また、関係条項の整理の関係では、不服申し立ての手続は審査請求に一元化され、異議申し

立ては廃止されることとなりました。 

  第10条では、情報通信技術利用法の規定による電子情報処理組織を利用して行う方法の規定の追加がなされ

ました。第14条、第15条では、手数料の額等の規定、あるいはその減免の規定を新たに定めさせていただきま

した。それ以外の改正につきましては、改正されました法律及び政令に基づきます語句等の改正でございます。 

  以上、大変雑駁な説明でございましたが、議案第13号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

の内容の説明を終わらせていただきます。 

  議案第11号から議案第13号まで、ご審議いただきまして、ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げま

す。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第11号から議案第13号までの説明は終わりました。 

  議案第14号の内容の説明を求めます。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

〔保健福祉課長 荒井清志君登壇〕 

○保健福祉課長（荒井清志君） それでは、議案14号の内容につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書の58ページをお願いします。 

  議案第14号 長南町保育料条例の一部を改正する条例の制定について。 

  長南町保育料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、参考資料により説明申し上げますので、参考資料の59ページをお願いします。 

  １の改正の趣旨でございますが、平成28年１月27日付で内閣府子ども・子育て本部より、平成28年度予算案

における子ども・子育て支援新制度関連予算についての情報提供があり、この４月１日より多子世帯の保育料

負担軽減及びひとり親世帯等の保育料負担軽減措置の方針が示されました。この軽減措置に対応すべく、保育
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料条例の一部を改正するものでございます。 

  ２の改正の内容ですが、１つが、国の基本的な軽減の方針は示されているものの、いまだ細部の改正が示さ

れていないため、条例に軽減措置の細部を改正することができない状態となっております。国の軽減措置に伴

い、この４月１日から施行するために、多子世帯の定義及び多子世帯の軽減については施行規則で定めるもの

とし、条例第４条を、認定子どもの属する世帯が規則で定める世帯の場合の保育料の額は、規則で定めるとこ

ろによると改正させていただくものでございます。 

  もう一つが、ひとり親世帯等の保育料負担軽減が拡大されるに伴い、第２表の１号認定子どもの保育料、Ｂ

とＣ階層に軽減したひとり親等の世帯の保育料を定めるものとなります。 

  60ページをお願いします。新旧対照表となりますが、ここで第４条で、多子世帯の定義と多子世帯の軽減を

規則に委任するとした条文に改正したところでございます。 

  その下の第２表では、Ｂ階層、市町村民税非課税世帯の保育料をひとり親等の世帯とひとり親等以外の世帯

に分け、ひとり親等の世帯にあっては保育料は無料、それ以外の世帯にあっては3,000円と改めるものでござ

います。 

  同様にＣ階層、市町村民税所得割税額が７万7,100円以下の世帯についても、ひとり親等世帯の保育料を定

め、ひとり親等世帯にあっては5,000円、それ以外の世帯にあっては6,000円とするものでございます。 

  ここで、施行規則で定める予定でございます多子世帯の定義及び軽減について、簡単に説明申し上げます。 

  62ページと63ページが国から示されている資料となります。64ページをお願いします。 

  １の表がありますが、１の表については、第２号、第３号認定子どもの保育料となります。多子世帯で保育

所を利用する子どもの保育料の軽減を示した表となります。 

  多子世帯の保育料軽減の概要ですが、多子世帯の所得が約360万円を境に軽減の内容が変わってきます。基

本的な考えとしては、第１子は、基準額、第２子は基準額の半額、第３子以降は無料となっておりますが、子

どもの年齢により、子どもとしてカウントするかしないかによって軽減が変わってまいります。 

  多子世帯の年収が約360万円以上の場合は、小学生以上の子供がいても、子供としてカウントしません。例

１を見ていただきたいと思います。子供が４人並んでいるところの例１というところなんですが、ここは４人

兄弟で、そのうち３人が保育所に通う世帯の例です。この場合、小学校１年生は子供としてカウントしません

ので、保育所を利用する５歳の子どもを第１子として基準額の保育料、３歳の子供は第２子として基準額の２

分の１の保育料、ゼロ歳の子供は第３子として無料となります。これが、多子世帯の年収が約360万未満にな

りますと、小学生以上の子供でも子供としてカウントするようになります。例２を見ていただきたいんですが、

３人兄弟で、そのうち２人が保育所に通う世帯の例となります。年収360万未満の多子世帯については、小学

生以上の子供もカウントしますので、小学校１年生は第１子、保育児の５歳は第２子となるので、保育料は半

額、保育児３歳は第３子となりますので、保育料は無料となります。その隣の例３は、３人兄弟で、そのうち

の一人が保育所に通う世帯の例です。中学生も小学生も子供としてカウントしますので、保育所に通う５歳児

は、第３子として取り扱いますので、保育料は無料となります。その隣の例４は、ひとり親等の世帯の軽減の

例を示したものです。ひとり親等の世帯についてはさらに軽減が図られ、第１子から保育料は半額ということ

になります。 
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  65ページをお願いしたいと思います。65ページの２の第１号認定子どもの保育料は、多子世帯で幼稚園に通

う子どもの保育料となります。第２号、第３号の認定子ども同様、年収が360万を境に軽減が図られるように

なります。表の見方は同じですので、説明は省略させていただきます。 

  以上で、議案第14号 長南町保育料条例の一部を改正する条例の制定についての内容につきまして、ご説明

申し上げました。 

  よろしくご審議賜り、ご可決いただけますようお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第14号の内容の説明は終わりました。 

  議案第15号及び議案第16号の内容の説明を求めます。 

  建設環境課長、岩﨑利之君。 

〔建設環境課長 岩﨑利之君登壇〕 

○建設環境課長（岩﨑利之君） それでは、議案第15号及び議案第16号の道路台帳補正における町道の変更及び

認定にきましてご説明させていただきます。 

  今回お願いいたします内容につきましては、町道の変更11路線、認定９路線の計20路線となっております。 

  それでは、議案書の60ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第15号 長南町道路線の変更について。 

  道路法第10条第３項の規定により、長南町道路線を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求め

る。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  次の61ページをごらんいただきたいと存じます。 

  町道の変更路線の調書でございますが、変更路線の内訳でございますが、まず２級町道では、坂本地先から

報恩寺地先に係る１路線で、整理番号は56でございます。 

  次に、その他の３級町道ですが、まず１ブロック長南地区では坂本地先の２路線、整理番号175、206でござ

います。 

  次に、２ブロック、豊栄地区では、千手堂地先の１路線、整理番号は582でございます。 

  続きまして、第４ブロックの西地区でございますが、報恩寺地先の２路線、小沢地先の１路線、岩撫地先の

２路線、竹林地先の２路線の計７路線でございまして、整理番号は1150、1155、1189、1439、1440、1531、

1534となっております。以上の11路線でございます。 

  次の62ページ、63ページをお開きいただきたいと存じます。 

  変更路線でございますが、整理番号56の２級町道利根里線から63ページ一番下の整理番号1534の３級町道竹

林20号線までを記載させていただいております。 

  今回変更をお願いします11路線につきましては、圏央道建設に伴うものが９路線、改良等に伴うものが２路

線となっており、これらの町道のつけかえなどにより、起点、終点の地番の表示と道路延長、道路幅員の変更

をお願いするものでございます。 

  一番上の整理番号16の２級町道利根里線は道路改良に伴い、また、62ページ下段の整理番号1189の３級町道

小沢12号線は舗装新設により、残るその他の９路線につきましては圏央道の建設に伴い変更をお願いするもの
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でございます。 

  以上が町道の変更につきましての内容でございます。 

  続きまして、議案第16号 長南町道路線の認定につきまして、内容の説明を申し上げます。 

  64ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第16号 長南町道路線の認定について。 

  道路法第８条第２項の規定により、長南町道路線を別紙のとおり認定することについて議会の議決を求める。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  次の65ページをごらんいただきたいと存じます。 

  町道新規認定路線の調書でございますが、全てその他３級町道でございます。１ブロック長南地区につきま

しては、坂本地先の１路線、整理番号は1617でございます。次に４ブロックの西地区でございますが、岩撫地

先の１路線、竹林地先の４路線、茗荷沢地先の２路線、報恩寺地先の１路線の計８路線でございまして、整理

番号は1619、1622から1627及び1630でございます。 

  新規認定路線は以上の９路線となります。 

  次の66ページをお開きいただきたいと存じます。 

  認定をお願いいたします整理番号1617の３級町道坂本145号線から整理番号1630の３級町道報恩寺29号線ま

での９路線の調書でございます。 

  整理番号1617から1627までの上から８路線は、圏央道に伴い代替道路として新設されたもので、町道の認定

をお願いするものでございます。 

  また、一番下の整理番号1630の３級町道報恩寺29号線につきましては、道路改良工事によりまして新たに認

定するものでございます。 

  認定の内容につきましては、起終点の地番表示、延長、幅員などを記載しておりますので、後ほどごらんい

ただきたいと存じます。 

  以上が新規認定にお願いする内容でございます。 

  なお、今回、お願いいたします変更、認定の各路線の位置につきましては、図面を議員控え室に掲示させて

いただいております。後ほどご確認をいただきたいと存じます。 

  以上、議案第15号 長南町道路線の変更について及び議案第16号 長南町道路線の認定についての説明とさ

せていただきます。 

  大変雑駁な説明でございましたが、ご審議を賜りまして、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第15号及び議案第16号の内容説明は終わりました。 

  ここで暫時休憩といたします。再開につきましては午後１時を予定しております。 

（午後 ０時０１分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時０１分） 
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―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 議案第17号の内容の説明を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

〔財政課長 土橋博美君登壇〕 

○財政課長（土橋博美君） それでは、議案第17号 平成27年度長南町一般会計補正予算（第６号）の内容の説

明を申し上げます。 

  今回の補正予算の内容といたしましては、今年度の最終補正となりますので、全般を通して事務事業の精算

及び人件費の減額補正、国の平成27年度補正予算に伴います地方創生加速化交付金、及び年金生活者等支援臨

時福祉給付金の追加補正、並びに財政調整基金への積み立てが主なものとなっております。 

  それでは、議案書の67ページをお開きください。 

  議案第17号 平成27年度長南町一般会計補正予算について。 

  平成27年度長南町一般会計補正予算（第６号）を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、別冊の補正予算書１ページをお開きください。 

  平成27年度長南町一般会計補正予算（第６号）は次に定めるところによる。 

  第１条、歳入歳出予算の補正でございます。第１項といたしまして、歳入歳出予算の総額に9,611万3,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ46億331万6,000円とするものでございます。 

  第２項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。 

  第２条、継続費の補正でございます。継続費の変更は、第２表、継続費補正によるものでございます。 

  第３条、繰越明許費でございます。地方自治法の規定により翌年度に繰り越しして使用できる経費は、第３

表、繰越明許費によるものでございます。総務費、民生費に設定させていただくものです。 

  第４条、地方債の補正でございますが、地方債の変更及び廃止は、第４表、地方債補正によるものでござい

ます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  第２表、継続費補正でございます。変更でございますが、小中一貫校校舎整備工事の契約締結に伴い、平成

27年度の年割額２億418万5,000円を670万円減額し、１億9,748万5,000円とし、総額を契約額の５億9,400万円

に変更させていただくものでございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  第３表、繰越明許費でございますが、２款総務費、１項総務管理費の通知カード、個人番号カード関連事業、

及び３項戸籍住民基本台帳費の個人番号カード交付事業は、番号制度導入に伴う関連事務経費でございまして、

年度内の完了が見込めないことから繰り越しをお願いするものでございます。 

  次に、２款総務費、１項総務管理費の情報セキュリティ強化対策事業及び地方創生加速化交付金事業、３款

民生費、１項社会福祉費の年金生活者等支援臨時福祉給付金事業につきましては、国の補正予算に伴う事業で

ございます。補正対応の事業が対象となるものでございますので、本議会で補正をお願いし、繰り越しにより
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実施させていただくものでございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  第４表、地方債補正でございます。 

  １の変更でございますが、緊急防災減災事業で実施しておりました防災行政無線デジタル化事業の精算によ

り、借入金を9,600万円から8,900万円に減額するものでございます。 

  ２の廃止でございますが、一般補助施設整備等事業債を充当予定の基盤整備事業、利根里地区の排水整備工

事、及び公共事業等債を充当予定の舗装修繕工事につきましては、事業費の減額及び決算を見込む中、歳入歳

出からの一般財源が多く見込まれることから、廃止をさせていただくものでございます。 

  それでは、事項別明細書により歳出からご説明いたします。 

  誠に恐縮ですが、事業の精算と人件費の精算の補正については、内容の説明を省略させていただきます。 

  18ページをお願いいたします。 

  まず、２款総務費、１項総務管理費でございますが、4,066万7,000円の追加でございます。 

  １目一般管理費では441万9,000円の減額で、13節委託料は日直業務が４月からの予定が９月からとなったこ

とからの減額、18節備品購入費は椅子、ロッカーの購入及び事務服購入費の追加を、19節では広域の総務費負

担金及びマイナンバー制度に伴う経費の補正をするものです。特定財源の増額はマイナンバー制度に伴う国庫

支出金となります。 

  19ページでございますが、３目の財政管理費では46万2,000円の増額でございますが、８節報償費及び12節

役務費は寄附者増に伴うふるさと納税に係る経費でございます。 

  ５目財産管理費は1,319万3,000円の追加をするものです。 

  11節需用費では役場前のガス灯修繕を、13節では国の補正予算に伴い交付される情報セキュリティ強化対策

委託料を、14節使用料及び賃借料は庁舎中庭に設置予定の防犯カメラ使用料を追加するものです。特定財源は

情報セキュリティ強化対策費国庫補助金でございます。 

  20ページをお願いいたします。 

  ９目の防災対策費は816万1,000円の減額です。防災行政無線デジタル化工事の精算に伴い減額するものです。

特定財源につきましては、緊急防災・減災事業債及び災害対策基金繰入金の減額となります。 

  12目過疎対策費は740万1,000円の減額でございますが、利用者の増加に伴う新公共交通システム運行業務委

託料の追加及び米満住宅跡地造成工事に伴います農集、ガス工事等の負担金の精算によるものでございます。

その他特定財源の減額は地域づくり基金繰入金となります。 

  14目地方創生事業費でございます。4,729万円を新たに追加するものでございます。国の平成27年度補正予

算に伴い交付される地方創生加速化交付金でございます。内容といたしましては、渡邉辰五郎記念館事業で

2,929万円及び長南特産品のＰＲ事業として1,800万円を計上させていただいてございます。 

  21ページに移ります。 

  ２項徴税費でございますが、163万9,000円の追加でございます。１目税務総務費は42万1,000円の追加、２

目賦課徴収費では土地の分筆、合筆等に伴う土地経年変化修正委託料の追加でございます。 

  ３項戸籍住民基本台帳費でございますが、152万9,000円の減額でございます。特定財源につきましては、通
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知カード・個人番号カード関連事務に係る国の交付金でございます。 

  22ページをお願いいたします。 

  ５項統計調査費でございますが、精算によるもので、67万9,000円の減額でございます。特定財源につきま

しては、国勢調査に伴う県委託金でございます。 

  ３款民生費です。１項社会福祉費でございますが、3,053万6,000円の追加となります。 

  １目社会福祉総務費は、38万4,000円の追加でございます。 

  20節扶助費で、障害児施設措置費給付費等扶助、訓練等給付費、介護給付費、日常生活用具給付費をそれぞ

れ追加するものでございます。 

  社会福祉総務費全体では、国県支出金は1,290万8,000円の増額となり、その他の特定財源につきましては、

福祉振興基金の減額と介護予防サービス計画給付金の追加によるものでございます。 

  24ページをお願いいたします。 

  ２目老人福祉費は618万円の減額です。対象者数の減によるものです。その他特定財源は、老人福祉施設入

所者負担金でございます。 

  ７目臨時福祉給付金事業費は553万円の減額となります。事業の精算による減額補正と、これに伴う国庫補

助金の減額でございます。 

  25ページに移ります。 

  ８目年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費でございます。4,185万円を新たに追加するものでございまし

て、国の補正予算に伴い交付される事業であります。65歳以上となる非課税者が対象でございます。 

  ２項児童福祉費では、848万9,000円の減額でございます。 

  １目児童福祉総務費ですが、39万円の追加をするものです。出産祝い金及びひとり親家庭等医療費等助成金

を追加し、13節では子ども・子育て支援システム改修費の追加、子育て交流館管理委託料を平成26年度の繰越

事業であります地方創生事業の子育て支援に振りかえたことによる減額でございます。特定財源につきまして

は、システム改修費に係る国庫支出金でございます。 

  26ページに移ります。 

  ２目児童措置費は232万円の減額でございます。児童手当の減額で、特定財源はこれに伴う国県の負担金で

ございます。 

  ３目児童福祉施設費でございますが、624万1,000円の減額をするものです。その他の特定財源は、保育料負

担金の減額、及び保育所管外児童受託料、幼児給食費負担金の追加によるものでございます。 

  ４目子育て世帯臨時特例給付金事業費は、31万8,000円の減額です。事業の精算による減額と、これに伴う

国庫補助金の減額となります。 

  ４款衛生費でございます。１項保健衛生費でございますが、2,488万3,000円の減額でございます。 

  27ページをお願いいたします。 

  ２目予防費では296万5,000円の減額となります。その他特定財源の減は、健康診査等の受診者負担金でござ

います。 

  ３目母子保健費は93万円の追加となります。特定財源は、子ども医療費助成事業県補助金でございます。 
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  ４目健康推進費は210万円の減額をするものです。特定財源の国県支出金は、国の疾病予防対策事業等補助

金と、県の健康増進事業補助金となります。また、その他特定財源は、後期高齢者医療広域連合受託料及び健

康診査等受診者負担金でございます。 

  ５目環境衛生費は、1,493万3,000円の減額をするものです。 

  28ページをお願いいたします。 

  合併浄化槽設置事業は、国県の補助事業となりますので、特定財源の国県支出金を減額し、住宅用太陽光発

電設備設置事業につきましては、県支出金を減額するものでございます。 

  ２項清掃費は15万9,000円の減額です。広域組合負担金の減額となります。 

  ５款農林水産業費でございます。 

  １項農業費でございますが、2,311万5,000円の減額でございます。 

  １目農業委員会費は409万9,000円の減額で、特定財源につきましては、県支出金であります農業委員会交付

金でございます。 

  29ページでございます。 

  ３目農業振興費は341万4,000円の追加となります。農地中間管理機構集積補助金ほかの追加と、事業の精算

による減額でございます。特定財源の国県支出金では、青年就農者確保育成給付事業及び農地中間管理事業に

係る国の補助金と水田自給率向上対策事業等の県の補助金となります。 

  30ページをお願いいたします。 

  ７目補助整備費は2,057万8,000円の減額です。基盤整備促進事業利根里地区の交付決定額の減と、山内ダム

植栽付帯工事及び多面的機能支払交付金の追加でございます。特定財源につきましては、基盤整備促進事業に

係る国の補助金、多面的機能支払交付金及び飼料用米生産拡大推進交付金に係る県の補助金でございます。ま

た、一般補助施設整備事業の地方債につきましては、廃止をさせていただいてございます。 

  ６款商工費でございます。 

  １項商工費は19万6,000円の追加となります。 

  ７款土木費でございます。 

  １項土木管理費では3,816万8,000円の減額でございます。 

  31ページをお願いいたします。 

  ２目地籍調査費では2,694万4,000円の減額でございます。交付決定額の減によるもので、特定財源は地籍調

査事業県負担金となります。 

  ２項道路橋梁費は2,682万7,000円の減額となります。 

  ２目道路維持費では、トンネルのり面等の修繕計画策定委託料は国の交付決定額の減によるもので、舗装本

復旧工事は精算による減額でございます。また、道路維持工事費につきましては、追加をさせていただいてご

ざいます。特定財源の国庫支出金は社会資本整備総合交付金で、公共事業の地方債は廃止し、その他特定財源

は舗装本復旧工事に係る原因者からの負担金の減額でございます。 

  32ページをお願いいたします。 

  ３目道路新設改良費では、1,213万4,000円の減額でございます。補助道路改良工事費は、国の交付決定額の
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減によるもので、特定財源の国県支出金は国の社会資本整備総合交付金でございます。 

  ４目橋梁維持費は314万円の減額となります。特定財源の国県支出金は、国の社会資本整備総合交付金でご

ざいます。 

  ３項河川費では21万2,000円の減額、４項住宅費では182万円の減額となります。 

  33ページをお願いいたします。 

  ５項都市計画費は292万3,000円の減額でございます。特定財源の国県支出金は、単身事業に係る国の社会資

本整備総合交付金、及び戸建て住宅耐震県補助金でございます。 

  ８款消防費でございます。256万1,000円の減額となります。広域組合消防費負担金の減額をするものです。 

  ９款教育費でございます。 

  １項教育総務費では183万9,000円の減額でございます。 

  34ページでございます。 

  ２目事務局費でございます。159万8,000円の減額でございます。特定財源は、幼稚園就園奨励費国庫補助金

でございます。 

  ２項小学校費では830万2,000円の減額となります。 

  ２目教育振興費は29万4,000円の減額、特定財源は特学奨励費国庫補助金でございます。 

  35ページに移ります。 

  ３目学校施設整備費は670万円の減額となります。小中一貫校校舎整備工事の契約締結に伴う、平成27年度

は年割額の精算でございます。特定財源は、公立学校施設整備国庫負担金が補助対象面積の変更に伴い増額と

なったことから、その特定財源であります教育施設整備基金繰入金を減額するものです。 

  ３項中学校費では33万4,000円の減額でございます。 

  ２目教育費は55万円の減額です。就学援助費ほかの減額と、インターネット接続料の追加となっております。

特定財源の国県支出金は特学奨励費国庫補助金でございます。 

  ４項社会教育費は71万3,000円の減額です。 

  36ページをお願いいたします。 

  ５項の保健体育費は275万1,000円の増額となります。 

  ２目給食施設費ですが、240万9,000円の追加です。修繕料、光熱水費等の追加でございます。その他特定財

源は、学校給食費の負担金となります。 

  37ページをお願いいたします。 

  10款災害復旧費は38万7,000円の減額でございます。治山工事の精算によるもので、特定財源は県単小規模

治山緊急整備事業県補助金及びその他特定財源は個人からの負担金でございます。 

  11款公債費は84万円の減額となります。額の確定により補正を行うものです。その他特定財源は、減債基金

繰入金1,000万円の減額と預金利子でございます。 

  12款諸支出金、３項基金費は、１億6,976万8,000円の追加でございます。各種基金への積み立てを行うもの

でございます。 

  １目財政調整基金につきましては、前年度からの繰越金額の２分の１をめどとして積み立てるものでござい
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ます。その他特定財源は、寄附金及び利子となります。 

  38ページをお願いいたします。 

  ５目の地域づくり基金費のその他特定財源につきましては、サニータウン米満の販売に伴う町有財産売払収

入と、農集加入者負担金及び利子でございます。 

  ８目教育施設整備基金費につきましては、小学校の校舎建設に向けた財源対策として積み立てるものでござ

います。減債基金ほかの基金には、それぞれの基金から発生した利子を積み立てるものでございます。 

  次に、歳入についてご説明いたします。 

  12ページをお願いいたします。 

  ９款地方特例交付金及び10款地方交付税でございますが、決定した交付額の全額を計上いたしました。12款、

14款、15款、16款、17款、20款、また21款、町債の特定財源につきましては歳出のほうでご説明させていただ

きましたので、説明は省略させていただきます。 

  18款の繰入金、１目財政調整基金繰入金及び減債基金繰入金は、歳入歳出からの一般財源が多く見込まれた

ことから、減額をさせていただくものです。 

  19款繰越金は、前年度からの繰越金の全額を計上させていただくものでございます。なお、人件費の補正に

ついては39ページ以降に、継続費に係る補正の調書は42ページに明細を記載しておりますので、後ほどごらん

いただきたいと存じます。 

  以上をもちまして、議案第17号 平成27年度長南町一般会計補正予算（第６号）についての内容の説明を終

わらせていただきます。 

  よろしくご審議賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第17号の内容の説明は終わりました。 

  議案第18号及び議案第19号の内容説明を求めます。 

  税務住民課長、唐鎌幸雄君。 

〔税務住民課長 唐鎌幸雄君登壇〕 

○税務住民課長（唐鎌幸雄君） それでは、議案第18号 平成27年度長南町国民健康保険特別会計補正予算の内

容につきまして、ご説明を申し上げます。 

  議案書68ページをお願いいたします。 

  議案第18号 平成27年度長南町国民健康保険特別会計補正予算について。 

  平成27年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、補正予算書１ページをお願いいたします。 

  平成27年度長南町の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによらさせていただく

ものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,926万6,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億4,369万9,000円とさせていただくものでございます。 

  ２項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分、及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳
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出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。 

  それでは、事項別明細書によりまして歳出からご説明を申し上げますので、９ページをお開きいただきたい

と思います。 

  １款総務費、１項１目一般管理費でございますが、72万円の追加をお願いするものでございます。人事院勧

告に伴います給与改定によりまして、合わせて26万6,000円、番号制に伴いますシステム改修費用として45万

4,000円、合わせて72万円の追加でございます。その他財源は、一般会計からの職員給与費等繰入金でござい

ます。 

  ２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費でございますが、当初予算では前年度の給付費見込みの

1.2％減で編成させていただきましたが、現在の見込みでは、前年決算対比約16％の増となる見込みです。そ

のようなことから、9,111万5,000円の追加とあわせて財源更正をお願いするものでございます。特定財源の国

県支出金は、療養給付費等負担金及び普通調整交付金、その他財源は高額医療共同事業交付金及び一般会計繰

入金でございます。 

  ２目退職被保険者等療養給付費でございますが、退職被保険者における被保険者数及び給付費の減によりま

して2,200万円の減額をお願いするものでございます。特定財源のその他財源の減は、療養給付費等交付金で

ございます。 

  １項３目一般被保険者療養費では20万円の追加を。 

  10ページをお願いいたします。 

  ２項１目一般被保険者高額療養費では、給付費の増により2,400万円の追加をお願いするものでございます。 

  また、２項２目退職被保険者高額療養費でございますが、給付件数等の減によりまして600万円の減額をお

願いするものでございます。 

  ３目一般被保険者高額介護合算療養費では３件分、11万3,000円の追加をお願いするものでございます。 

  ４項１目出産育児一時金につきましては、年度末を見込む中で210万円の減額をさせていただくものでござ

います。 

  次に、11款諸支出金、１項３目一般被保険者償還金でございますが、平成26年度の療養給付費等負担金の精

算によります一般の償還金について、1,321万8,000円追加させていただくものでございます。これは保険給付

費の見込み額で交付されることとなっており、国の療養給付費等負担金が26年度において多く交付されました。

27年度にその精算を行ったところ返還金が生ずることとなったため、今回追加の補正をお願いするものでござ

います。特定財源のその他財源では、共同事業交付金、保険財政安定化交付金でございます。 

  なお、11ページからは給与費明細となっておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

  続きまして、６ページに戻っていただきまして、歳入をご説明申し上げます。 

  １款の国民健康保険税につきましては、被保険者均等割額等を見直しした関係で、前年度決算と比べ、現年

分調定額が約930万円ふえる見込みであり、過年分も含め収納状況等を見込む中で、総額160万円の追加をお願

いするものでございます。 

  ３款国庫支出金、１項１目療養給付費等負担金でございますが、一般被保険者療養給付費の増によりまして、

1,600万円の追加をお願いするものでございます。 
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  次の２項１目財政調整交付金の１節普通調整交付金は、基盤安定繰入金等の増額により829万3,000円の減額

をお願いするものでございます。これは制度的なことであり、一方が上がると片一方は下がるような仕組みと

なっておる、その結果、そういう形になります。 

  ４款療養給付費等交付金、１項１目療養給付費等交付金につきましては、退職被保険者等療養給付費の減少

及び前々年度の実績により精算しましたところ、3,043万4,000円の減額をお願いするものでございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  ６款県支出金、２項１目財政調整交付金でございますが、国分と同様に、交付決定によりまして、１節普通

調整交付金分として166万8,000円、２節特別調整交付金分として1,091万6,000円の追加をお願いするものでご

ざいます。 

  次に、７款共同事業交付金、１項１目高額医療費共同事業交付金で1,509万8,000円、２目保険財政共同安定

化事業交付金で4,640万4,000円の追加をお願いするものでございます。27年度から実質全ての給付が安定化事

業の対象となり、本町では拠出金を差し引きますと、約3,000万円の収入超過となる見込みです。 

  次に、９款繰入金、１項２目一般会計繰入金でございますが、１節保険基盤安定繰入金、保険税軽減分610

万1,000円は、保険税の均等割、平等割の軽減に係るものでございます。 

  また、２節保険基盤安定繰入金保険者支援分1,338万6,000円、５節財政安定化支援事業繰入金345万円をそ

れぞれ追加するものでございます。 

  また、３節職員給与費等繰入金につきましては、給与改定に伴い35万2,000円の追加を、４節助産費等繰入

金につきましては、決算を見込む中で140万円の減額をお願いするものでございます。 

  10款繰越金でございますが、2,092万9,000円の追加をお願いするものでございます。前年度の決算に基づき

ます繰越金の追加でございます。 

  11款諸収入でございますが、３項１目第三者納付金におきまして、交通事故に関連しての納付金348万9,000

円の追加をお願いするものでございます。 

  以上が、平成27年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の内容でございます。 

  続きまして、議案第19号 平成27年度長南町後期高齢者医療特別会計補正予算の内容につきまして、ご説明

を申し上げます。 

  議案書の69ページをお願いいたします。 

  議案第19号 平成27年度長南町後期高齢者医療特別会計補正予算について。 

  平成27年度長南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、補正予算書の１ページをお願いいたします。 

  平成27年度長南町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによらさせていただ

くものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６万8,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,346万8,000円とさせていただくものでございます。 

  ２項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分、及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳
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出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。 

  それでは、事項別明細書によりまして歳出からご説明申し上げますので、７ページをお願いいたします。 

  １款の総務費、２項１目徴収費、13節委託料でございますが、個人番号制度に対応するためのシステム改修

費でございまして、後期高齢者医療会計分の応分の負担分として１万9,000円追加をさせていただくものでご

ざいます。 

  ４款諸支出金、１項１目保険料還付金でございますが、４万9,000円の追加をお願いするものでございます。

死亡・転出に伴います平成27年度以前分の精算に係るものでございます。 

  続きまして、戻りまして６ページの歳入をごらんください。 

  ２款繰入金、１項１目一般会計繰入金につきましては、１万2,000円の追加をお願いするものでございます。

個人番号制度に対応するためのシステムの改修費の国庫補助分を事務費繰入金として繰り入れるものでござい

ます。国庫の絡みがございますので、大変金額は少ないんですが、補正予算で予算対応しておく必要があると

いうようなことで提案させていただいてございます。 

  ３款繰越金、１項繰越金でございますが、7,000円の追加をお願いするものでございます。同じく個人番号

制度に対応するためのシステム改修費の一般財源分を繰越金で対応するものでございます。 

  ４款諸収入、２項償還金及び還付加算金でございますが、４万9,000円の追加をお願いするものでございま

す。保険料を還付した実績に伴い、広域連合から精算を受けるものでございます。 

  以上が、議案第18号 平成27年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）及び議案第19号 平成27

年度長南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の内容でございます。 

  大変雑駁な説明でございましたが、ご審議を賜りましてご可決くださいますようよろしくお願いを申し上げ

ます。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第18号及び議案第19号の内容の説明は終わりました。 

  議案第20号の内容の説明を求めます。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

〔保健福祉課長 荒井清志君登壇〕 

○保健福祉課長（荒井清志君） それでは、議案第20号の内容につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の70ページをお願いいたします。 

  議案第20号 平成27年度長南町介護保険特別会計補正予算について。 

  平成27年度長南町介護保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、別冊の介護保険補正予算書の１ページをお願いいたします。 

  平成27年度長南町介護保険特別会計補正予算（第３号）です。 

  第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,468万円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億4,800万円とさせていただくものでございます。 

  それでは、事項別明細書により歳出からご説明申し上げます。 

  ８ページをお願いいたします。 
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  今回の補正は、主として平成27年度の介護保険事業の決算見込みによる精算と、平成26年度で超過交付とな

っています国庫交付金、県交付金の返還となります。人件費の補正もありますが、異動等に伴う人件費の調整

ですので、説明は省略させていただきます。 

  最初に、１款総務費全体では290万の減額となります。 

  第１項総務管理費では、事業の精算に伴う需用費の減額が主な減額の要因でございます。 

  13節の委託料10万3,000円は、番号制度に対応すべくシステム改修費の増額をお願いするものでございます。 

  ３項の介護認定審査会費は40万の増額をお願いするもので、審査件数の増加によるものでございます。 

  ２款の保険給付費は、給付費のそれぞれ決算を見込む中で、6,771万2,000円の減額をお願いするものでござ

います。 

  １項の介護サービス等諸費では、２目の地域密着型サービス給付費、４目の居宅介護福祉用具、６目の居宅

介護サービス費で増額を見込むものの、１目の居宅介護サービス給付費と３目の施設介護サービス給付費の減

額を見込み、１項の介護サービス等諸費全体で7,337万6,000円の減額となります。 

  説明欄に本目財源更正とあるのは、予算額は変わりませんが、平成27年度の給付費の法定の負担割合の変更

にあわせて、この補正で財源更正を行うものでございます。 

  ９ページの２項介護予防サービス等諸費については、要支援者へのサービス給付費となりますが、471万

4,000円の増額をお願いするもので、要支援者の増加による各サービスの利用の増加に対応するものでござい

ます。 

  10ページをお願いします。 

  一番下になりますが、６項の特定入所者介護サービス費は、介護保険施設で介護を受ける方の食事、部屋代

の負担軽減をするためのサービス費となります。102万8,000円の増額をお願いするものでございます。 

  11ページになりますが、３款基金積立金については歳入の余剰金と基金から生じました利子を合わせまして、

1,537万円を基金に積み立てるものでございます。 

  ４款の地域支援事業費については、事業費の決算を見込む中での221万4,000円の減額をお願いするものでご

ざいます。 

  12ページをお願いします。 

  ５款諸支出金、１項３目の償還金は、超過交付となりました平成26年度国県支出金の返還金でございまして、

4,277万1,000円の追加をお願いするものでございます。財源は平成26年度からの繰越金となります。 

  13ページから給与明細を記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 

  続きまして、歳入を説明申し上げます。 

  ６ページにお戻りいただきたいと思います。 

  ３款国庫支出金、４款支払基金交付金、５款県支出金、また６款繰入金、１項一般会計繰入金の減額につき

ましては、保険給付費、地域支援事業費等の減額に伴いまして、それぞれの負担区分に基づき減額をお願いす

るものでございます。 

  また、８款２項１目の介護給付費準備基金繰入金につきましては、給付費の減によりまして基金からの繰り

入れをしないで本年度は済みましたので、全額の減額をお願いするものでございます。 



－43－ 

  ７ページをお願いします。 

  次に、９款１項１目繰越金につきましては、5,461万8,000円の増額をお願いするもので、平成26年度からの

繰越金全額を計上させていただくものでございます。 

  以上が、議案第20号 平成27年度長南町介護保険特別会計補正予算（第３号）の内容でございます。 

  大変雑駁な説明でございましたが、ご審議賜りまして、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第20号の内容の説明は終わりました。 

  議案第21号の内容の説明を求めます。 

  建設環境課長、岩﨑利之君。 

〔建設環境課長 岩﨑利之君登壇〕 

○建設環境課長（岩﨑利之君） それでは、議案第21号 平成27年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第

２号）の内容につきましてご説明させていただきます。 

  議案書の71ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第21号 平成27年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算について。 

  平成27年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  恐れ入りますが、別冊の平成27年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算書（第２号）の１ページをお開き

いただきたいと存じます。 

  平成27年度長南町の笠森霊園事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによらさせていただくも

のでございます。 

  第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ294万6,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,686万8,000円とさせていただくものでございます。 

  第２項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。 

  それでは、事項別明細書により内容の説明をさせていただきますので、６ページをお開きいただきたいと存

じます。 

  歳入でございますが、この歳入につきましては４款前年度繰越金を26年度決算からの精算によりまして、

294万6,000円の追加をお願いするものでございます。 

  次に、７ページの歳出でございますが、１款の霊園総務費につきましては651万4,000円の追加をお願いする

ものでございます。まず、制度改正に伴いまして、勤勉手当等、人件費の追加をお願いするもの、また７節賃

金におきまして、お彼岸やお盆の期間等における対応などにより、臨時職員の賃金に不足が生じるため、27万

1,000円の追加をお願いするものでございます。 

  14節では複写機カウンター代等によります12万円の減額を、18節の備品購入費では公用車の購入に伴います

８万6,000円の減額をそれぞれ精算によりお願いするものでございます。 

  25節積立金ですが、歳入では繰越金の294万6,000円の増額、歳出では霊園総務費における精算及び霊園施設

の工事費の減額等により、375万4,000円の減額となることから、財政調整基金への積立金を670万円追加させ
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ていただき、今年度の積立金の合計を770万とさせていただくものでございます。これにより、財政調整基金

の平成27年度末の残高は、6,349万4,000円となる見込みでございます。 

  27節の公課費につきましては、平成26年度における消費税の精算により33万円の減額をお願いするものでご

ざいます。 

  ２款霊園施設費、１項１目霊園施設費につきましては、墓石の撤去工事、沈下防止工事が見込みより少なか

ったことなどから、15節の工事費を356万8,000円減額させていただくものでございます。 

  なお、８ページ以降につきましては、給与費明細書となっておりますので、後ほどごらんいただきたいと存

じます。 

  以上が、平成27年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第２号）の内容でございます。 

  大変雑駁な説明でございましたが、ご審議賜りまして、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第21号の内容の説明は終わりました。 

  ここで暫時休憩といたします。再開につきましては２時15分を予定しております。 

（午後 １時５８分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１５分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 議案第22号の内容の説明を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

〔産業振興課長 岩﨑 彰君登壇〕 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは、議案第22号 平成27年度長南町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）の内容につきましてご説明を申し上げます。 

  議案書の72ページをお開きください。 

  議案第22号 平成27年度長南町農業集落排水事業特別会計補正予算について。 

  平成27年度長南町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日、長南町長、平野貞夫。 

  別冊の農業集落排水事業補正予算書の１ページをごらんいただきたいと存じます。 

  平成27年度長南町農業集落排水事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによらせていただ

くものでございます。 

  第１条により、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ736万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２億2,023万5,000円とさせていただくものでございます。 

  ２項といたしまして、歳入歳出の予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

の予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるところでございます。 

  それでは、事項別明細書によりまして、歳出よりご説明をさせていただきますので、７ページをごらんいた

だきたいと存じます。 
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  １款１項１目一般管理費におきましては、人事異動に伴う人件費の減額補正でございます。 

  ２款１項１目施設管理費におきましては、687万円6,000円の減額をさせていただくものでございます。13節

につきましては、沈砂槽堆積土撤去を行う汚水処理場維持管理委託料38万1,000円の追加と新規加入に伴う配

水管新設工事実施設計の業務委託料30万3,000円の追加でございます。15節工事請負費、756万円の減額でござ

いますが、これは米満住宅跡地造成工事に伴う農業集落排水管の新設工事が完了し、精算による減額でござい

ます。 

  ３款１項２目財源更正でございまして、その他財源から一般財源への利子79万5,000円の財源更正をお願い

するものでございます。 

  続きまして、歳入でございますが、６ページをごらんいただきたいと存じます。 

  １款１項１目１節では、受益者分担金１戸分42万円の追加をお願いするものです。 

  ３款１項１目１節では、一般会計繰入金でございますが、年度末までの見込みにより220万円の減額をお願

いするものでございます。 

  ４款１項１目１節では、前年度繰越金167万4,000円の追加を、５款２項１目１節では、雑入におきましては、

歳出で申し上げました米満住宅跡地造成工事に伴う農業集落排水管の新設工事が完了し、精算による725万

9,000円の減額で、一般会計からの歳入でございます。 

  以上、大変雑駁な説明でございましたが、議案第22号 平成27年度長南町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）の説明を終わらせていただきます。 

  ご審議を賜り、ご可決くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第22号の内容の説明は終わりました。 

  議案第23号の内容の説明を求めます。 

  ガス課長、大杉 孝君。 

〔ガス課長 大杉 孝君登壇〕 

○ガス課長（大杉 孝君） それでは、議案第23号 平成27年度長南町ガス事業会計補正予算（第１号）の内容

につきましてご説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、議案書の73ページをお開き願いたいと思います。 

  議案第23号 平成27年度長南町ガス事業会計補正予算について。 

  平成27年度長南町ガス事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  補正予算につきましては別冊となりますので、１ページをお開き願いたいと思います。 

  平成27年度長南町ガス事業会計補正予算（第１号）。 

  第１条では、次に定めるところによらせていただきます。 

  第２条では、業務の予定量を次のとおり改めるものでございます。第１号、供給戸数を当初と比較しまして

15戸減の4,624戸、第２号、年間供給量を２万立方メートル増の877万6,000立方メートルに、第３号、１日平

均供給量を２万3,978立方メートルに改めさせていただくものでございます。 

  第３条では、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正をするものでございます。 
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  収入でございます。 

  第１款ガス事業収益、補正額886万9,000円を減額し、６億8,292万6,000円とさせていただくものでございま

す。項の内容につきましては補正予算実施計画で説明をさせていただきます。 

  次に、支出でございます。 

  第１款ガス事業費用補正額1,004万5,000円を減額し、６億7,809万1,000円とさせていただくものでございま

す。 

  次に２ページをお願いいたします。 

  第４条では、資本的収入、支出の不足額の補塡財源を改めさせていただくものでございます。２行目の末尾

からになりますが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、１億6,707万7,000円は過年度分損益勘定

留保資金591万7,000円、当年度分損益勘定留保資金１億3,286万5,000円、当年度分消費税及び地方消費税、資

本的収支調整額1,255万9,000円、建設改良積立金1,573万6,000円に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補

正をさせていただくものでございます。 

  第１款資本的支出、補正額51万1,000円を追加し、２億1,492万3,000円とさせていただくものでございます。

第１項建設改良費に係ります職員２名分の人件費の追加でございます。 

  第５条では、給与費を改めるものでございます。職員給与費、補正額128万6,000円を減額し、6,141万3,000

円とさせていただくものでございます。 

  次に、３ページをごらんいただきたいと思います。 

  平成27年度長南町ガス事業会計補正予算実施計画でございます。 

  収益的収入でございますが、１款ガス事業収益、１項製品売上、１目ガス売上は、補正額71万4,000円を減

額し、６億5,592万9,000円とするものでございます。ガス販売量では大口供給分が13万立方メートル増の売上

791万円の増となるものの、小口供給分の工業需要が11万立方メートル減の862万4,000円の減となり、減額と

なるものでございます。 

  ２項営業雑収益、１目受注工事収益は補正額815万5,000円を減額するものでございます。内管受注工事収益

でございまして、受注が見込めないことから55件減の110件を見込むものでございます。 

  次の収益的支出でございますが、１款ガス事業費用、１項売上原価、１目ガス売上原価は81万1,000円を追

加するものでございます。原ガス購入量として２万立方メートル増に伴うものでございます。 

  ２項供給販売費では、補正額329万5,000円を減額し、２億2,611万5,000円とするものでございます。１目か

ら８目は給与関係でございまして、異動に伴う人件費の減額を、４ページでございますが、19目委託作業費で

はガス設備点検委託の精算に伴う減額でございます。 

  ３項一般管理費では、補正額11万5,000円を追加し4,029万4,000円でございます。改正に伴う人件費を追加

するものでございます。 

  ４項１目受注工事費用では、受注工事件数減により補正額763万5,000円の減額を、５項２目消費税及び地方

消費税では４万1,000円を減額するものでございます。 

  次の５ページをお願いいたします。 

  資本的支出でございます。１款１項建設改良費では、補正額51万1,000円を追加するものでございます。改
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正に伴う人件費の追加でございます。27年度の白ガス管入れかえ工事延長は3,870メートルを見込み、残り延

長は約１万9,930メートルとなるものでございます。平成32年度完了を目指しているところでございます。 

  次に６ページをお願いいたします。 

  平成27年度ガス事業予定キャッシュフロー計算書でございます。改正により資金計画にかわるものでござい

ます。業務活動によって実際に得られた収入から支出を差し引いて、手元に残る資金の流れをあらわしたもの

でございます。右側下の行になりますが、各業務の合計額の資金増加額はマイナス539万5,000円で、27年度末

の資金期末残高は１億6,019万2,000円と見込むものでございます。 

  次に７ページをお願いいたします。 

  平成27年度ガス事業会計予定損益計算書でございます。ガス事業の経営成績をあらわしたもので、３月末の

見込みを税抜きであらわしたものでございます。当年度純利益は右側下から３行目で、収益から費用を差し引

きました純利益は227万6,000円を見込んでおります。下の二重線になりますが、当年度未処分利益剰余金は

1,069万円を見込むものでございます。 

  次に、８ページをお願いいたします。 

  平成27年度ガス事業会計予定貸借対照表でございます。財政状態をあらわしたものでございます。 

  資産の部では、１の固定資産、２の流動資産の合計で、一番下の二重線になりますが、資産合計は16億

6,541万2,000円の見込みでございます。 

  続きまして、９ページとなります。 

  負債の部では、３の固定負債、４の流動負債、５の繰延収益を合わせました負債合計は８億1,600万3,000円

で、次の資本の部では、６の資本金、７の剰余金の合計、資本合計は８億4,940万9,000円となり、下の二重線

の負債資本合計では16億6,541万2,000円の見込みでございます。 

  前のページの資産合計とただいまの負債資本合計が複式記帳の法則により、双方ともに同額となっておりま

す。 

  次の10ページ、11ページは、給与明細書でございます。 

  12ページは補正後の実施計画を長南町、睦沢町に分けた内容でございます。後ほどごらんをいただきたいと

思います。 

  以上、雑駁な説明ではございましたが、平成27年度長南町ガス事業会計補正予算（第１号）の説明とさせて

いただきます。 

  ご審議賜りまして、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第23号の内容の説明は終わりました。 

  議案第24号の内容の説明を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

〔財政課長 土橋博美登壇〕 

○財政課長（土橋博美君） それでは、早速でございますが、議案第24号 平成28年度長南町一般会計予算につ

いての内容の説明を申し上げます。 

  議案書74ページをお開きください。 
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  議案第24号 平成28年度長南町一般会計予算について。 

  平成28年度長南町一般会計予算を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、別冊の予算書１ページをお開きください。 

  平成28年度長南町の一般会計予算は次に定めるところによるものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算でございますが、第１項、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ47億500万円と

定めるものでございます。 

  第２項といたしまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算によ

るものです。 

  第２条、債務負担行為でございます。 

  地方自治法の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第２表、債務

負担行為によるものです。 

  第３条、地方債でございます。 

  地方自治法の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、第３表、地方債によるものです。 

  第４条、一時借入金でございます。 

  地方自治法の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、１億円と定めるものでございます。 

  第５条、歳出予算の流用でございますが、地方自治法の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内の各項間の流用を定めるものでございます。 

  ８ページをお開きください。 

  第２表、債務負担行為でございます。 

  文化財保護事業として油殿古墳群の活用を図るため、指定文化財環境整備委託料を平成28年度から平成29年

度の期間、限度額1,198万9,000円を設定させていただくものです。 

  ９ページになります。 

  地方債でございます。 

  平成28年度に借り入れを予定しております起債の目的、限度額等を記載してございます。内訳といたしまし

ては、臨時財政対策債１億8,000万円、過疎基金利根里線公社整備に係る過疎対策事業といたしまして２億800

万円、防災行政無線デジタル化に関する緊急防災減災事業9,800万円、合計４億8,600万円を借り入れようとす

るものでございます。 

  続きまして、事項別明細書により歳出からご説明いたしますので、25ページをお願いいたします。 

  １款議会費でございますが、前年度に比較して1,274万7,000円の減となっております。議員共済会負担金の

減が主な要因でございます。 

  26ページをお願いいたします。 

  ２款１項総務管理費は、前年度比1,051万2,000円の減額となっております。 
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  30ページをお願いいたします。 

  ３目の財政管理費ですが、前年度比で763万6,000円増となっております。これはふるさと納税の寄附金の増

加に伴います関連経費が増額の主な要因となっております。 

  続きまして、31ページをごらんいただきたいと思います。 

  ５目の財産管理費でございます。前年度比で2,387万8,000円の増となっております。これにつきましては、

固定資産台帳の補正業務、また公共施設等管理計画策定に係る委託料、経年劣化等により故障が発生しており

ます保健センター空調機冷温水ユニットの更新工事などを計上させていただいております。 

  続きまして、35ページをお願いいたします。 

  ８目地域振興費でございますが、前年度比88万4,000円の増となっておりますが、これにつきましては、小

学校跡地利活用検討に係る経費を今年度、計上させていただいておりますことからの増でございます。 

  36ページをお願いいたします。 

  ９目防災対策費でございます。防災行政無線デジタル化工事は終了しましたが、引き続き戸別受信機購入の

経費を計上させていただいてございます。特定財源の国庫支出金は、自主防災組織の設置促進事業の県補助金、

地方債につきましては緊急防災・減災事業債を充当させていただいてございます。 

  38ページに移ります。 

  12目過疎対策費でございます。5,619万4,000円の減となっております。米満住宅跡地造成の完了に伴う関連

経費の減が主な要因となっております。また、町の公共交通ネットワークを再構築するための地域公共交通網

形成計画の策定経費を計上させていただいております。 

  続きまして、39ページをごらんいただきたいと思います。 

  13目地方創生事業費でございます。新設の目になりますが、地方版総合戦略の見直し等に係る経費とまちお

こし事業の経費を計上させていただいております。 

  14目諸費でございますが、ＬＥＤ照明の導入に伴います調査業務とリース料を計上させていただいておりま

す。特定財源につきましては、その関係の二酸化炭素排出抑制対策事業国庫補助金等を充当させていただいて

おります。 

  40ページをお願いいたします。 

  ２項徴税費は8,081万3,000円の計上となっております。 

  42ページをお願いいたします。 

  ３項の戸籍住民基本台帳費については、497万9,000円増の3,805万2,000円となっております。 

  44ページをお願いいたします。 

  ４項の選挙費でございますが、400万2,000円減の2,440万3,000円の計上でございます。参議院、また千葉県

知事選挙の追加、千葉県議会議員選挙、町議会選挙、農業委員選挙の関係の減によるものでございます。 

  48ページをお願いいたします。 

  ５項の統計調査費では732万3,000円の計上をさせていただいております。また、下になりますが、６項監査

委員会費では67万8,000円の計上をさせていただいております。 

  49ページに移ります。 
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  ３款民生費、１項社会福祉費では、1,566万2,000円増の６億9,372万円の計上でございます。１目社会福祉

総務費につきましては2,644万1,000円の増となっております。これにつきましては、訓練等給付金、介護給付

費などの扶助費、また国保特別会計、介護特別会計繰出金の増が主な要因となっております。 

  53ページをお願いいたします。 

  ２目老人福祉費につきましては2,102万4,000円の計上でございます。老人保護措置費の減によるものでござ

います。 

  55ページをお願いいたします。 

  ７目臨時福祉給付金事業費につきましては1,270万円の計上でございます。昨年度に引き続き実施するもの

でございまして、財源につきましては全額国庫補助金となります。 

  56ページをお願いいたします。 

  ２項児童福祉費でございますが、２億4,916万5,000円の計上をさせていただいてございます。 

  60ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費では、２億3,932万円の計上でございます。１目保健衛生総務費につきまして

は、主に広域組合の負担金の支出となっております。 

  63ページをお願いいたします。 

  ３目の母子保健費でございますが、こちらにつきましては、新規に高校生等医療費扶助の経費を計上させて

いただいてございます。 

  続きまして、67ページをお願いいたします。 

  ５款農林水産業費、１項農業費は3,848万8,000円増の４億6,969万3,000円の計上でございます。 

  69ページをお願いいたします。 

  ３目農業振興費につきましては、１億442万7,000円の計上でございます。鳥獣被害防止対策実施隊の編成に

伴う関連経費の追加及び地域農業整備事業の補助金増が増額の主な要因となっております。 

  72ページをお願いいたします。 

  ７目の補助整備費でございますが、1,811万2,000円減の9,665万1,000円の計上でございます。基盤整備促進

事業利根里地区が事業採択の変更で農地耕作条件改善事業となりまして、この事業費の減額が主な要因となっ

ております。 

  75ページをお願いいたします。 

  ２項林業費、１目林業振興費は43万7,000円の計上でございます。 

  76ページをお願いいたします。 

  ６款商工費、１項商工費は１億56万1,000円の計上でございます。 

  77ページをお願いいたします。 

  ２目の観光費でございますが、観光費につきましては6,070万2,000円増の7,877万4,000円の計上となってお

ります。野見金公園整備工事費の増が主な要因となっております。特定財源といたしましては、観光地魅力ア

ップ整備の県補助金、また首都圏自然歩道管理の県委託金となっております。 

  79ページをお願いいたします。 
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  ７款土木費、１項土木管理費につきましては、3,914万2,000円増の２億4,753万1,000円の計上でございます。

１目土木管理費では、3,970万円の計上となっております。 

  80ページをお願いいたします。 

  ２目の地籍調査につきましては、２億783万1,000円の計上でございます。本年度28年度につきましては、中

原、給田、小沢、豊原の一部を実施予定でございます。特定財源につきましては、地籍調査事業の県負担金で

ございます。 

  続きまして、２項の道路橋梁費につきましては、２億7,218万5,000円の計上となっております。 

  83ページをお願いいたします。 

  ２目の道路維持費でございますが、１億6,188万3,000円の計上でございます。修繕計画の策定が終了し、道

路修繕工事がふえたことが増額の要因となっております。特定財源につきましては、社会資本整備総合交付金、

またその他の特定財源につきましては舗装本復旧工事負担金等でございます。 

  その下の３目道路新設改良費でございますが、1,950万2,000円の減となっておりますが、町道利根里線の道

路改良工事の減額によるものでございます。 

  続きまして、84ページをお願いいたします。 

  ４目の道路維持費でございますが、こちらにつきましては2,110万円の増となっております。こちらも橋梁

点検が終了いたしましたので、修繕計画の策定及び修繕工事を行っていくものでございます。 

  続きまして、86ページをお願いいたします。 

  ５項都市計画費、１目都市計画総務費につきましては、1,342万3,000円の計上でございます。新規に住宅リ

フォーム補助金を計上させていただいてございます。特定財源につきましては、耐震事業に伴います社会資本

整備総合交付金、戸建て住宅耐震県補助金等でございます。その他特定財源につきましては過疎基金の繰入金

を充当してございます。 

  続きまして、87ページをお願いいたします。 

  ９款教育費でございます。一番下になりますが、２目の事務局費でございますが、1,144万4,000円増の

9,672万9,000円の計上でございます。４小学校の閉校に伴います記念誌作成及び補助金を計上させていただい

てございます。 

  90ページをお願いいたします。 

  一番下になりますが、２項小学校費でございます。１億8,437万2,000円増の４億5,208万1,000円の計上をさ

せていただいてございます。 

  92ページをお願いいたします。 

  ２目の教育振興費につきましては782万円の減となり、1,421万8,000円の計上でございます。教科書改訂が

済んだことに伴う減額でございます。 

  続きまして、93ページの３目学校施設整備費をお願いいたします。 

  １億9,379万8,000円増の４億411万8,000円の計上でございます。平成27、28年度、継続して実施しておりま

す小中一貫校校舎整備工事及びこれに伴います所要の経費並びに開校に伴う所要の経費も計上させていただい

てございます。 
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  続きまして、95ページをお願いいたします。 

  ４項社会教育費につきましては、6,261万4,000円の計上でございます。 

  99ページをお願いいたします。 

  ３目の文化財保護費につきましては、622万2,000円の計上でございます。平成28、29年度の期間で債務負担

行為を設定させていただこうとしております指定文化財環境整備に係る経費を計上させていただいてございま

す。 

  101ページをお願いいたします。 

  ５項保健体育費につきましては、１億2,494万6,000円の計上でございます。 

  104ページをお願いいたします。 

  ２目給食施設費は、8,561万9,000円の計上でございます。給食用の備品購入費を計上させていただいてござ

います。 

  105ページをお願いいたします。 

  10款の災害復旧費につきましては、県単の小規模治山緊急整備事業の完了による減額でございます。 

  106ページをお願いいたします。 

  11款公債費でございます。３億9,127万5,000円の計上でございます。その他特定財源につきましては、減債

基金の繰入金と預金利子を充当させていただいております。 

  12款の諸収入につきましては、4,556万2,000円の計上でございます。財政調整基金は1,005万1,000円積み立

て、教育施設整備基金は存目計上とさせていただくものです。その他特定財源につきましては、過疎債とふる

さと納税の寄附金、一般寄附、利子をそれぞれ充当させていただいております。 

  107ページになりますが、13款予備費につきましては1,000万円を計上してございます。 

  歳出については以上でございます。 

  次に、歳入についてご説明申し上げます。 

  13ページをお願いいたします。 

  １款町税ですが、総額は前年度に比較して1,180万1,000円減の10億8,115万6,000円の計上でございます。 

  １項町民税では、個人、法人合わせまして前年度から4,430万円減の３億7,840万円となっております。個人

町民税は所得割の減により2,800万円の減、一方、法人は法人税割の減により1,630万円の減となっております。 

  ２項固定資産税につきましては、前年度比3,199万9,000円増の６億1,855万5,000円を見込んでおります。１

目の固定資産税につきましては、評価替え２年目を迎え、27年度決算を考慮する中、3,200万円の増額を見込

んでおります。 

  ３項軽自動車税、４項町たばこ税、５項鉱産税につきましては、平成27年度の実績を見込む中で計上させて

いただきました。 

  ６項特別土地保有税につきましては、存目の計上でございます。 

  ２款から11款までの譲与税交付金等につきましては、国県の財政情報及び平成27年度の実績見込みにより計

上させていただきました。 

  ２款地方譲与税は100万円増の7,800万円、14ページに移りますが、３款利子割交付金は100万円、４款配当
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割交付金600万円、５款株式等譲渡所得割交付金500万円、６款地方消費税交付金は１億5,000万円、７款ゴル

フ場利用税交付金は9,500万円となっております。 

  15ページになりますが、８款自動車取得税交付金は1,900万円、９款地方特例交付金は200万円、10款地方交

付税は4,600万円増の13億1,200万円の計上でございます。このうち、普通交付税は3,600万円増の11億8,700万

円、特別交付税は地籍調査に係る交付分を見込む中で1,000万円増の１億2,500万円を計上いたしました。11款

交通安全対策特別交付金は200万円を計上いたしました。 

  以下、12款分担金及び負担金から24ページの町債までは、ご説明のほうを省かせていただきます。 

  以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

  なお、108ページ以降に給与費明細書のほか、参考資料を添付させていただいておりますので、後ほどごら

んいただきたいと存じます。 

  以上、大変雑駁でございますが、議案第24号 平成28年度長南町一般会計予算についての説明を終わらせて

いただきます。 

  ご審議賜りまして、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第24号の内容の説明は終わりました。 

  ここで暫時休憩とします。再開につきましては３時15分を予定しております。 

（午後 ３時０１分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１５分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 議案第25号及び議案第26号の内容の説明を求めます。 

  税務住民課長、唐鎌幸雄君。 

〔税務住民課長 唐鎌幸雄君登壇〕 

○税務住民課長（唐鎌幸雄君） それでは、議案第25号 平成28年度長南町国民健康保険特別会計予算の内容に

つきまして、ご説明をさせていただきます。 

  議案書75ページをお願いいたします。 

  議案第25号 平成28年度長南町国民健康保険特別会計予算について。 

  平成28年度長南町国民健康保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、予算書の123ページをお願いいたします。 

  本年度の予算編成に当たりましては、被保険者の状況あるいは過去の給付費の平均伸び率等を勘案し、推計

をさせていただいたところでございます。本年１月１日現在の加入状況でございますが、一般被保険者数は

2,455人、退職被保険者数で186人、全体では2,631人、前年対比140人の減となっておりまして、加入率では

31.1％でございます。 

  それでは、内容に入らさせていただきます。 
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  平成28年度長南町の国民健康保険特別会計でございますが、次に定めるところによらさせていただくもので

ございます。 

  第１条では、歳入歳出予算でございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億2,730万円と定

めるものでございます。 

  ２項といたしまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による

ものでございます。 

  第２条といたしまして、一時借入金でございますが、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入

金の借り入れの最高額でございますが、2,500万円と定めさせていただくものでございます。 

  第３条といたしまして、歳出予算の流用でございますが、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定によ

りまして、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１号に記載してございますように、

保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の

流用でございます。 

  それでは、事項別明細書によりまして、歳出からご説明させていただきますので、134ページをお願いいた

します。 

  １款総務費の１項１目一般管理費でございますが、前年度より135万4,000円増の2,997万8,000円をお願いす

るものでございます。特定財源のその他財源は、一般会計からの職員給与費の繰入金でございます。主な内容

でございますが、人件費のほか、12節では保険証の更新のための郵送料等を、13節におきましては国保連合会

の電算共同処理委託料91万8,000円のほか、国保システム管理委託料等を、14節では高額療養費支給システム

使用料64万8,000円ほかをお願いするものでございます。２目の連合会負担金でございますが、昨年と同額の

84万2,000円の計上でございます。 

  ２項１目の賦課徴収費でございますが、納税通知書の郵便料及び電算委託料で231万8,000円をお願いするも

のでございます。 

  次の135ページから136ページになりますが、３項１目の運営協議会会費につきましては、前年同様の20万

5,000円でお願いするものでございます。特定財源のその他財源は、一般会計からの委員報酬分の繰入金でご

ざいます。 

  続きまして、２款保険給付費でございますが、過去３年間の上昇率あるいは27年度の決算見込み、被保険者

数の推移などを勘案し、前年度当初予算とほぼ同額の８億688万2,000円を見込んだところでございます。保険

給付費全体の特定財源を先に申し上げます。国県支出金の２億7,585万9,000円は、療養給付費負担金と財政調

整交付金でございます。また、その他財源の３億4,197万5,000円は、前期高齢者交付金、共同事業交付金、一

般会計からの保険基盤安定等の繰入金でございます。なお、退職被保険者等に係るその他財源は、療養給付費

等交付金でございます。 

  １項１目の一般被保険者療養給付費におきましては、2.8％、1,800万円増の６億5,800万円を見込んでおり

ます。過去４年間の実績平均に診療報酬改定、薬価の改定及び被保険者数の減少等を見込む中で算定いたしま

した。 

  ２目の退職被保険者等療養給付費につきましては、制度改正により新規の加入がされない点等を考慮し、
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2,200万円減の4,900万円を見込ませていただきました。 

  次に、３目の一般被保険者療養費につきましては480万円、次の４目の退職被保険者等療養費は50万円、５

目の審査支払手数料につきましては、220万円を見込みました。審査件数は約５万1,000件を想定いたしました。 

  次に、137ページになりますが、２項高額療養費、１目の一般被保険者高額療養費でございますが900万円増

の8,000万円を見込んだところでございます。２目の退職被保険者等高額療養費につきましては、前年度より

600万円減の700万円でございます。 

  次の138ページにかけてになりますが、４項１目の出産育児一時金につきましては、10件分の420万円を見込

ませていただきました。 

  また、５項１目の葬祭費でございますが、前年度と同額の22件分、110万円を見込んだところでございます。 

  続きまして、３款の後期高齢者支援金等でございますが、後期高齢者医療制度において、現役世代からの支

援として各保険制度から支払基金へ拠出するものでございまして、１目の後期高齢者支援金では5.5％、803万

4,000円減の１億3,766万8,000円とさせていただきました。特定財源のその他は共同安定化事業交付金、基盤

安定繰入金、財政安定化繰入金でございます。 

  次に、139ページをごらんください。 

  ６款の介護納付金につきましては、第２号被保険者の納付金として、支払基金へ納付するものでございます

が、7.9％、519万4,000円減の6,044万2,000円の計上でございます。 

  次に、７款共同事業拠出金につきましては、平成30年４月に国保の都道府県へ移管する前段としての制度改

正があり、平成27年度から今まで対象になっていなかった30万円未満の医療費についても、対象とされること

となり、これに対応する国保連合会への拠出金でございます。157万1,000円減の２億6,598万7,000円の計上で

ございます。 

  １目の高額医療費拠出金では、178万8,000円増の2,493万7,000円。 

  140ページをお願いいたします。 

  ２目のその他共同事業拠出金は、存目の計上でございまして、３目の保険財政共同安定化事業拠出金では、

ただいま説明させていただいたようなことにより、335万9,000円減の２億4,104万9,000円を見込まさせていた

だいたものでございます。その他財源につきましては、国保連合会からの共同安定化事業交付金でございます。 

  続きまして、８款の保険事業費でございます。１項１目の特定健康診査等事業費につきましては、前年度と

ほぼ同額の1,233万6,000円をお願いするものでございます。13節の茂原市長生郡医師会への特定健康診査委託

料ほか、特定健康診査及び特定保健指導に係るものでございます。 

  次の141ページにかけてとなりますが、２項１目の保健衛生普及費につきましては、広報の作成、また医療

費通知の郵便料で36万1,000円を、２目の疾病予防費につきましては731万円をお願いいたしました。人間ドッ

クの委託料は145名分を見込んでおります。 

  ９款の基金積立金の100万1,000円は、条例積み立て分と基金利息でございます。 

  11款の諸支出金につきましては、保険税の還付金等88万3,000円でございます。 

  次の142ページ、予備費につきましては、前年度と同額の100万円でございます。 

  続きまして、歳入のご説明を申し上げます。 
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  戻りまして130ページをお願いいたします。 

  １款の国民健康保険税につきましては、保険給付費等の歳出予定額並びに、国・県支出金、療養給付費等交

付金、前期高齢者交付金等、歳入予定額を見込む中、また、被保険者の所得の減少等を勘案し、予算額２億

5,821万6,000円を見込んだものでございまして、前年度と比較いたしまして、5,138万4,000円の減でございま

す。27年度に被保険者均等割額をそれぞれ約3,000円引き上げ、1,000万円ほど税収がふえたと思われますが、

決算見込みでは、２億6,000万円前後と予想され、多く望めないのが実情でございます。重ねての税率改正も

状況によっては検討する必要があるものと考えております。 

  １目の一般被保険者国民健康保険税におきましては、4,220万円減の２億3,630万円、２目の退職被保険者等

国民健康保険税は、918万4,000円減の2,191万6,000円を見込んだところでございます。 

  次の131ページでございます。 

  ３款の国庫支出金の総額につきましては、2,994万1,000円減の２億1,747万4,000円でございます。内訳でご

ざいますが、１項１目の療養給付費等負担金では、1,600万円の減、１億6,500万1,000円。主に給付費の減に

よるものでございます。国庫の療養給付費に対する交付率は32％です。２目高額医療費共同事業負担金は拠出

金の４分の１の負担率でございまして、623万4,000円でございます。３目特定健康診査等負担金は対象経費の

３分の１負担で108万8,000円でございます。 

  次の２項１目財政調整交付金でございますが、1,438万8,000円減の4,515万円を見込んでおります。 

  次の４款は退職被保険者分に係る療養給付費等交付金でございますが、退職被保険者の給付費の減により、

2,400万円減の6,500万1,000円を見込んでおります。 

  ５款前期高齢者交付金は、65歳から74歳までの前期高齢者の各保険者の加入割合による負担の不均衡を調整

するため、支払基金からの交付でございまして、前々年度の精算の関係から5,679万1,000円減の２億6,574万

2,000円を見込んでおります。 

  ６款県支出金でございますが、1,086万7,000円増の6,056万1,000円でございます。内訳でございますが、１

項１目高額医療費共同事業負担金、次の２目特定健康診査等負担金は、国分と同額でございます。 

  次の132ページにかけての２項１目財政調整交付金では、1,042万円増の5,323万9,000円を見込んでおりまし

て、前期高齢者交付金の減によりまして、こちらのほうは増となっております。県の財政調整交付金の交付率

は９％となっております。 

  ７款共同事業交付金、１項１目高額医療費共同事業交付金につきましては、80万円を超える医療費を対象と

する事業でございまして、前年度より1,341万9,000円増の3,221万9,000円を見込んでおります。また、２目保

険財政共同安定化事業交付金は、先ほど歳出で説明させていただいたとおり、27年度から制度改正があり、30

万円未満の医療費に対しても対象とされることとなり、拠出もふえますが、交付金もふえることとなり、28年

度では、3,392万4,000円増の２億5,091万円を見込んでおりまして、それぞれ国保団体連合会から交付される

ものでございます。 

  次の９款繰入金でございますが、5,273万4,000円増の１億2,736万2,000円でございます。内訳でございます

が、１項１目財政調整基金繰入金は、ほぼ全額の2,800万円を繰り入れます。２目一般会計繰入金では、前年

比較2,473万5,000円増の9,936万2,000円でございまして、１節、２節及び５節につきましては、保険税の均等
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割、平等割の軽減を基礎とした繰り入れであり、３節は職員給与費、４節の助産費等に係る繰入金です。助産

費等に係る繰入金では、支給額42万円の３分の２相当で10件分を見込んでおります。 

  10款繰越金では、前年度の繰越金でございまして、4,900万6,000円の計上でございます。 

  次の133ページ、11款諸収入につきましては、延滞金、預金利子、第三者納付金等80万7,000円を計上させて

いただきました。 

  以上、歳入歳出予算の総額は、前年度に比較いたしまして、1.1％、1,520万円減の13億2,730万円とさせて

いただくものでございます。 

  143ページからは給与費明細となりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 

  続きまして、議案第26号 平成28年度長南町後期高齢者医療特別会計予算の内容につきまして、ご説明をさ

せていただきます。 

  議案書76ページをお願いいたします。 

  平成28年度長南町後期高齢者医療特別会計予算について。 

  平成28年度長南町後期高齢者医療特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、予算書の153ページをお開きいただきたいと存じます。 

  後期高齢者医療特別会計につきましては、千葉県の後期高齢者医療連合の後期高齢者医療に関する条例に規

定されました資格の得喪事務、あるいは保険料の徴収事務に係る経費を町特別会計予算でお願いするものでご

ざいます。後期高齢者医療の本町の状況でございますが、本年１月１日現在、被保険者数は1,721名でござい

ます。 

  それでは、内容の説明に入らせていただきます。 

  平成28年度長南町の後期高齢者医療特別会計は、次に定めるところによらさせていただくものでございます。 

  第１条の歳入歳出予算でございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億170万円と定めるも

のでございます。 

  ２項といたしまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による

ものでございます。 

  それでは、事項別明細書によりまして、歳出からご説明をさせていただきます。 

  159ページをお願いいたします。 

  １款総務費におきましては、234万1,000円をお願いするところでございます。内訳といたしまして、１項１

目一般管理費は17万円であり、決定通知等を発送する際の封筒の印刷費のほか、年齢到達者への保険証の郵便

料等でございます。２項１目の徴収費につきましては、217万1,000円をお願いするものでございます。保険料

の徴収事務に係ります電算処理委託料のほか、納入通知書の郵送料でございます。特定財源のその他財源は一

般会計からの事務費繰入金と広域連合からの事務費補助でございます。 

  次に、２款の後期高齢者医療広域連合納付金におきましては、9,699万1,000円を見込んだところでございま

す。納入されました保険料と保険基盤安定の負担金を合わせまして広域連合へ納付するものでございます。特

定財源のその他財源は一般会計からの保険基盤安定繰入金でございます。 
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  次に、３款の保険事業費では、人間ドックの委託料ほかとして、176万6,000円をお願いするものでございま

して、35件を見込んでおります。特定財源のその他財源は広域連合からの人間ドック助成金としての長寿健康

増進事業補助金でございます。 

  次の４款諸支出金は、次の160ページにまたがりますが、保険料の還付金等で10万2,000円を計上させていた

だきました。特定財源のその他財源は、広域連合からの保険料還付金等でございます。 

  ５款の予備費につきましては、前年度と同額の50万円を計上させていただきました。 

  続きまして、158ページの歳入のほうに戻っていただきたいと存じます。 

  １款の後期高齢者医療保険料でございますが、この２月10日開催の千葉県後期高齢者広域連合議会において、

保険料率の見直しが議決され、その試算に基づきまして、本年度は6,502万円を見込んだところでございます。

前年度に比較しまして、8.8％、528万5,000円の増となるところでございます。保険料率につきましては、均

等割額が４万1,200円、2,500円の増、所得割率が8.07％、0.64％の増であり、賦課限度額は57万円、前年同と

なりました。保険料率等は、28年度、29年度の２カ年間適用されることとなります。 

  ２款の繰入金でございますが、291万9,000円増の3,354万9,000円を見込んだところでございます。１節の保

険基盤安定繰入金は、低所得者分の保険料軽減に対しての補塡分でございまして、４分の３が県から、残りの

４分の１を町が負担し、一般会計を経由して3,175万円を繰り入れるものでございます。２節の事務費繰入金

で179万9,000円を見込んだところでございます。 

  続きまして、３款の繰越金といたしまして、71万9,000円を計上させていただいたところでございます。前

年度からの繰越金を予定したものでございます。 

  ４款の諸収入でございますが、広域連合からの保険料の還付金、雑入で賦課徴収事務費及び人間ドックの助

成に係る長寿健康増進事業補助金で241万2,000円の計上でございます。 

  以上、歳入歳出予算の総額を前年度に比較しまして、8.9％、830万円増の１億170万円とさせていただくも

のでございます。 

  以上が、議案第25号 平成28年度長南町国民健康保険特別会計予算及び、議案第26号 平成28年度長南町後

期高齢者医療特別会計予算の内容でございます。 

  大変雑駁な説明でございましたが、ご審議を賜りまして、ご可決くださいますようよろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第25号及び議案第26号の内容の説明は終わりました。 

  議案第27号の内容の説明を求めます。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

〔保健福祉課長 荒井清志君登壇〕 

○保健福祉課長（荒井清志君） それでは、議案第27号の内容につきまして、説明させていただきます。 

  議案書の77ページをお願いします。 

  議案第27号 平成28年度長南町介護保険特別会計予算について。 

  平成28年度長南町介護保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 
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  それでは、別冊の予算書の163ページをお願いします。 

  まず、説明の前に、平成28年度１月１日現在の介護保険の状況について説明申し上げます。 

  65歳以上の第１号被保険者の数は、１月１日現在で3,152名でございます。高齢化率は37.7％となりまして、

前年度比1.1％上昇しております。介護認定者は539名でございまして、このうちの87％に当たる469名の方が

何らかの介護サービスを利用されております。内訳でございますが、居宅介護サービスを利用されている方が

317名、施設で介護を受けていらっしゃる施設介護サービスを利用されている方が128名、地域密着型介護サー

ビスを利用されている方が24名となっております。前年度の同時期に比べますと微増という状況になっており

ます。この状況をベースに予算は編成しております。 

  それでは、内容に入らせていただきます。 

  平成28年度長南町介護保険特別会計です。 

  第１条、歳入歳出予算でございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10億5,600万と定めるも

のでございます。 

  第２条は、歳出予算の流用できる範囲を示したものでございます。 

  それでは、事項別明細書によりまして、歳出から説明させていただきます。 

  173ページをお願いします。 

  第１款総務費につきましては、前年度比133万2,000円増の2,321万2,000円をお願いするものでございます。

特定財源のその他財源は、一般会計からの運営費の繰入金でございます。国庫支出金の1,000円は、事業費補

助金となりますが、まだ額が未確定なので、1,000円を計上させていただいております。 

  １項１目一般管理費につきましては、1,367万9,000円をお願いするものでございます。主な内容でございま

すが、人件費１名分のほか、日常生活圏ニーズ調査データ作成委託料及び県からの事務移管のために導入しま

す、介護保険指定期間管理システムの導入経費としての委託料でございます。 

  174ページをお願いします。 

  一番下になりますが、３項１目の認定調査費等については、792万5,000円をお願いするものでございます。

審査件数の増加を見込み、７節で調査員の賃金、19節負担金で、広域で行っております認定審査会の経費等、

合わせて83万4,000円を増額させて計上させていただいたところでございます。 

  175ページをお願いします。 

  ２款の保険給付費につきましては、認定者・利用者とも安定傾向でありますが、平成27年度の利用状況に基

づく推計により、サービス必要量を見込んだものでございます。全体では0.8％、846万7,000円減の９億9,064

万7,000円を見込んだところでございます。減額になった要因としては、要支援者への訪問介護、通所介護の

給付費関連が４項の地域支援事業に1,491万9,000円移行したための減となります。保険給付費全体の特定財源

につきましては、それぞれの負担割合に基づき、国県支出金は介護給付費負担金及び調整交付金で４億52万

2,000円、また、その他財源につきましては、支払基金からの交付金、一般会計からの介護給付費繰入金及び

介護給付費準備基金からの繰入金で４億904万7,000円でございます。 

  １項の介護サービス等諸費は、要介護と認定された方の給付費となり、704万減の８億9,134万5,000円を見

込んだところでございます。 
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  176ページをお願いいたします。 

  ２項の介護予防サービス等諸費については、要支援に認定された方の給付費となりますが、28.4％減の

1,699万6,000円の計上でございます。 

  177ページをお願いします。 

  ３項その他諸費、１目審査支払手数料につきましては、国保連合会への審査支払手数料となります。1,110

件分、69万3,000円を見込んだところでございます。 

  ４項高額介護サービス費につきましては、前年度に比べ100万円減の2,100万円の予算計上でございます。 

  １目高額介護サービス費の内容は、利用者負担は１割でございますが、利用者負担が一定額を超えた場合に

給付するものとなります。 

  ５項の高額医療合算介護サービス費については、前年度とほぼ同様の300万円の計上でございます。高額医

療合算介護サービス費の内容は、医療と介護保険の両方の自己負担分を合算しまして、一定額を超えた部分を

給付するもので、これも利用者負担を軽減するものとなります。 

  ６項の特定入所者介護サービス費につきましては、5,761万3,000円の計上でございます。これは低所得の方

の負担を軽減するため、入所の際、食費や居住費に負担限度額を設けて、それを超えた部分に給付するもので

ございます。 

  178ページをお願いいたします。 

  ４款の地域支援事業費につきましては、2,013万3,000円増の4,013万7,000円をお願いするものでございます。

地域支援事業費全体の財源につきましては、それぞれの負担割合に基づきまして、国県支出金の地域支援事業

交付金で1,610万4,000円、また、その他財源につきましては、支払金からの交付金、一般会計からの地域支援

事業繰入金で1,651万8,000円でございます。 

  １項介護予防・日常生活支援総合事業費につきましては、制度改正に対応し、新しくふやした項目となりま

す。総合事業を展開する事業費を計上するもので、2,394万3,000円の計上でございます。この項で要支援者の

訪問介護、通所介護の費用負担を行うことになります。 

  179ページをお願いします。 

  下のほうになりますが、２項包括的支援事業等費につきましては、1,528万9,000円をお願いするものでござ

います。主な内容でございますが、包括支援センターの運営にかかわります人件費２名分のほか、次のページ、

180ページになりますが、14節使用料で給付管理を行うための運営システムの使用料、総合事業を検討するた

めの委託料、負担金補助及び交付金となります。 

  ３項の任意事業は90万5,000円の予算計上となります。この項で認知症にかかわる家族の支援事業、寝たき

り高齢者を在宅で介護する家族への支援事業を行ってまいります。 

  181ページをお願いします。 

  ５款諸支出金、６款予備費につきましては、前年度並みの予算計上でございます。 

  なお、182ページ以降に給付費の明細を記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

  続きまして、歳入について説明申し上げます。 

  170ページにお戻りください。 
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  １款保険料につきましては、65歳以上からの方々の保険料となります。平成28年度予算額は１億8,817万

9,000円を見込んだところでございます。27年度に比較して２％、377万6,000円の増と見込んでおります。 

  ３款の国庫支出金から次のページ、171ページの６款財産収入と７款寄附金を除きまして、８款の繰入金ま

では歳入の特定財源で説明申し上げましたとおり、それぞれの法定負担割合で歳入を見込んでおりますので、

説明は省略させていただきたいと存じます。 

  ８款繰入金のうち、１項４目の軽減費繰入金につきましては、前年度より消費税増額分を社会保障費に充当

する施策の一つとして、低所得者層に係る介護保険料を減額する目的で交付されるものでございます。平成28

年度は141万6,000円を計上させていただくもので、負担割合は国が50％、県が25％、町が25％となっておりま

す。 

  ２項基金繰入金、１目の介護給付費準備基金繰入金の783万2,000円につきましては、介護給付費準備基金か

らの繰入金を見込んだところでございます。 

  続きまして、９款の繰越金でございますが、前年度繰越金といたしまして、100万円の計上を見込んだとこ

ろでございます。 

  171ページ、10款の一番下、10款の諸収入につきましては、３項４目の雑入で介護予防普及啓発事業の利用

料ほか71万2,000円を見込んでおります。 

  以上が、議案第27号 平成28年度長南町介護保険特別会計予算の内容でございます。 

  大変雑駁な説明でございましたが、ご審議賜りまして、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第27号の内容の説明は終わりました。 

  議案第28号の内容の説明を求めます。 

  建設環境課長、岩﨑利之君。 

〔建設環境課長 岩﨑利之君登壇〕 

○建設環境課長（岩﨑利之君） それでは、議案第28号 平成28年度長南町笠森霊園事業特別会計予算の内容に

つきまして、ご説明させていただきます。 

  議案書の78ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第28号 平成28年度長南町笠森霊園事業特別会計予算について。 

  平成28年度長南町笠森霊園事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  恐れ入りますが、予算書の191ページをお開きいただきたいと存じます。 

  初めに、霊園事業の概要についてご説明させていただきます。 

  笠森霊園につきましては、事業開始して以来、37年が経過し、利用者の高齢化に伴い、安全で利便性の向上

に向けた施設の改修、整備を図り、墓所全体の維持管理を中心とした管理・運営に努めているところでござい

ます。運営につきましては、墓所管理料の滞納整理はもとより、返還墓所の販売を促進し、経営面では事務費

等経費の節減に努め、公営霊園として適正で効率的な管理・運営に努めてまいります。 

  本年度につきましては、利用者の安全性を高めるため、墓所のり面の補修工事、返還墓所の販売に向けた墓

石の撤去工事、イノシシの被害防止のための防護柵の設置工事などを計画させていただいております。 
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  それでは、内容に入らせていただきます。 

  平成28年度長南町の笠森霊園事業特別会計予算は、次に定めるところによらせていただくものでございます。 

  第１条の歳入歳出予算でございますが、予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,100万円とさせていただくもの

でございます。 

  第２項といたしまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算によ

るものでございます。 

  第２条の一時借入金でございますが、地方自治法の規定により、借り入れの最高額は2,000万円と定めるも

のでございます。 

  それでは、事項別明細書により、歳出からご説明させていただきますので、197ページをお開きいただきた

いと存じます。 

  １款霊園総務費、１項１目霊園管理費でございますが、前年度に比較し、178万8,000円増の4,175万6,000円

を計上させていただいたところでございます。人件費では、職員１名の給与、また賃金では嘱託非常勤職員、

通常業務２名、休日業務２名、計４名の賃金を計上させていただいております。11節需用費では、公用車の燃

料、整備代、管理棟の光熱費等、前年度比８万9,000円減の328万9,000円を計上させていただいてございます。 

  次に198ページをお開きいただきたいと存じます。 

  13節委託料では、管理料電算処理委託料におきまして、平成29年の消費税改定に伴います管理料通知書修正

業務が追加されることなどにより、前年度比140万4,000円増の1,670万4,000円を計上させていただいたもので

ございます。 

  次の199ページをお願いいたします。 

  ２款霊園施設費、１項１目霊園施設費でございますが、1,819万4,000円を計上させていただいたところでご

ざいます。13節委託料、墓所維持管理委託料では、例年実施しております芝墓所における芝の専門業者による

除草剤、肥料散布委託料や、のり面の雑木、枝切り等の作業委託料等で189万円を計上させていただいており

ます。15節工事請負費では、返還墓所販売に向けた墓所の撤去工事、施設維持の墓所のり面の補修工事や墓所

の沈下防止工事、さらにはイノシシ被害防止対策として、防護柵の設置工事費で1,319万円7,000円を計上させ

ていただいたところでございます。 

  ３款１項公債費５万円、４款１項予備費100万円につきましては、例年と同額の計上でございます。 

  次に、歳入でございますが、恐れ入りますが、196ページにお戻りいただきたいと存じます。 

  １款１項事業収入でございますが、前年度に比較し、33万3,000円減の5,142万5,000円を計上させていただ

いております。１目墓所使用料でございますが、苑内全体の区画数9,280区画のうち9,136区画、98.4％が使用

許可済みで、空き墓所については144区画となっております。前年度並みの56区画分の返還墓所販売を見込み、

前年度比15万8,000円減の1,199万2,000円を計上させていただいたものでございます。３目墓所管理料につき

ましては、前年度比18万6,000円減の3,637万8,000円を計上させていただいてございます。 

  ２款財産収入４万3,000円、３款寄附金、存目1,000円につきましては、前年度と同額の予算を計上させてい

ただきました。 

  次に、４款の繰入金につきましては、財政調整基金から843万3,000円の繰り入れを計上させていただき、工
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事費に充当させていただくものでございます。 

  ５款繰越金の前年度繰越金100万円、６款諸収入９万8,000円につきましては、前年度と同額の計上をさせて

いただいたものでございます。 

  以上、歳入歳出それぞれ6,100万円をお願いするものでございます。 

  なお、200ページ以降につきましては、給与費明細書となっておりますので、後ほどごらんいただきたいと

存じます。 

  以上が、平成28年度長南町笠森霊園事業特別会計予算の内容でございます。 

  大変雑駁な説明でございましたが、ご審議賜りまして、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第28号の内容の説明は終わりました。 

  議案第29号の内容の説明を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

〔産業振興課長 岩﨑 彰君登壇〕 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 議案第29号 平成28年度長南町農業集落排水事業特別会計予算の内容につきま

して、ご説明を申し上げます。 

  議案書の79ページをお開きください。 

  議案第29号 平成28年度長南町農業集落排水事業特別会計予算について。 

  平成28年度長南町農業集落排水事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  予算書の209ページをごらんいただきたいと思います。 

  初めに農集処理区域の３地区全体の平成28年１月末現在の接続の状況につきまして、ご報告を申し上げます。

加入戸数は1,073戸で、うち接続戸数869戸、前年度比６戸増の、接続率では81％という状況でございまして、

適切な維持管理に努めているところでございます。 

  それでは、内容に入らせていただきます。 

  平成28年度長南町農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによらせていただくものでござい

ます。 

  第１条により、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億1,118万円とさせていただくものでございま

す。 

  ２項といたしまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による

ところでございます。 

  第２条、一時借入金でございますが、地方自治法の規定によりまして、借入額の最高額は2,000万円とさせ

ていただくものでございます。 

  それでは、事項別明細書によりまして歳出から説明させていただきますので、215ページをお開きください。 

  まず、１款総務費、１項１目一般管理費でございますが、651万3,000円をお願いするものでございます。こ

の内容につきましては、２節、３節、４節は職員の人件費でございます。11節需用費、12節役務費につきまし
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ては、事務的経費でございます。13節委託料では、施設の使用料、システム保守管理委託料として26万円を計

上させていただきました。19節負担金及び交付金は、総合事務組合負担金63万6,000円が主なものでございま

す。216ページをお開きいただきたいと思います。27節公課費につきましては、自動車重量税、消費税97万円

でございます。 

  ２款事業費、１項１目施設管理費でございますが、4,064万3,000円をお願いするものでございます。この内

容につきましては、11節需用費から13節委託料まで処理場施設と中継ポンプの維持管理費が主な内容でござい

ます。15節工事請負費につきましては、管路の施設維持工事といたしまして100万、新規加入に伴う排水管新

設工事163万1,000円をお願いするものでございます。16節原材料費は、補修用の資材購入費でございます。 

  ３款公債費でございますが、１項１目元金は１億2,592万2,000円、２目利子につきましては3,772万2,000円

で、合わせまして１億6,364万4,000円の計上をさせていただきました。これは、地方債35件の償還金でござい

ます。 

  ４款予備費につきましては、前年度同額の100万円の計上をお願いするところでございます。 

  次に、歳入についてご説明させていただきますので、214ページにお戻りいただきたいと思います。 

  １款１項１目農業集落排水事業分担金でございますが、84万円で、新規加入といたしまして２件分の分担金

を見込ませていただいたところでございます。 

  ２款１項１目処理施設使用料でございますが、4,132万9,000円で、前年度より39万円の減でございますが、

これは27年度末決算見込みをもとに計上をしたものでございます。 

  ３款１項１目一般会計繰入金でございますが、１億6,700万円で、前年度より200万円の増額をお願いするも

のでございます。これにつきましては、公債費及び人件費の一部に充てさせていただくものでございます。 

  ４款１項１目繰越金でございますが、前年度と同額の100万円を計上させていただくものでございます。 

  ５款１項１目預金利子につきましては、存目の計上でございます。２項１目雑入につきましては新規加入に

伴う排水管新設工事の負担金163万円を計上したものでございます。 

  歳入歳出合計それぞれ２億1,180万円、前年度から1,580万円の減をお願いするものでございます。 

  なお、218ページ以降は、給与費の明細等でございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。 

  以上、議案第29号 平成28年度長南町農業集落排水事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 

  大変雑駁な説明でございましたが、ご審議を賜り、ご可決くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第29号の内容説明は終わりました。 

  議案第30号の内容の説明を求めます。 

  ガス課長、大杉 孝君。 

〔ガス課長 大杉 孝君登壇〕 

○ガス課長（大杉 孝君） それでは、議案第30号 平成28年度長南町ガス事業会計予算の内容につきまして、

ご説明申し上げます。 

  議案書の80ページをお開き願いたいと存じます。 

  議案第30号 平成28年度長南町ガス事業会計予算について。 

  平成28年度長南町ガス事業会計予算を別冊のとおり提出する。 
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  平成28年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  予算書は別冊となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

  １ページをお開き願いたいと思います。 

  平成28年度長南町ガス事業会計予算は次のとおり定めるところにさせていただきます。 

  第２条では、業務の予定量でございます。第１号、供給戸数は4,624戸、第２号、年間供給量は869万5,000

立方を、第３号、１日平均供給量は２万3,822立方メートルでございます。 

  次に、第３条、収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定めさせていただくものでございます。 

  初めに、収入でございます。 

  第１款ガス事業収益６億8,011万4,000円、前年度比1,168万1,000円の減となっております。なお、各項につ

きましては、予算実施計画でご説明をさせていただきます。 

  次に、支出でございます。 

  第１款ガス事業費用６億7,567万2,000円、前年度比1,246万4,000円の減となっております。 

  次に、２ページをお願いいたします。 

  収益的収入及び支出でございます。 

  第４条、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり定めさせていただくものです。なお、資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額１億8,275万6,000円は、当年度分損益勘定留保資金１億3,239万6,000円、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,281万円、建設改良積立金3,755万円で補塡をするものでございま

す。 

  初めに、収入でございますが、第１款資本的収入3,631万8,000円で、前年度比1,152万8,000円の減となって

おります。各項の内容につきましては、予算実施計画で説明をさせていただきます。 

  次に、支出でございます。 

  第１款資本的支出２億1,907万4,000円で、前年度比446万2,000円の増でございます。 

  次に、第５条企業債でございますが、起債の目的は本支管整備事業で、限度額は3,000万円を予定しており

ます。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載のとおりでございます。 

  次に３ページをお願いいたします。第６条、一時借入金の限度額は1,000万円と定めさせていただきます。 

  第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり、第１号では売上原価、

供給販売費、一般管理費、営業雑費用、営業外費用。第２号、建設改良費、企業債償還金とさせていただきま

す。 

  第８条、議会の議決を経なければ流用することができない経費でございますが、職員給与費6,220万円とさ

せていただきます。 

  第９条、棚卸資産の購入限度額でございますが、1,000万円と定めさせていただきます。 

  次に４ページをお願いいたします。 

  平成28年度ガス事業会計予算実施計画でございます。収益的収入及び支出の内容でございますが、初めに収

入でございます。 

  １款１項製品売上、１目ガス売り上げでございますが、６億5,066万1,000円、前年度比598万2,000円の減で
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ございます。販売見込み量として、869万5,000立方を見込んでおり、前年度比６万1,000立方メートルの減で

ございます。小口供給分では、需要の減少により471万5,000立方を、大口供給分では２社で398万立方メート

ルを見込んでおり、販売量全体の45.8％となっております。 

  次に、２項営業雑収益、１目受注工事収益は1,753万4,000円で、内管工事収入として、小学校を含む111件

分を見込んでおります。２目器具販売収益21万6,000円は、ガス漏れ警報器収入でございます。 

  ３項営業外収益、１目受取利息、２目は改正によります長期前受金戻し入れ、３目は雑収入でございます。 

  次に、５ページをごらんいただきたいと思います。 

  支出の内容でございます。 

  １款１項売上原価、１目ガス売上原価は３億7,053万3,000円で、892万立方メートル分の原ガス購入費でご

ざいます。前年度比225万5,000円の減で、販売量の減によるものでございます。関東天然瓦斯及び合同資源か

らの購入でございます。 

  ２項供給販売費でございますが、２億2,681万5,000円で、前年度比259万5,000円の減でございます。 

  １目から８目までは職員３名分の人件費でございます。 

  ９目修繕費1,079万8,000円は、ガス工作物修繕、検満メーター漏えい修繕等でございます。 

  10目特別修繕引当金繰入額900万円は、ガスホルダー開放検査工事のための積立金でございます。 

  19目委託作業費2,735万6,000円は、保安規定に基づく各家庭の消費機器調査、導管漏えい検査、検針業務等

でございます。 

  21目固定資産除却費250万円は、ガスメーター機器及び導管の撤去に伴う除却費でございます。 

  次に６ページをごらんいただきたいと思います。 

  24目減価償却費では、１億4,071万4,000円の計上でございます。 

  ３項一般管理費では、3,948万1,000円でございます。２目から８目までは職員３名分の人件費でございます。

10目の賃借料978万円は財務会計システム及びガス料金システム等の賃借料でございます。 

  ４項営業雑費用1,648万6,000円でございます。１目受注工事費用では、内管工事費111件分の指定工事店へ

支払う工事費を見込んでおります。２目はガス警報器購入費でございます。 

  ５項営業外費用は1,235万7,000円でございます。企業債利息、消費税及び地方消費税でございます。 

  ６項予備費は、前年度と同額の1,000万円を計上しております。 

  次に７ページをお願いいたします。 

  資本的収入及び支出でございます。 

  初めに、収入でございます。 

  １款１項資本的収入、１目企業債でございますが、3,000万円の借り入れを予定しております。白ガス管改

善工事の財源に充当をするものでございます。 

  ２項１目工事負担金631万8,000円は長生グリーンライン建設に伴うガス管移設工事負担金などでございます。 

  次に、支出でございます。 

  １款１項建設改良費、１目工事費１億4,985万円で、白ガス管改善工事、供給管取り出し工事でございます。

白ガス管の改善工事として14路線、3,980メートルを予定しております。 
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  ２目固定資産購入費101万2,000円は、ガスメーター器購入費として、３目工事負担金2,840万4,000円は、町

道の舗装本復旧工事の負担金として、４目以降は職員２名分の人件費でございます。 

  ２項１目企業債償還金は2,572万1,000円でございます。 

  次に、８ページをお願いいたします。 

  平成28年度ガス事業予定キャッシュフロー計算書でございます。業務活動によって、実際に得られた収入か

ら支出を差し引いて手元に残る資金の流れをあらわしたものでございます。右側下の行になりますが、各業務

の合計額の試算増加額はマイナス2,410万円を予定し、28年度資金期末残高は１億3,609万2,000円の見込みで

ございます。 

  続きまして、９ページでございますが、注記事項を記載したものでございます。会計方針等の事項でござい

ます。 

  次に10ページをお願いいたします。 

  平成28年度ガス事業会計予定損益計算書でございます。平成28年４月から29年３月末までの１年間のガス事

業の経営成績を税抜きであらわしたものでございます。１の営業収益から５の営業外費用までを算出しました

当年度純利益は、右側下から３行目で、163万2,000円を見込むものでございます。前年度繰越利益剰余金を加

えまして、当年度未処分利益剰余金は1,232万2,000円とさせていただくものでございます。 

  次に、11ページをお願いいたします。 

  平成28年度ガス事業会計予定貸借対照表でございます。 

  ガス事業の財政状態を明らかにするため、平成29年３月末時点において保有する全ての資産、負債及び資本

を総括的にあらわしたものでございます。 

  まず、資本の部では、１の固定資産と２の流動資産の合計、一番下の二重線になりますが、資産合計は16億

6,718万3,000円となります。 

  次に、12ページをお願いいたします。 

  負債の部では、３の固定負債、４の流動負債、５の繰延収益までの負債合計は８億1,614万2,000円となりま

す。次に資本の部となりますが、６の資本金及び７の剰余金の資本合計は８億5,104万1,000円となり、一番下

の二重線となりますが、負債・資本合計は16億6,718万3,000円となります。先ほどの11ページの資産合計と負

債・資本合計が、複式記帳の法則により、双方ともに同額となっております。 

  なお、13ページから17ページまでは給与費明細書となっております。 

  18ページは債務負担行為に関する調書でございます。 

  19ページ以降は参考資料として、予算実施計画を長南町、睦沢町に分けた内容でございます。後ほどごらん

をいただきたいと思います。 

  以上、大変雑駁な説明ではございましたが、議案第30号 平成28年度長南町ガス事業会計予算の内容の説明

とさせていただきます。ご審議賜り、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第30号の内容の説明は終わりました。 

  以上で、一括議題とした承認第１号から議案第30号までの内容の説明は終わりました。 

  お諮りします。 
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  日程第７、承認第１号から日程第39、諮問第２号までについては、本日は説明を聞く程度にとどめ、後日、

質疑・討論・採決をしたいと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 異議なしと認めます。 

  日程第７、承認第１号から日程第39、諮問第２号までについては、後日、質疑・討論・採決をすることに決

定しました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎散会の宣告 

○議長（板倉正勝君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  明日２日は午前10時から会議を開きます。 

  本日はこれで散会とします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ４時２９分） 


