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平 成 ２ ９ 年 第 １ 回 長 南 町 議 会 定 例 会 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成２９年３月１日（水曜日）午前９時開会 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期日程等の議会運営について（委員長報告） 

日程第 ３ 会期決定の件 

日程第 ４ 諸般の報告 

日程第 ５ 施政方針 

日程第 ６ 請願第 １号 障害児者の「くらしの場」の拡充を求める請願 

日程第 ７ 議案第 １号 長南町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第 ２号 長南町立小学校跡地活用検討委員会設置条例の制定について 

日程第 ９ 議案第 ３号 長南町公共施設等整備基金条例の制定について 

日程第１０ 議案第 ４号 （仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会設置条例の制定について 

日程第１１ 議案第 ５号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第 ６号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第 ７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 

日程第１４ 議案第 ８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 

日程第１５ 議案第 ９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 

日程第１６ 議案第１０号 長南町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

日程第１７ 議案第１１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 

日程第１８ 議案第１２号 長南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め 

             る条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１９ 議案第１３号 長南町ふるさとふれあい公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の 

             制定について 

日程第２０ 議案第１４号 長南町介護保険条例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 

日程第２１ 議案第１５号 長南町道路線の変更について 

日程第２２ 議案第１６号 長南町道路線の認定について 

日程第２３ 議案第１７号 平成２８年度長南町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第２４ 議案第１８号 平成２８年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

日程第２５ 議案第１９号 平成２８年度長南町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 
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日程第２６ 議案第２０号 平成２８年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２７ 議案第２１号 平成２８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 

日程第２８ 議案第２２号 平成２８年度長南町ガス事業会計補正予算（第１号）について 

日程第２９ 議案第２３号 平成２９年度長南町一般会計予算について 

日程第３０ 議案第２４号 平成２９年度長南町国民健康保険特別会計予算について 

日程第３１ 議案第２５号 平成２９年度長南町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第３２ 議案第２６号 平成２９年度長南町介護保険特別会計予算について 

日程第３３ 議案第２７号 平成２９年度長南町笠森霊園事業特別会計予算について 

日程第３４ 議案第２８号 平成２９年度長南町農業集落排水事業特別会計予算について 

日程第３５ 議案第２９号 平成２９年度長南町ガス事業会計予算について 

日程第３６ 同意第 １号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１３名） 

     １番   岩  瀬  康  陽  君    ２番   御 園 生     明  君 

     ３番   松  野  唱  平  君    ４番   河  野  康 二 郎  君 

     ５番   森  川  剛  典  君    ６番   大  倉  正  幸  君 

     ７番   板  倉  正  勝  君    ８番   左     一  郎  君 

     ９番   加  藤  喜  男  君   １０番   仁 茂 田  健  一  君 

    １１番   丸  島  な  か  君   １２番   和  田  和  夫  君 

    １４番   松  崎  剛  忠  君 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────────────────―― 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 平  野  貞  夫  君 副 町 長 麻  生  由  雄  君 

教 育 長 小  髙  憲  二  君 会 計 管 理 者 常  泉  秀  雄  君 

総 務 課 長 田  邉  功  一  君 企画政策課長 田  中  英  司  君 

財 政 課 長 土  橋  博  美  君 税務住民課長 仁 茂 田  宏  子  君 

保健福祉課長 荒  井  清  志  君 産業振興課長 岩  﨑     彰  君 

農地保全課長 松  坂  和  俊  君 建設環境課長 唐  鎌  伸  康  君 

ガ ス 課 長 大  杉     孝  君 学校教育課長 永  野  真  仁  君 
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学校教育課主幹 浅  生  博  之  君 給 食 所 長 中  村  義  貞  君 

生涯学習課長 岩  﨑  利  之  君   

───────────────────────────────────────────────────────────── 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長 大  塚  孝  一 書 記 鈴  木  直  幸 

書 記 片  岡     勤   
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◎開会の宣告 

○議長（板倉正勝君） ただいまから、平成29年第１回長南町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時０３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。 

  本定例会の会議録署名議員は、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21日に委員会を開催し、平成29年第１回定例会の議会運営について協議・検討いたし

ました。 

  本定例会に付議される事件は、条例の制定４件、条例の一部改正10件、道路線の変更・認定、平成28年度補

正予算６件、平成29年度各会計当初予算７件、同意１件の計30件が議題とされているほか、請願１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10日までの10

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29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、これに付託して分科会方式により詳細に審査すべきであるという結論に達し

ました。 

  また、請願については、所管の教育民生常任委員会に付託することといたしました。 
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  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29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。 

  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10日までの10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10日までの10日間と決定いたしました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎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、町長から議案29件、同意１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、本日までに受理した請願は１件であり、お手元に配付した請願文書表のとおりです。 

  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28年11月分から平成29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願いま

す。 

  これで、諸般の報告を終わります。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎施政方針 

○議長（板倉正勝君） 日程第５、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29年第１回定例議会開会に当たり、平成29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３年が経過し、任期最後の年となりました。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、心から感謝を申し上げます。 

  地方版総合戦略の実行元年とも言うべく昨年は、「教育の町・長南の再生」の一環として、東京家政大学と

連携協力に関する包括協定書を締結することができました。地方創生の推進や人材育成、学術等の発展などを
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目的とし、既に長南宿の魅力を再発見する協働プログラムや、特産品を使った「丼レシピ開発」など、学生た

ちの若さあふれる斬新な発想により、着々と人的交流も進んでおります。ご協力いただいた町民の皆様、関係

機関の方々に改めて感謝の意を表します。 

  平成29年度は、いよいよ４小学校統合による新「長南小学校」が開校します。９年間の一貫型教育を長生郡

市では初めての取り組みとしてスタートすることとなり、ふるさとを愛する「長南の子」を育む教育の拠点が

始動するわけであります。「学力と人づくりの教育」をテーマに、ＩＣＴを効果的に活用した確かな学力の育

成を図ってまいります。 

  また、統合に伴う４学校閉校後の跡地につきましては、長南町立小学校跡地活用検討委員会で活用案を検討

いただいておりますが、企業誘致をはじめ、斬新な活用アイデアによる新たな仕事の拠点として機能させるこ

とを考えております。 

  新年度は、「新たな拠点づくり構想による町の飛躍」をスローガンとして、本町の特長を生かし、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、我が国の経済状況について、景気は、このところ弱さも見られますが緩やかな回復基調が続いており、

先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で各種政策の効果もあり、この回復基調が続くよう期

待されております。 

  しかしながら、アジア新興国等の海外経済での弱さが見られており、その影響で我が国の景気が下押しされ

るリスクもあることから、また、イギリスのＥＵ離脱やトランプ新政権でのアメリカのＴＰＰ離脱問題など、

海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動の影響が不安視されております。 

  このような状況の中、国の新年度予算は、経済財政運営と改革の基本方針2016を踏まえ、引き続き経済・財

政再生計画の枠組みのもと、手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組み、施策の優先順位を洗い直し、

無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化するとしております。 

  町の財政状況は、平成27年度決算から見ますと、健全な財政運営を判断する指標のうち、実質公債費比率は

8.7％、将来負担比率は71.7％と早期健全化基準を下回っておりますが、２つの指標とも県内では高い水準に

あります。また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度と比較しますと12.2ポイント減の72.9％、

義務的経費は40.6％で、前年度より7.8ポイント減となっております。 

  この数値を見る限りでは、非常に財政状況はいいのかなというふうな思いもしますけれども、平成27年度は、

特別土地保有税の徴収猶予取り消しに伴う税収があったことによるもので、この特殊事情を除きますと、財政

は悪化しているというような状況になります。 

  このような状況の中、平成29年度予算につきましては、個人町民税、法人町民税をはじめとした町税の総額

は、前年度に比較し微増となっておりますが、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、財源対策のための留保財源の縮小により増収となっており、今なお厳しい状況となっております。平成27

年度からの継続事業でありました小中一貫校校舎整備事業や、防災行政無線デジタル化に伴う戸別受信機の更

新などの事業が終了したことにより、予算総額は昨年度と比較して３億3,100万円の減額となっております。 

  厳しい財政状況の中、事業の実施に当たっては、各基金からの繰り入れ、並びに臨時財政対策債等の借り入
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れによる財源措置を行い、新年度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の販売については、５区

画を販売し、順調な売れ行きで推移しており、完売を目指してまいります。引き続き、若者定住促進奨励金を

有効的に活用して、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。 

  また、昨年は、町内全体の持続可能な交通ネットワークの再構築を中心に、地域公共交通網形成計画を策定

しましたが、新年度は、それを具体的に地域の活性化や再生に結びつけていく、地域公共交通再編実施計画を

策定してまいりたいと考えております。 

  町道につきましては、町の活性化につながる圏央道茂原長南インターへのアクセス道路の整備と、道路スト

ック総点検の結果に基づく計画的な修繕工事、安心で安全な通学路の整備を進めてまいります。 

  地籍調査は、円滑な土地利用を図るため、継続的に調査を推進してまいります。 

  次に、「活気にあふれたまちづくり」では、新たな拠点づくり構想による町の飛躍を目指すべく、小学校跡

地活用及び西部工業団地計画跡地活用については、重要案件として捉え、スピード感を持って対処してまいり

ますが、何よりも地域住民の合意を最優先にしながら慎重に進めていきたいと思っております。 

  また、地方創生事業については、３年目を迎えますが、平成29年度の推進交付金をうまく活用し、千葉県や

関係市町村との官官連携を中心に、いわゆる広域連携事業版として企業誘致等を積極的に推し進めるとともに、

総合戦略で掲げる54事業について、さらなる具体的な事業施策を展開してまいります。 

  郷土の偉人（渡邉辰五郎）記念館事業につきましては、衰退する街中に活気とにぎわいを取り戻すべく、町

民の皆様が集い、憩える場となる施設を考えております。カフェレストランや児童公園を兼ね備えた施設で、

東京家政大学との交流の拠点にしていきたいとも思っております。28年度に策定します基本構想をもとに、新

年度においては、基本計画を策定してまいりたいと考えております。 

  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の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、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多様な担い手の育成・確保の手段を講じてまいります。 

  本町の基幹産業であります稲作につきましては、就農者の高齢化や後継者不足などによる先行き不安から、

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ため、

地域農業推進基金の活用や、農地集積への助成、新規就農者などの担い手に助成を行ってまいります。 

  また、国が行った米の生産調整の見直しによる、米の直接支払交付金及び主食用米の生産数量目標の配分が

平成29年度をもって廃止となります。米価の安定を図るため、国・県の動向を見ながら、本町の生産方針を検

討していきたいと思っております。 

  有害獣の被害につきましては、鳥獣被害対策実施隊を中心に、捕獲、防護の両面で、国・県の補助制度を活

用する中、町の単独補助も加え、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、これによって農地の維持、農業用施設の補

修、あるいは農村環境の保全など、さまざまな面での波及効果をもたらしていることから、引き続き導入地区

の拡大、推進に努めてまいります。 
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  商工業の振興につきましては、商工まつりなどを通じ、商店街や企業の活性化に向けた取り組みを引き続き

行ってまいります。 

  観光分野におきましては、観光客数の拡大に向け、観光施設への案内看板等の施設整備を行うとともに、ゴ

ルフ場との連携事業でありますゴルフ場キャンペーンをさらに魅力あるものにしてまいりたいと思っておりま

す。また、広域的な観光活性化を図るため、各観光連盟や協議会などが開催する県内観光施設や、県外でのイ

ベントに積極的に参加し、長南町の魅力を広く、多くの方に発信してまいります。 

  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、「災害に強いまち

づくり」を推進してまいります。本町では、災害が発生した場合の災害対応拠点となるべき役場庁舎の老朽化

が進んでおり、耐震に問題があることから、町民の皆様の安全・安心を第一に考えたとき、防災拠点となる庁

舎が必要不可欠となることから、建設に向け、町内検討会などを立ち上げ、進めてまいります。また、減災の

１つとして、一般住宅の耐震化を促進するため、耐震診断や耐震改修工事の経費に対し、一部を助成してまい

ります。さらに、地域経済の活性化と高齢化等に伴う住環境の改善として、戸建て住宅のリフォーム工事に対

し、本年度も継続して助成をしてまいります。 

  農業集落排水事業については、引き続き接続率の向上を図るとともに、施設の適切な維持管理に努めてまい

ります。 

  ガス事業については、本年４月からガス小売全面自由化が始まります。引き続き、魅力的なガス料金を維持

し、安全で快適な生活に貢献してまいります。 

  次に、「生き生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、総合的な健康管理を行

い、「町民が健康で安心して暮らせるまちづくり」を展開してまいります。 

  乳児健診、特定健診、各種がん検診などの各種検診は、疾病の予防、早期発見、早期治療に向け、健診の大

切さの周知、受診の勧奨を根気よく続け、受診率の向上に努めてまいります。 

  また、予防接種事業は、定期接種化が進んでおりますけれども、いまだ任意予防となっております高齢者の

肺炎球菌、乳幼児のロタウイルス、おたふくかぜのワクチン接種につきましては、引き続き国に先駆け、町の

公費負担で実施し、乳幼児から高齢者までの健康増進に努めてまいります。 

  福祉につきましては、少子高齢化、核家族化の進展に伴い、高齢者だけの世帯の増加、児童虐待、生活困窮

等の問題を抱えておりますが、関係機関と連携し、地域全体で支えられる「福祉のまちづくり」が必要と考え

ております。 

  このため、児童福祉につきましては、子育て交流館の利用促進を図るとともに、放課後児童クラブの施設に

ついては、現在の施設が山合いにあり、施設の老朽化やセキュリティにも問題があることから、子供たちが授

業終了後に自力で通える学校敷地内への移設を進めてまいります。この移設については、育児中の親御さんと

の対談の中で要望された事業であり、何よりも子供たちの安全性の確保と適切な保育環境の確保に配慮したも

のでございます。 

  また、少子化対策、子育て世代への経済支援として、第３子の出産祝金30万円の支給、子ども医療の高校生

まで支給を引き続き行ってまいります。 

  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
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まいります。 

  高齢者福祉につきましては、高齢化率が４割に近い本町にあっては、施策の全てが高齢者福祉につながって

いるので、精力的に取り組んでまいりたいと考えております。 

  疾病や障害の早期発見・早期支援・早期治療のため、介護予防事業をはじめ各種関連事業の充実を図ってま

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

生活が続けられるように、また施設での介護が必要になった場合でも、地域の施設で介護が受けられるよう、

各種サービスの充実、施設の整備に取り組んでまいります。 

  国民健康保険事業につきましては、平成30年度からの都道府県化に向けてスムーズな移行ができるよう準備

を進めながら、今後も引き続き被保険者が安定して医療を受けていけるよう、円滑な事業運営に努めてまいり

ます。 

  次に、「人と文化が輝く人間性豊かなまちづくり」では、学校教育においては、本年４月、新生「長南小学

校」の開校で始まります併設型小・中一貫教育は、「教育の町・長南」の新たな時代のスタートであり、子育

ての地として長南町を選んでもらえる施策を推進してまいります。 

  具体的には、ＩＣＴ推進により、小学校全児童にタブレットパソコンを配備することにより、先進的な教育

をはじめ、中学校の冷暖房設備による学び舎環境の整備などを推し進め、先人が築いてくれた地域の特色ある

歴史や伝統文化を継承した教育を学校・家庭・地域や関係団体の皆様と連携を図り、進めてまいります。さら

に、国際化に対応するため、英語教育のさらなる推進を図ってまいります。 

  社会教育については、人生80年代に対応した、子供から高齢者まで年齢及び内容に偏らない、地域や学校と

連携した各種教室や講座を開催し、より充実した時間を過ごせるよう、多様で質の高い学習機会の確保に努め

てまいります。 

  また、中央公民館につきましては、老朽化も進み耐震性の問題もあることから、文化ホールをあわせた複合

施設としての建設について、基礎調査を行ってまいります。 

  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、本町が広域に誇れる町内の歴史遺産・伝統文化の保護に努めながら、生涯学習

や観光など、さまざまな分野での活用を図り、「特長を生かしたまちづくり」の推進に努めてまいります。重

要史跡である「油田古墳群」については、昨年度に引き続き環境整備を行い、史跡公園化を図ってまいります。 

  社会体育においては、町体育協会やスポーツ推進委員と連携し、町民への生涯スポーツの普及や健康づくり

に取り組み、「健康で明るいまちづくり」を目指してまいります。 

  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

町の現状に見合った計画として、平成28年度に第５次行財政改革実施計画を作成いたしましたので、平成29年

度は、第２年次として進行管理に努めてまいります。 

  以上、平成29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いたします。 
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○議長（板倉正勝君） これで施政方針は終わりました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎請願第１号の教育民生常任委員会への付託 

○議長（板倉正勝君） 日程第６、請願第１号 障害児者の「くらしの場」の拡充を求める請願を議題とします。 

  請願第１号は、会議規則第92条第１項の規定によって、所轄の教育民生常任委員会にその審査を付託したい

と思いますが、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。 

  請願第１号については、教育民生常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第１号～同意第１号の上程、説明 

○議長（板倉正勝君） 日程第７、議案第１号 長南町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につい

てから日程第36、同意第１号 教育委員会委員の任命につき同意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） 議案第１号から同意第１号までの議案についてご説明申し上げます。 

  初めに、議案第１号 長南町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてでございますが、本

案は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律により、一定の期間において専門的な知識経験

が必要とされる業務や、業務量の増加が見込まれる業務等について、必要な人材を任期付職員として採用でき

るよう新たに条例を制定しようとするものでございます。 

  次に、議案第２号 長南町立小学校跡地活用検討委員会設置条例の制定についてでございますが、本案は、

現在、要綱で設置しております長南町立小学校跡地活用検討委員会を新たに条例にて設置しようとするもので

ございます。 

  次に、議案第３号 長南町公共施設等整備基金条例の制定についてでございますが、本案は、本町における

公共施設等の建設、改修、その他の整備に要する経費の財源を確保するため、新たに条例を制定し、基金を設

置しようとするものでございます。 

  次に、議案第４号 （仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会設置条例の制定についてでございますが、

本案は、町民の憩いの場、東京家政大学との交流の場の拠点として、長南街中の活性化を目指す（仮称）渡邉

辰五郎記念館の建設に向けた基本計画の策定を目的とする基本計画検討委員会を設置する条例を新たに制定し

ようとするものでございます。 

  次に、議案第５号 職員の勤務時間、休暇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

６号 職員の育児休業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。地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
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う労働者の福祉に関する法律が改正されたことに伴い、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進

めるため、条例の改正をしようとするものでございます。 

  次に、議案第７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８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９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。本案は、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を改正しようとするものでございます。 

  次に、議案第10号 長南町税条例等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、社会保

障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法

律等の一部改正、及び特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、税条例等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11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、保育

料について、平成29年度も引き続き段階的無償化を推進するという国の指針に基づき、ひとり親世帯の負担軽

減を図るため、条例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 長南町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

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、医療介護総合確保推進法の施行に伴い、条例

の一部改正をしようとするものでございます。 

  次に、議案第13号 長南町ふるさとふれあい公園の設置及び管理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、新たに野見金公園を追加しようとするものでございます。 

  次に、議案第14号 長南町介護保険条例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でござ

いますが、本案は、介護保険法施行令の改正に伴い、条例の一部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、坂本地先の道路改良事業及び土

地改良事業に伴い、道路の起点等が変更となります９路線につきまして、変更を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、本案は、米満地先の住宅開発事業及び坂

本地先の土地改良事業に伴い、新たに構築された７路線につきまして、認定をしようとするものでございます。 

  次に、議案第17号から議案第22号までは、平成28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。 

  まず、議案第17号 平成28年度一般会計補正予算（第５号）についてでございますが、本補正予算は、歳入

歳出それぞれに８億8,672万7,000円を追加し、予算の総額を56億1,995万7,000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、また財政調整基金及び公共施設等整備積立金の追加をする

ものでございます。 

  次に、議案第18号 平成28年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてでございますが、

本補正予算は、歳入歳出それぞれに447万6,000円を追加し、予算の総額を13億3,435万1,000円にしようとする

ものでございます。高額医療費の増に伴う共同事業拠出金及び人間ドック利用者の増に伴う保健事業費の追加

をするものでございます。 
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  次に、議案第19号 平成28年度長南町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてでございます。本補正

予算は、歳入歳出それぞれ5,044万8,000円を減額し、予算の総額を10億3,300万円にしようとするものでござ

います。保険給付費の減額及び27年度分国庫支出金の介護給付費等負担金の精算に伴う返還金の追加をするも

のでございます。 

  次に、議案第20号 平成28年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第１号）についてでございます。本

補正予算は、歳入歳出それぞれに469万3,000円を追加し、予算の総額を6,569万3,000円とするものでございま

す。 

  次に、議案第21号 平成28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、本補正予算は、歳入歳出予算それぞれに215万7,000円を追加し、予算の総額を２億1,395万7,000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28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、本補正予

算は、売上原価の減額及び人件費の補正をしようとするものでございます。また、資本的収支では、精算に伴

う工事負担金の減額をするものでございます。 

  次に、議案第23号から議案第29号までは、平成29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23号 平成29年度長南町一般会計予算についてでございますが、内容につきましては、先ほど施政方

針で述べさせていただきましたけれども、本予算は、平成27年度からの継続事業で実施してまいりました統合

小学校の校舎も完成し、平成29年度では、小学校のＩＣＴ推進事業、スクールバス運行委託事業、及び中学校

の空調設備工事などの事業を進めてまいります。また、子供たちの安全性を最優先に考えた児童クラブ施設の

建設も実施してまいります。昨年度に引き続き厳しい財政状況の中でございますが、各基金からの繰り入れ、

あるいは臨時財政対策債等の借り入れにより予算編成をいたしました。これにより、予算の総額を前年度に比

較し7.0％、３億3,100万円減の43億7,400万円とするものでございます。 

  次に、議案第24号 平成29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、被保

険者の受診回数や１人当たりの医療費が増加傾向にあることから、予算の総額を前年度比0.8％、1,070万円増

の13億3,800万円とするものでございます。 

  次に、議案第25号 平成29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、千

葉県後期高齢者医療広域連合議会において、平成29年度の特別会計予算が可決されたことに伴い、予算の総額

を前年度比6.2％、630万円増の１億800万円とするものでございます。 

  次に、議案第26号 平成29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とともに、特別養護老人ホームの開設や総合事業への移行などを考慮し、予

算の総額を前年度比0.5％減の10億5,100万円とするものでございます。 

  次に、議案第27号 平成29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、園内

の景観保全と霊園管理事務所の修繕工事の実施に伴い、予算の総額を前年度に比較し3.8％、230万円増の

6,330万円とするものでございます。 

  次に、議案第28号 平成29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、

予算の総額を前年度と比較し0.6％減の２億1,060万円とするものでございます。 
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  議案第29号 平成29年度長南町ガス事業会計予算についてでございますが、本予算は、平成29年度の供給戸

数を4,615戸、年間供給量を863万2,000立方メートルと見込み、計上いたしたもので、年度末純利益は140万円

を見込んでおります。 

  最後に、同意第１号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてでございますが、本案は、現

委員の中村尚子氏が本年３月31日をもって満了となることから、同氏を引き続き教育委員に任命いたしたく、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

  以上が、本定例会に提案しております30案件の概要でございます。 

  詳細につきましては、それぞれ担当課長から説明させますので、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。 

  ここで暫時休憩といたします。再開につきましては10時10分を予定しております。 

（午前 ９時５２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１０時１１分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 議案第１号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） ただいま、町長から提案理由がございましたので、早速、議案第１号の内容の説明

をさせていただきます。 

  議案書の１ページをお願いし、あわせて参考資料でも１ページをごらんください。 

  まず、議案書のほうでございますが、議案第１号 長南町一般職の任期付職員の採用等に関する条例を次の

ように制定する。 

  平成29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  議案書の２ページをお願いいたします。 

  条例の制定に当たりましては、そもそもは地方分権の進展、構造改革特区制度等における地方公共団体の要

望を受け、国が地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律を制定いたしまして、これに基づき各

自治体が専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者等を任期を定めて採用するもので、法律が条例に委

任している事項等を定めるものでございます。 

  第１条でございますが、制定の趣旨を規定しておりまして、法律の根拠を示し、必要事項を定めるものとし

ております。 

  第２条及び第３条は、それぞれ任期付職員を採用することができる条件等を列挙しておりまして、第２条に

おきましては、任期を定めた採用として第１項から、及び第２項第１号から第４号まで規定していますけれど

も、まず第１号は、特定任期付職員を定めまして、高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者を
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一定期間活用して業務を遂行するための規定となっております。第２項は、一般任期付職員を定めまして、専

門的な知識を有する職員の育成に相当の期間を要するが、その適任者の確保が一定期間困難な場合等に任期を

定めて採用することができるという規定でございます。 

  次に、３ページの第３条でございますけれども、一般任期付職員に係るもので、これは公務の能率的運営を

確保するため、一定期間に終了することが見込まれない場合や、一定期間内に限り業務量の増加が見込まれる

場合等に、任期を定めて採用することができる規定となっております。 

  第４条では、短時間勤務職員の任期を定めた採用を規定しておりまして、第３条第１項に規定する業務、今、

申し上げました、業務量の増加が見込まれる場合等でございますけれども、こういった場合や、住民サービス

の提供時間を延長する場合、あるいは職員が承認を受けて勤務しない時間について、短時間勤務の職として任

期を定め、採用することができるというものでございます。 

  ４ページの第５条は、任期の特例を規定しておりまして、第３条第１項または第４条に基づき採用される職

員の任期は、法律で３年とされていますけれども、その特例として、公務の能率的運営を確保するため必要な

期間を見込み、３年を超えることが明らかな場合は、法律の規定に基づいて５年を超えない範囲とするもので

ございます。 

  第６条は、任期の更新を規定しておりまして、任期を定めて採用された職員は、その任期を更新することが

できる。これは第２条関係の職員です。 

  第７条では、特定任期付職員の給与の特例を規定しておりまして、通称国家公務員任期付職員法に準じまし

て同額を定めるものでございます。 

  ５ページになります。 

  第８条では、長南町職員の給与に関する条例の適用除外等を規定しておりまして、ここに記載された一般職

の給与条例各条項は、特定任期付職員には適用しないとするもの、あるいは読みかえ規定でございます。 

  第９条は、委任規定となっております。 

  附則といたしまして、この条例は、平成29年４月１日から施行するものでございます。 

  以上、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いたします。 

○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２号 長南町立小学校跡地活用検討委員会設置条例の制定に

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６ページをお開きください。 

  議案第２号 長南町立小学校跡地活用検討委員会設置条例の制定について。 

  長南町立小学校跡地活用検討委員会設置条例を次のように制定する。 

  平成29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  最初に、この条例を制定するまでに至った経緯、制定背景及び制定の趣旨などをご説明させていただきたい
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と存じます。 

  あわせて参考資料の２ページもごらんいただきたいと思います。 

  近年、要綱等で設置された附属機関が、首長の私的な諮問機関であるのか、地方自治法第138条の４第３項

でいう附属機関であるのかが焦点となってきました。首長がある事項について諮問を行おうとする場合は、そ

の機関は附属機関として法律または条例により定めなければなりませんが、一方、長の私的な諮問機関である

ならば、条例規則等で規定する必要はないものとされております。 

  実際には、今まで附属機関に準ずる機関として要綱として設置されてきていたものが、最近の下級審の裁判

例では、正式な附属機関に該当する判断が複数出てきている点、あるいは条文解釈の変遷として、行政実例で

は、執行機関に補助職員以外の者が委員会などの構成員として加わる場合は組織として解されるべきで、長が

学識経験者などを一堂に集めて意見を聞く段階になると、相当の程度において組織化された形のものは法律ま

たは条例で位置づけるべきものと変遷してきております。 

  町としても、これらの状況を総合的に勘案し、今まで要綱で定めていたものを、今回、条例における新規制

定という形で検討委員会を設置する条例制定ということでお願いをするものでございます。 

  趣旨につきましては、本年４月から４小学校の廃校に伴い、将来における小学校跡地、学校施設などの有効

利用や活用方策について、それぞれの地域の重要な核となることから、魅力ある元気な町の将来像につながる

こと、あるいは幅広く町民等の意見などを求め、有益な検討、判断する材料に資するために、この検討委員会

を設置する条例をお願いするものでございます。 

  それでは、議案書の７ページ、８ページをごらんいただきたいと思います。 

  まず、第１条の趣旨でございます。第１条では、この４小学校閉校となっているものを、今言ったような趣

旨を述べさせていただいております。 

  次に、第２条の所掌事項でございます。第２条といたしまして、委員会は次に掲げる事項について検討協議

し、町長に報告する。第１号として、学校施設の活用方策に関すること、第２号として、前号に掲げるものの

ほか、委員会が必要と認める事項に関すること、とするものでございます。 

  次に、第３条の組織メンバーの構成員でございます。第３条、委員会は、次に掲げる者を20人以内をもって

組織し、町長が委嘱するものでございます。１号として、地域及び地域団体等の代表者、２号として、町議会

議員、第３号として、産業界及び金融機関の関係者、第４号として学識経験者、第５号として公募による委員、

第６号として、前号に掲げる者のほか町長が必要と認める者、でございます。 

  次に、第４条については、会長に関する内容を定めてございます。 

  続きまして、第５条でございますが、会議の議長、会議の開催条件、採決に関する内容を定めております。 

  次に、第６条でございます。意見聴取等でございます。会長が必要があると認めるときは、委員以外の者に

会議への出席を求め、その説明もしくは意見を聴き、または必要な資料の提出を求めることができるとするも

のでございます。 

  次に、第７条ですが、第７条は、委員会の庶務は、町長が定める所管課において行うものでございます。 

  第８条については、委任ということで、この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、

町長が別に定めるものでございます。 



－16－ 

  最後に、附則関係でございます。 

  附則第１項の施行期日につきましては、平成29年４月１日から施行するものでございます。 

  次に、附則の第２項の委員の失効につきましては、この委員会の目的を達成した日にその効力を失うもので

ございます。 

  第３項につきましては、この新規条例に伴います特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正が必要となり、この新規制定条例と関連してくる一部改正の原因起因要件となることから、附則

事項でこの条例の一部改正をするものでございます。第３項として、この長南町立小学校跡地活用検討委員会

の会長の日額報酬5,700円、それと委員会の委員報酬日額5,200円を加えるものでございます。附則第２表には、

同じように会長と委員の項を加えるというような内容となっております。 

  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、よろしくお願いい

たします。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第２号の内容の説明は終わりました。 

  議案第３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３号 長南町公共施設等整備基金条例の制定についての内容の説

明を申し上げます。 

  議案書９ページをお開きください。 

  議案第３号 長南町公共施設等整備基金条例の制定について。 

  長南町公共施設等整備基金条例を次のように制定する。 

  平成29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、参考資料では３ページになりますので、３ページをお願いいたします。 

  まず、制定の趣旨でございますが、本町における公共施設等の建設、改修、その他の整備に要する経費の財

源を確保するため、新たに条例を制定し、基金を設定するものでございます。 

  なお、施設整備に関する基金を一本化するため、長南町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条

例を附則において廃止させていただきます。 

  今回、長期的なことを考慮いたしまして、公共施設等といたしまして、公共建築物とインフラを含め条例制

定をさせていただくわけでございますが、当面は、公共施設の耐震化の問題のある役場、公民館などに充当し

ていきたいと考えております。 

  それでは、議案書の10ページ、11ページをごらんいただきたいと思います。 

  制定の内容でございますが、第１条は、基金設置の目的を定めております。 

  第２条、積み立てでございますが、積み立てる額は予算額に定めるものとしております。 

  第３条、管理でございます。最も確実かつ有利な方法により管理することとしてございます。 

  第４条、運用益金でございますが、利子等は予算計上して基金に編入するものでございます。 

  第５条、繰り替え運用でございます。財政上必要な場合は、歳計現金にできることでございます。 
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  第６条、処分でございますが、原則、第１条の目的に限り処分できることとしてございます。 

  第７条は、委任になりますが、基金の管理等に関する必要事項は別に定めることとしてございます。 

  附則でございますが、施行期日、教育施設整備基金の廃止、公共施設等整備基金への財産の編入を定めてご

ざいます。 

  施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。ただし、教育施設整備基

金の廃止及び公共施設等整備基金への財産の編入は、平成29年４月１日から施行することとなります。 

  積み立てにつきましては、特別土地保有税延滞金のうち６億円を積み立てさせていただくものでございます。 

  以上、大変雑駁な説明でございますが、ご審議賜り、ご可決くださいますようお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第３号の内容の説明は終わりました。 

  議案第４号の内容の説明を求めます。 

  生涯学習課長、岩﨑利之君。 

〔生涯学習課長 岩﨑利之君登壇〕 

○生涯学習課長（岩﨑利之君） それでは、私のほうから議案第４号の説明をさせていただきます。 

  議案書の12ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第４号 （仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会設置条例の制定について。 

  （仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会設置条例を次のように制定する。 

  平成29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  恐れ入りますが、参考資料の４ページをごらんいただきたいと存じます。 

  １に、制定の趣旨ということで記載させていただいてございますが、平成28年３月に制定された長南町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に位置づけられております、郷土の偉人渡邉辰五郎記念館の事業を進めるに当

たりまして、平成28年度では、地方創生加速化交付金という事業で（仮称）渡邉辰五郎記念館建設基本構想の

策定を進めてまいりまして、ただいま最終段階に入っておるところでございます。そして平成29年度におきま

しては、東京家政大学との協働による町民の憩いの場、東京家政大学との交流の場としての拠点として位置づ

け、長南町中の活性化を図ることを目的としております、（仮称）渡邉辰五郎記念館建設における基本計画の

策定について、国、内閣府の地方創生推進交付金の交付について承認をいただいておりまして、基本計画の策

定を行っていく予定でございます。このことに伴い、協議検討していただく機関の設置が必要となることから、

（仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会を設置する条例を新たに制定させていただくものでございます。 

  それでは、設置条例の内容についてご説明申し上げますので、大変また恐縮ですが、議案書の13ページをご

らんいただきたいと存じます。 

  第１条の設置につきましては、（仮称）渡邉辰五郎記念館の建設に関する基本計画を策定するために、検討

委員会を設定するというものでございます。 

  第２条の所掌事項でございますが、これも当然ではございますが、（仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画の策

定及び策定に関し、必要な事項を検討、協議していただくというものでございます。 

  第３条の組織では、平成28年度に基本構想の検討委員会を設置してございますが、今回の基本計画の検討委

員会の委員につきましても、15名以内で組織させていただき、教育委員会が委嘱するというものでございます。
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委員の構成につきましては、２項にございますが、第１号では、地域及び地域団体等の代表者、そして第２号

では、学識経験者として社会教育委員、文化財審議会委員等をお願いする予定でございます。第３号では、関

係機関の職員等でございまして、東京家政大学及び茂原北陵高校の関係者をお願いする予定でございます。第

４号では、産業界及び金融機関の関係者ということで、町商工会会長及び金融機関の方をお願いしたいという

ふうに考えております。第５号では、その他、教育委員会が必要と認める者ということでございまして、この

中で15名以内で組織をさせていただくというふうに考えております。 

  続きまして、第４条では、委員の任期の規定を基本計画策定の日までとさせていただくものでございます。 

  第５条では、会議の開催方法、第６条では、意見の聴取等を定めさせていただくものでございます。 

  14ページに移りますが、第７条は、庶務は生涯学習課で所管するというものでございます。 

  第８条につきましては、この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別

に定めるという規定でございます。 

  続きまして、附則でございますが、第１項、施行期日につきましては、この条例は、平成29年４月１日から

施行させていただくというものでございまして、第２項で、委員会の目的を達成した日に効力を失うというも

のを規定させていただくものでございます。第３項では、新規制定に伴いまして、特別職の職員で非常勤の者

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正をあわせて行うものでございます。別表第１では、文化財審議会

委員の項の次に、（仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会委員長、日額5,700円、また次に、（仮称）

渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会委員、日額5,200円を加えさせていただきまして、さらに別表第２には、

同じく文化財審議会委員の項の次に、（仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会委員長、さらに（仮称）

渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会委員という事項を加えさせていただき、報酬及び費用弁償の支給に関し

規定をさせていただくものでございます。 

  以上が、（仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会設置条例の制定についての内容でございます。 

  雑駁な説明ではございましたが、ご審議賜り、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４号の内容の説明は終わりました。 

  議案第５号から議案第９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５号の内容を説明させていただきます。 

  議案書では15ページをお願いいたします。そして参考資料では５ページになります。 

  議案書をごらんいただきまして、まず、職員の勤務時間、休暇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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  法の改正につきましては、先ほど、やはり町長から説明がございましたように、働きながら育児や介護がし

やすい環境整備をさらに進めるために、国家公務員に係る規定の改正内容に準じまして、地方公務員の育児支

援、介護支援に係る規定の改正となっております。 

  参考資料で申し上げますと、６ページをごらんいただきまして、現行それから改正案の対照表をお願いいた
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します。 

  初めに、第２条では、１週間の勤務時間を規定しておりまして、第４項において、先ほどの一般職の任期付

職員の採用等に関する条例を提案させていただいている関係で、この条例における短時間勤務職員を追加した

ものでございます。６ページの中段の第８条の２では、育児または介護を行う職員の時間外勤務及び深夜勤務

の制限を規定しておりまして、第１項を加えまして、法律によって育児休業等の対象となる子の範囲が見直し

をされたことで、特別養子縁組の監護中の子及び養子縁組里親に委託されている子が加えられまして、その子

を養育するために、公務に支障がない場合を除き、深夜勤務をさせてはならないというものでございます。 

  ７ページになります。 

  第２項でございますが、３歳に満たない子のある職員は、公務に支障がある場合を除き、正規の勤務時間以

外に勤務をさせてはならないとしていましたが、具体的に、災害その他、避けることができない事由を明記し

たものでございます。 

  続いて、第３項は、小学校に入るまでの子のある職員が深夜勤務の制限の請求をした場合、業務を処理する

ことが著しく困難な場合を除き、１月につき24時間、１年につき150時間を超えてはならないというものでご

ざいます。第４項は、要介護者を介護する職員についての準用規定等になっております。 

  ７ページをお願いいたします。 

  第11条では、休暇の種類を規定しておりまして、従来の年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇に加えま

して、介護時間が新たに追加されたものでございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  第15条は、介護休暇を規定しておりまして、従来は、配偶者、父母、子、配偶者の父母など、日常生活に支

障があるものの介護をする場合は介護休暇が取得でき、第２項で、連続する６カ月以内で必要と認められる期

間でございましたけれども、改正では、要介護家族を介護するために通算６カ月を超えない範囲内で３回まで

指定する期間に介護休暇ができるというものでございます。 

  第15条の２では、介護時間を規定しておりまして、第11条で、新たに休暇の種類で介護時間が設けられまし

て、この詳細について定めております。第１項では、連続する３年の期間内において、１日の勤務時間の一部

につき休暇を認めるというもので、第２項では、その１日につき２時間以内とされ、第３項では、介護時間に

ついては給与を減額するというものでございます。 

  第16条は、介護時間を取得する場合も任命権者の承認を受けなければならないというものでございます。 

  附則といたしまして、平成29年４月１日より施行させていただくものでございます。 

  続きまして、議案第６号の内容を説明させていただきます。 

  議案書では19ページをお開きいただきたいと思います。参考資料では11ページになります。 

  議案書では、職員の育児休業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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  改正の趣旨につきましては、ただいま申し上げたとおりでございますので、省かせていただきます。 

  早速、参考資料で申し上げますと、初めに第２条では、育児休業をすることができない職員を規定しており

まして、改正前では、育児休業法による任期付き採用及び臨時的に採用された職員、及び定年退職者の特例と



－20－ 

して引き続き採用された職員が対象でございましたけれども、改正後では、さらに任期付職員条例によって任

期を定めて採用された短時間勤務職員、また第４号で非常勤職員についても定めたものでございます。 

  この４号のアでは、非常勤職員で在職期間が１年以上の職員及び養育する子供が１歳６カ月に達する日まで

に任期が満了する非常勤職員、イでは、１歳から１歳６カ月に達する子を養育するため、その子が１歳到達日

の翌日を育児休業期間の初日とする育児休業をする非常勤職員、ウとして、任期の末日を育児休業期間の末日

とする非常勤職員で、任期が更新され、また当該任期の満了後に引き続きに採用されることに伴い育児休業を

する職員、これらに該当する以外の非常勤職員は、育児休業をすることができないとするものでございます。 

  12ページをお願いいたします。 

  第２条の２では、育児休業法第２条第１項の条例で定めるものを新たに規定しまして、これは養子縁組によ

って職員が養親となる場合は育児休業ができるというものでございます。 

  次に、第２条の３では、育児休業法第２条第１項の条例で定める日を規定しまして、これは非常勤職員の子

が３歳に達する日までに育児休業ができる期間を定めていまして、第１号は、非常勤職員が養育する場合、１

歳到達日までとするもので、第２号、第３号は、特殊なケースになりますけれども、２号では、非常勤職員の

配偶者が養育する子の１歳到達日以前に育児休業をしている場合、非常勤職員がその子の育児休業は１歳２カ

月とするもので、３号では、１歳から１歳６カ月までの子を養育するために１歳到達日の翌日を育児休業期間

の初日とする場合では、１歳６カ月到達日までとし、その条件を詳細に明記したものでございます。 

  13ページの下段になります。 

  第３条は、育児休業法第２条第１項ただし書きの条例で定める事情を規定しておりまして、これは既に育児

休業をしたことがあるときは、条例で定める事情がある場合を除き、育児休業の承認ができないというもので

ございまして、従来の内容を詳細に明記したものでございます。 

  14ページをお願いいたします。 

  第10条は、育児短時間勤務終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に、育児短時間勤務をするこ

とができる特別の事情でございますが、育児短時間勤務職員についても、第３条に掲げる他の職員と同様の事

情を明記したものでございます。 

  15ページをお願いいたします。 

  第19条は、部分休業ができない職員を規定しておりまして、従来は、育児短時間勤務職員等として明記して

おりましたが、改正では、育児短時間勤務職員以外に非常勤職員についても明記したものでございます。 

  第20条は、部分休業の承認でございますが、第１項、第２項は、字句等の修正となりまして、３項が追加と

なり、非常勤職員に対する部分休業を定めまして、１日につき勤務時間を５時間45分は必要であると、これを

超える部分について部分休業ができるというものでございます。 

  施行期日でございますが、平成29年４月１日とさせていただくものでございます。 

  続きまして、議案第７号の内容を説明させていただきますが、特別職の職員の給与条例及び一般職の職員の

給与条例にも関連いたしますので、初めに経緯をご説明申し上げます。 

  参考資料の17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
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当等を引き上げる勧告がなされました。また千葉県においても、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、勤勉手当でございますけれども、これらを引き上げる勧告がなされました。こうした人事

院及び人事委員会の勧告に基づきまして、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0.10月分引き上げ、4.30月分とするものでございます。 

  それでは、議案書の25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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  次の26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28年度分に係る内容となりまし

て、第６条が期末手当について規定しておりまして、12月期分に当たる支給月数を100分の217.5を100分の

227.5に改めるものでございます。0.1カ月分、引き上げるというものでございます。 

  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29年度分に係る内容となりまし

て、0.1月分を６月期と12月期に振り分けるものでございますが、６月期分は、現行より0.05カ月引き上げ、

100分の207.5に、また12月期分は、引き上げ後の100分の227.5から0.5カ月引き下げ、100分の222.5に改める

もので、合計といたしまして4.30月分にす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29年４

月１日から施行し、第２項は、第１条の規定を平成28年12月１日から適用するものでございます。また第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８号の説明をさせていただきます。概要等はただいま申し上げ、第７号で説明させていただき

ましたので省略させていただき、議案書の27ページをお願いいたします。 

  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のように制定する。 

  平成29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  28ページをお願いいたします。 

  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、やはり平成28年度分に係る内容といたし

まして、第４条が、期末手当に係るもので、12月期分に当たる支給月数を100分の217.5を100分の222.5に改め、

第２条が、平成29年度に係る内容となりまして、６月期分の支給月数を100分の202.5を100分の207.5に、12月

期分を100分の227.5を100分の222.5に改めるものでございます。支給率等は、先ほど申し上げました議会議員

と同様でございまして、以下、附則、施行日等においても同様でございます。 

  続きまして、議案第９号の内容説明をさせていただきます。 

  議案書の29ページをお願いいたします。参考資料では24ページをお願いいたします。 

  初めに、参考資料の中段になりますけれども、②の一般職の表をごらんください。 

  一般職は、期末手当及び勤勉手当の合計で、現行では4.20月を4.30月に改正するものでございますが、平成

28年度は、12月期の勤勉手当の支給月数を現行0.80月から0.10月分引き上げ0.90月にするもので、平成29年度

は0.10月を６月期と12月期に振り分け、６月期の勤勉手当は現行より0.05月引き上げ0.85月に、また12月期に
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ついては、引き上げ後の0.90月から0.05月を引き下げ0.85月にするものでございます。 

  それでは、議案書の29ページをお願いいたします。 

  長南町の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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  次の30ページをお願いします。 

  今回の改正に当たっては、議員及び特別職同様に、第１条及び第２条の構成となります。 

  第１条が平成28年度分に係るものでございまして、恐れ入りますが再度、参考資料の26ページをお願いいた

します。 

  第10条は、扶養手当になりまして、第２項は、扶養親族となるべきものを表記しているわけですが、子供と

孫の扶養額が異なることから、分離するものでございます。第３項は、扶養手当額につき改正するものでござ

いますが、再度25ページに戻っていただきたいと思います。25ページのこの表を見ていただきますと、扶養親

族のまず現行では、配偶者が１万3,000円、子供が6,500円、父母等が6,500円、この加算としまして16から22

歳の年度が5,000円、配偶者なしの場合、父母が１万1,000円、子が１万1,000円でございます。これを平成28

年度に遡及適用をいたしますと、それぞれの金額となっておりますし、また29年４月から、また30年４月から

というように、段階的に金額が変更になるわけですが、配偶者につきましては減額の傾向に、また子につきま

しては増額する傾向になっている状況でございます。 

  また参考資料の26ページに戻っていただきまして、第10条の第３項は、今この表でご説明したとおり、現行

欄の扶養親族について、平成28年度にさかのぼり、それぞれ額を改正するものでございます。一番下、下段の

第10条の２では、扶養親族の子と孫を分けたことによる字句等の修正で、第２項、第３項も、同様の修正でご

ざいます。 

  29ページをお願いします。 

  第19条は、勤勉手当を規定していますが、第２項第１号は、再任用職員以外の職員、一般職に当たりますけ

れども、これらの規定で、先ほど一番初めの表で説明したように、支給月数を100分の80を100分の90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37.5を100分の42.5に改めるもので、附則第33項は、55

歳を超え給料月額から1.5％を減額されている職員の勤勉手当支給率の改正となっております。 

  次に、31ページが、一般行政職の給料表でございまして、改正では、平均的に0.26％引き上げとなっており

まして、この定例会で一般職の任期付職員についての条例制定をお願いしていますので、一番下の段に任期付

職員の給料月額を追加させていただいたものでございます。32ページは行政職給料表２表でございまして、調

理員・用務員などの労務職の給料表となっております。 

  次に、33ページをお願いいたします。 

  ここからは、第２条、長南町一般職の職員の給与等に関する条例改正になりまして、29年度分に係る分とな

ります。 

  第10条第３項は、先ほど扶養手当の額が段階的に変わると申し上げましたが、これは最終計で平成30年４月

からの扶養手当額になりまして、配偶者・父母等が6,500円、子が１万円とするものでございます。 

  34ページをお願いいたします。 
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  第10条の２第３項でございますけれども、現行では配偶者のある場合またはない場合に、それぞれ変更が生

じた場合の扶養手当額の支給について定めていましたが、改正では、配偶者の欠配増額がなくなるための規定

をここで設けたものでございます。 

  35ページをお願いいたします。 

  第10条の４では、住居手当を定めていまして、自ら所有する住居手当、これを廃止するものでございます。

民間でも自宅に対する手当というものはなくなっていると思いますし、県内でもほとんどの自治体が廃止して

いることから、本町でも廃止するものでございます。 

  36ページをお願いいたします。 

  第19条、勤勉手当でございますが、先ほど第１条において平成28年度分に係る勤勉手当の支給率を申し上げ

ましたが、さらにそこから平成29年度分の支給率に変えるものでございまして、第２項第１号では、一般職で

100分の90を100分の85に、第２号では、再任用職員で100分の42.5を100分の40に、また附則第33項で、55歳を

超え給与月額から1.5％減額されている職員の勤勉手当支給率の改正となっております。 

  次に、37ページをお願いします。 

  この表は、級別基準職務表といいまして、６級は課長補佐相当職、７級が課長相当職でございます。今回、

級職中において、学校教育課管理下に置くため所長を７級から６級に変更するものでございます。 

  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、第２条の規定は、平成

29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

は、平成29年４月１日から、また改正後の給与条例の規定は、28年12月１日から適用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た場合を想定した場合で、必要な調整を図ることができるという

ものでございます。第４項が、内払い規定になりまして、第１条の規定により、改正前の給料表で平成28年４

月から29年２月までに既に支払った給料、期末手当は内払いとみなすものでございます。第５項から第７項ま

では、扶養手当が段階的に変更となること等から、読みかえ規定でございます。 

  以上、議案第９号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けれども、ご審議を賜り、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５号から議案第９号まで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11時20分を予定しております。 

（午前１１時０７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２１分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 議案第10号の内容の説明を求めます。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

〔税務住民課長 仁茂田宏子君登壇〕 
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○税務住民課長（仁茂田宏子君） それでは、議案第10号 長南町税条例等の一部を改正する条例の制定につき

まして、ご説明申し上げます。 

  お手元の議案書、45ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第10号 長南町税条例等の一部を改正する条例の制定について。 

  長南町税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、46ページをお開きいただきたいと存じます。 

  今回の一部改正につきましては、２条立てとなっております。 

  第１条では、昭和30年に制定されました長南町税条例の一部を改正するものでございます。 

  第２条では、昨年４月の臨時議会でご承認をいただきました長南町税条例等の一部を改正する条例の一部の

改正をお願いするものでございます。 

  なお、説明に当たりましては、参考資料39ページ及び41ページをあわせてごらんいただきたいと存じます。 

  それでは、第１条関係でございます。 

  第34条の７第１項第３号の改正につきましては、１の改正の趣旨の後段部分となりますが、特定非営利活動

促進法の一部を改正する法律が平成28年６月７日に公布されたことに伴いまして、名称を特定非営利活動法人

と改正させていただきまして、施行日を平成29年４月１日とするものでございます。 

  次の附則第７条の３の２第１項につきましては、消費税率10％の引き上げ時期が平成29年４月１日から平成

31年10月１日に変更されることに伴い、関係法令の一部改正により住宅ローン控除制度の適用期限が平成31年

６月30日までから平成33年12月31日までに延長されたことに伴い、個人住民税におきましても、同様に適用期

限を２年６カ月延長させていただきまして、平成43年度までの個人住民税に適用し、施行日を公布の日とする

ものでございます。 

  続きまして、第２条関係でございます。議案書では52ページまでとなりまして、参考資料では58ページまで

でございます。 

  この一部改正につきましては、１の改正の趣旨の前段部分となりますが、消費税率引き上げ時期の変更に伴

い、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を

改正する法律等の一部を改正する法律等が平成28年11月28日に公布されたことによりまして、施行期日を改め

て規定させていただくものでございます。 

  主な内容といたしまして、第34条の４では、法人税割の税率改正でございまして、平成29年４月１日以後に

開始する事業年度の法人税割の税率を9.7％から6.0％に改正させていただくこととなっておりましたが、平成

31年10月１日に改めてさせていただくものでございます。 

  次に、第34条の４を除くほかの改正条文につきましは、軽自動車税に係るものでございまして、これも消費

税の引き上げ時期に合わせ、施行期日を平成31年10月１日に改めさせていただくものでございます。 

  なお、施行期日を除く改正内容につきましては、平成28年４月の臨時議会でご承認をいただきました内容と

同様でございまして、軽自動車取得税の廃止時期の延期に伴い、軽自動車税に環境性能割と種別割の導入時期

が同様に延期されることに伴う所要の規定でございます。 
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  以上、大変雑駁な説明でございますが、議案第10号 長南町税条例等の一部を改正する条例の制定につきま

しての説明とさせていただきます。ご審議いただきまして、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（板倉正勝君） これで、議案第10号の内容の説明は終わりました。 

  議案第11号及び議案第12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11号の内容につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書の53ページをお願いします。 

  議案第11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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  54ページをお願いいたします。 

  この条例で改正をお願いする部分は、第１表に記載されている保育料の月額と、57ページをお願いします。

57ページ別表に記載されています保育料の月額となります。 

  参考資料を作成してありますので、参考資料ですと59ページになりますが、あわせてごらんいただきたいと

思います。 

  改正の趣旨でございますが、国では、幼児教育の段階的無償化を図るとし、平成28年度、29年度と保育料の

軽減の指針が示されております。これを受けて町では、国の示す軽減については、規則の制定により運用を図

っておりますが、軽減の内容も拡大とともに複雑となっております。町では、平成29年度の保育料の軽減を契

機として、条例で定める保育料と規則で定める軽減保育料の区分を明確にするため、今回、条例の改正をお願

いするものでございます。条例に示す保育料は、ひとり親等の世帯を含む第一子の保育料となります。 

  改正の内容です。参考資料の61ページをお願いいたします。 

  別表第１の新旧対照表になりますが、別表第１は、保育所に通う児童の保育料となります。改正案の欄をご

らんいただきたいと思います。Ｃ１階層、ひとり親等の世帯の保育料を現額の半額、5,000円と3,500円に軽減、

Ｄ階層に、ひとり親等の世帯Ｄ１階層を新しく設け、5,000円と3,000円に軽減。Ｄ２階層は、Ｃ１階層、Ｄ１

階層と保険料をそろえるため、３歳未満児の保育料を5,000円に軽減するものでございます。 

  62ページをお願いいたします。 

  Ｄ階層に、多子カウント年齢制限のある境界、Ｄ２階層とＤ３階層に区分をいたします。この多子カウント

とは、第一子、第二子、第三子という数え方で、基本的には第二子は半額、第三子は無料となります。Ｄ２階

層から上の階層、Ａ階層からＤ２階層については、多子カウント年齢制限が撤廃となりますので、第一子が小

学校に上がっても保育所に第二子がいれば、第二子の保育料は半額となります。Ｄ３階層から下、Ｄ３階層か

らＨ階層は、多子カウント年齢制限があり、小学校就学前となりますので、第一子が小学校に上がってしまえ

ば、子とカウントしませんので、保育所に子がいたとしても半額とはなりません。 

  参考資料の65ページをお願いします。 
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  別表第２は、幼稚園等に通う児童の保育料となります。別表第１同様、国の指針を受けての保育料の月額の

軽減となります。 

  66ページをお願いいたします。 

  Ｃ１階層、ひとり親等の世帯の保育料を現行の半額、2,500円に軽減、Ｃ２階層、ひとり親等世帯以外の世

帯の保育料を現行の6,000円から2,000円を軽減し4,000円にするものでございます。Ｄ２階層の保育料は、Ｃ

１階層との保育料調整のため、3,000円から2,500円に軽減するものでございます。 

  施行期日は、平成29年４月１日からとなります。 

  続きまして、議案第12号の内容につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書の58ページをお願いいたします。 

  議案第12号 長南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例の制定について。 

  長南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  59ページをお願いいたします。 

  この条例で改正でお願いする部分は、第４条に規定する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準の条文中に省令第36条にある地域密着型通所介護と、省令第40条の15にある療養通所介護の２

つの事業を加え、この事業を行う事業者は町で定める基準により町が指定するものとするものでございます。 

  参考資料を作成してありますので、参考資料の68ページをお願いします。 

  改正の趣旨でございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法令の整備等

に関する法律の制定に伴い、介護保険法及び介護保険法施行令の改正が行われ、地域密着型通所介護の創設及

び療養通所介護の地域密着型サービスへの移行が定められました。地域密着型サービスは、町が基準を定め、

事業者の指定を行うことになります。この改正を受けて、長南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正するものでございます。 

  改正の内容ですが、参考資料の69ページをお願いいたします。 

  現在、地域密着型サービスは８種類ですが、地域密着型通所介護、療養通所介護を加え、10種類となります。

地域密着型通所介護は、小規模な通所介護、デイ・サービスで、利用定員が18名以下となります。19名以上は、

今までどおり、県の基準指定となります。療養通所介護は、常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、

がん末期患者等を対象とした通所介護、デイ・サービスで、利用定員は９名以下となります。比較的小規模な

事業者による利用定員の少ないサービスは、町の基準により町が指定していくような状況となっております。 

  施行期日は、公布の日からとするものでございます。 

  以上で、議案第11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と、議案第12号 長南町指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついての内容について、ご説明申し上げました。 

  大変雑駁な説明でございましたが、よろしくご審議賜り、ご可決いただけますようお願いいたします。 
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○議長（板倉正勝君） これで、議案第11号及び議案第12号の内容の説明は終わりました。 

  議案第13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13号 長南町ふるさとふれあい公園の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定につきまして、内容の説明をさせていただきます。 

  議案書の60ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第13号 長南町ふるさとふれあい公園設置及び管理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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、別冊の参考資料により説明を申し上げさせていただきますので、参考資料72ページをお開きいた

だきたいと存じます。 

  １の改正の趣旨でございますが、平成28年度において野見金公園に休憩所及び公衆トイレの整備に伴い、本

条例の一部を改正させていただくものでございます。 

  ２の改正の内容ですが、次の37ページ、新旧対照表で説明させていただきます。 

  最初に、２条、名称及び位置でありますが、現行では熊野の清水公園が条例に位置づけされております。今

回、野見金公園の整備により名称、野見金公園、位置、長南町岩撫36番地の１地先を加えさせていただくもの

でございます。 

  次の３条では、行為の制限になりますが、許可が必要な行為が明記されております。 

  １項２号に、許可の行為の１つとして、業として飲食を提供する営業等を追加させていただくものでござい

ます。 

  次に、８条、使用料ですが、現行では無料となっておりますが、ただし書きにて、休憩所の使用料は別の条

例になりますが、長南町使用料条例の定めによるところにより使用料を納入しなければならないを加え、２項

では、その使用料は使用月の月末までに納付するものとするを加えるものでございます。 

  ９条では、使用料の減免規定を加えさせていただくもので、前条の規定にかかわらず使用料の額を減額し、

または使用料の徴収を免除することができるとさせていただくものでございます。 

  議案書の61ページにお戻りいただきたいと思います。 

  附則の１項では、施行期日は、平成29年４月１日から施行するとさせていただくものでございます。 

  附則の２項では、長南町使用料条例の一部を次のように改正させていただくものでございます。これは町の

使用料条例の規定により、野見金公園休憩所の施設使用料を徴収させていただくことができるように改正する

ものでございます。２条中の見出しなどの一部改正及び別表第１中の行政財産の名称を庁舎中央公民館等とさ

れているところを休憩所も対象とするため、行政財産に改めさせていただくものでございます。 

  以上が、ふるさとふれあい公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定の内容でございま

す。 

  大変雑駁な説明でございますが、ご審議賜り、ご可決くださいますようお願いいたします。 
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○議長（板倉正勝君） これで、議案第13号の内容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、議案第14号の内容につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書の62ページをお願いいたします。 

  議案第14号 長南町介護保険条例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。 

  長南町介護保険条例の一部を改正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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  63ページをお願いいたします。 

  この条例で改正をお願いする部分は、平成27年、条例第17号、長南町介護保険条例の附則第３条で定める平

成29年度における保険料の特例の部分でございます。 

  参考資料を作成してありますので、参考資料の75ページをお願いいたします。 

  改正の趣旨でございますが、１つが、平成29年度予算が閣議決定され、消費税率10％引き上げに対応した平

成29年度の介護保険料の軽減は先送りとなりました。これを受けて条例附則第３条に記載してあります軽減内

容を取り消すものでございます。 

  ２として、これに変わってというものではございませんが、介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布

され、平成30年４月１日から介護保険料の各段階の判定基準について、現行の所得指標である合計所得金額か

ら長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることになりました。現行の制度では、

土地の譲渡をした場合、合計所得金額に収入として加算されてしまうため、土地の譲渡した翌年の介護保険料

が高額になる場合があります。土地の売却等については、災害や土地収用等、本人の責めに帰さない理由もあ

る場合もあることから、平成30年度からは長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用

いることとなりました。この判定基準は、条例で定めることにより、１年早く用いることができます。被災地

の増加により、全国的に土地の譲渡、売却が進んでいることを考慮し、本町では条例を改正するものでござい

ます。 

  改正の内容でございますが、参考資料の80ページに新旧対照表が付けてありますので、ここで説明を申し上

げます。80ページの新旧対照をごらんいただきたいと思います。 

  改正案の附則第３条第１項第１号から第９号までが、第１段階から第９段階までの保険料を特例的に定める

改正分となります。保険料額は変わりませんが、令、附則19条第１項第１号から第９号の規定により、保険料

の段階を判断する上で土地の短期譲渡、長期譲渡所得を控除するという条文となります。現行の欄を見ていた

だきたいんですが、現行の欄の第３条第１項第１号から第３号は、消費税が10％に引き上げられることを想定

した軽減保険料となりますが、新しい条文に置きかえられますので、この規定はなくなることになります。な

お、第１段階の平成29年度の保険料は、附則第３条第２項により平成27年、平成28年と同額の２万8,080円に

軽減する内容となっております。 

  具体的にどのような土地の譲渡が控除の対象になるかといえば、参考資料の76ページをお願いします。76ペ
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ージの中段、①から⑦に記述させていただきましたが、①として、収用交換等のために土地等を譲渡した場合

の5,000万円、②として、特定土地区画整理事業や被災地の防災、集団移転促進事業等のために土地等を譲渡

した場合の2,000万円、以下、③以降は、後ほどごらんいただきたいと思います。また、令、附則第19条の条

文を77ページ以降に参考までに記載させていただいたので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

  施行期日でございますが、平成29年４月１日となります。 

  以上で、議案第14号 長南町介護保険条例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の内

容を、ご説明申し上げました。 

  大変雑駁な説明でございましたが、よろしくご審議賜り、ご可決いただき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、唐鎌伸康君。 

〔建設環境課長 唐鎌伸康君登壇〕 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） それでは、議案第15号 長南町道路線の変更につきまして、内容の説明をさせ

ていただきます。 

  議案書の64ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第15号 長南町道路線の変更について。 

  道路法（昭和27年法律第180号）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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  次のページをごらんいただきたいと思います。 

  町道変更路線調書でございます。道路線の変更につきましては、２級町道が１路線と、３級町道が８路線で

ありまして、合わせて９路線をお願いするものでございます。 

  66ページをお開きいただきたいと思います。 

  調書左側の整理番号56番、２級町道利根里線から次のページの整理番号362番、３級町道坂本122号線までの

９路線につきまして、変更の内容を記載させていただいております。 

  今回、変更をお願いいたします９路線につきましては、道路改良事業及び土地改良事業によりまして道路の

起終点の地番の表示、延長、幅員の変更が生じたものでございます。変更の内容につきましては、新旧対照と

して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。 

  続きまして、68ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第16号 長南町道路線の認定につきまして、内容の説明をさせていただきます。 

  議案第16号 長南町道路線の認定について。 

  道路法（昭和27年法律第180号）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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  次のページをごらんいただきたいと思います。 
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  町道認定路線調書でございます。道路線の認定につきましては、３級町道における７路線でございまして、

１ブロック長南地区で４路線、２ブロック豊栄地区で３路線をお願いするものでございます。 

  70ページをお開きください。 

  調書左側の整理番号1,631番、３級町道坂本147号線から整理番号1,637番、３級町道坂本150号線までの７路

線につきまして、認定の内容を記載させていただいております。 

  今回、認定をお願いいたします７路線につきましては、米満地先の住宅開発事業及び坂本地先の土地改良事

業等によりまして、道路が新設されたものでございます。 

  認定の内容につきましては、路線番号、路線名、起点、終点、延長、幅員等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。 

  なお、道路線の変更認定における各路線の位置につきましては、議員控室に掲示させていただいております

ので、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、ご審議をいただき、ご可決賜り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午後１時を予定しております。 

（午前１１時５５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００分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○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28年度長南町一般会計補正予算（第５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、全般を通しまして事務事業の

精算及び人件費の減額補正、並びに財政調整基金と議案第３号で提案させていただいております、公共施設等

整備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71ページをお願いいたします。 

  議案第17号 平成28年度長南町一般会計補正予算について。 

  平成28年度長南町一般会計補正予算（第５号）を別冊のとおり提出する。 

  平成29年３月１日、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、恐れ入りますが、別冊の補正予算書１ページをお願いいたします。 

  平成28年度長南町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 
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  第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、第１項といたしまして、歳入歳出予算の総額に８億8,672万

7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ56億1,995万7,000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、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２

表、繰越明許費によるものでございます。 

  第３条、地方債の補正でございますが、地方債の変更は第３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表の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

は、個人番号カードにおいて国が見込んだ枚数に達していないため、繰り越しをお願いするものでございます。 

  次に、７款土木費、１項土木管理費の地籍調査事業は、国の経済対策予算で執行しており、交付決定が遅か

ったことから、年度内完了が見込めないため繰り越しをお願いするものでございます。２項道路橋梁費の橋梁

長寿命化事業では、橋梁の修繕設計、修繕計画策定の橋梁修繕事業も交付決定が遅かったこと、また、修繕工

事において粟之須橋の桁の製作等に不測の日数を要したことから年度内完了が見込めず、繰り越しをお願いす

るものでございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  第３表、地方債補正でございます。 

  変更でございますが、過疎対策事業債借り入れのうち、小中一貫校校舎整備工事では、国庫補助金の増額及

び教育施設整備基金からの繰り入れ増により、8,700万円を減額し、１億500万円にするものでございます。 

  緊急防災減災事業では、実施しておりました防災行政無線デジタル事業の精算により、借入金を9,800万円

から9,670万円に減額す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きましては、説明を省略させていただきます。 

  17ページをお願いいたします。 

  １款議会費は18万6,000円の追加を、２款総務費は1,333万5,000円の減額を、１項総務管理費は1,088万

2,000円の減額でございます。 

  １目一般管理費でございますが、18ページをお願いいたします。19節の通知カード・個人番号カード関連事

務の委託に係る交付金では減額補正し、繰り越しをさせていただくものでございます。 

  恐れ入りますが、17ページに戻っていただきたいと思います。 

  一般管理費の特定財源でございますが、特定財源の203万9,000円の減額は、今、説明させていただきました、

マイナンバー制度に伴う国庫補助金等で、その他特定財源は叙勲等祝賀会会費の減額によるものでございます。 

  18ページにお戻りください。 

  ３目の財政管理費では、ふるさと納税の寄附額増に伴いまして、13節委託料及び14節のふるさと納税申込フ

ォーム使用料を追加するものです。その他特定財源は、ふるさと納税寄附金でございます。 

  19ページをお願いいたします。 
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  ９目の防災対策費でございますが、13節委託料では、戸別受信機のアンテナ取りつけ委託料を追加し、18節

備品購入費では、防災行政無線バッテリー購入費及び戸別受信機購入の精算により、それぞれを減額するもの

でございます。特定財源につきましては、戸別受信機購入に係る緊急防災・減災事業債でございます。 

  12目の過疎対策費は、デマンドタクシー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で

ございます。特定財源は社会資本整備総合交付金と地域公共交通調査事業国庫補助金でございます。 

  20ページをお願いいたします。 

  14目諸費でございますが、ＬＥＤ関連事業でございまして、導入調査業務委託料の精算及びリース料を減額

するものでございます。特定財源につきましては、二酸化炭素排出抑制対策事業費等国庫補助金でございます。 

  21ページをお願いいたします。 

  ３款民生費は3,776万9,000円の減額でございます。 

  １項社会福祉費でございますが、3,257万2,000円の減額となります。 

  １目社会福祉総務費でございますが、22ページをお願いいたします。20節扶助費は、利用者の見込み等を考

慮し減額となっております。23節では、平成27年度における障害児入所給付費等に係る国庫負担金の返還金を

追加するものです。28節は、国保特別会計、介護保険特別会計への繰出金の減額をするものでございます。 

  21ページに戻っていただきたいと存じます。 

  １目の社会福祉総務費の特定財源でございますが、国県支出金604万8,000円の減額となり、その他の特定財

源につきましては、福祉振興基金繰入金等531万4,000円を減額するものでございます。 

  22ページにお戻りください。 

  ２目の老人福祉費は、対象者の減に伴う減額でございます。特定財源の国県支出金は、在宅福祉事業県補助

金で、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。 

  23ページをお願いいたします。 

  ７目臨時福祉給付金事業費は、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。 

  ２項児童福祉費でございますが、519万7,000円の減額でございます。 

  24ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費は1,154万1,000円の減額でございます。 

  １項保健衛生費でございますが787万7,000円の減額となっております。 

  25ページをお願いいたします。 

  ３目の母子保健費の20節子ども医療費扶助は、利用者増により180万円を追加するものです。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。 

  ５目の環境衛生費でございますが、26ページをお願いいたします。19節の合併浄化槽及び住宅太陽光発電の

補助金は、実績による減額でございます。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

の国県補助金を減額し、住宅用太陽光発電設備設置事業につきましても、県補助金を減額するものでございま

す。 

  ５款の農林水産業費、１項農業費でございますが、1,116万9,000円の減額でございます。 

  ３目の農業振興費は、精算による減額となっておりますが、特定財源の国県支出金は、鳥獣被害防止総合対
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策交付金及び農地中間管理事業に係る国の補助金でございまして、その他特定財源につきましては、地域農業

推進基金繰入金でございます。 

  27ページに移ります。 

  ７目ほ場整備費の特定財源につきましては、県補助金であります多面的機能支払交付金等でございます。 

  ６款商工費は202万8,000円の減額となります。 

  28ページをお願いいたします。 

  ７款の土木費は1,087万3,000円の減額でございます。 

  29ページをお願いいたします。 

  ５項の都市計画費は314万8,000円の減額でございます。 

  30ページをお願いいたします。 

  １目都市計画総務費でございますが、特定財源の国県支出金は、耐震事業に係る国の社会資本整備総合交付

金と戸建て住宅耐震県補助金及び都市計画基礎調査県委託金でございます。 

  ８款消防費でございます。46万5,000円の減額となります。広域市町村圏組合消防費負担金によるものです。 

  ９款教育費は1,316万3,000円の減額でございます。 

  31ページに移りますが、２項の小学校費では117万8,000円の減額となります。 

  １目学校管理費の18節備品購入費は、学校管理用備品として職員室用戸棚及び物置の購入費でございます。 

  32ページをお願いいたします。 

  ３目学校施設整備費は、委託料の減額でございますが、特定財源は公立学校施設整備国庫補助金が2,900万

円増額となり、その他特定財源であります教育施設整備基金繰入金を5,800万円追加したことから、地方債、

過疎対策事業債ですが、8,700万円の減額となっております。 

  ４項社会教育費は308万5,000円の減額でございます。 

  33ページをお願いいたします。 

  ３目文化財保護費は、渡邉辰五郎記念館建設予定地の測量業務委託の精算によるものでございます。国県支

出金の特定財源は地方創生推進交付金でございます。 

  ５項の保健体育費は125万7,000円の増額となります。 

  34ページをお願いいたします。 

  15節工事請負費は陸上競技施設整備工事費を、18節備品購入費では物置の購入費を計上してございます。 

  ２目給食施設費でございますが、11節需用費は、修繕料等の追加をするものです。その他特定財源は、学校

給食費の負担金となります。 

  11款公債費は156万5,000円の減額となります。額の確定により補正を行うものでございます。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９億8,852万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。 

  35ページに移りますが、１目財政調整基金につきましては、３億8,622万円を追加するものです。積み立て

につきましては、特別土地保有税延滞金を11目の公共施設等整備基金へ積み立てたその残額と、企業庁からの
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西部工業団地計画跡地管理料及び前年度からの繰越金額の約２分の１など積み立てをするものでございます。 

  ５目地域づくり基金費につきましては、サニータウン米満の販売に伴う町有財産売払収入及び利子でござい

ます。 

  11目公共施設等整備基金費につきましては、特別土地保有税延滞金の約６億7,800万円のうち６億円を積み

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。 

  11ページをお願いいたします。 

  ４款配当割交付金から８款自動車取得税交付金までは、国・県からの財政情報に基づきそれぞれを補正する

ものです。 

  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款分担金及び負担金、13款使用料及び手数料、14款国庫支出金、15款県支出金、16款財産収入、18款繰入

金、20款諸収入、21款町債の特定財源につきましては一部ではございますが、歳出のほうで説明させていただ

きましたので、説明は省略させていただきます。 

  17款の寄附金につきましては、ふるさと納税寄附金を1,700万円追加するものです。 

  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、人件費の補正につきましては36ページ以降に、地方債の補正に係る調書は39ページに明細を記載して

ございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 

  以上で、議案第17号 平成28年度長南町一般会計補正予算（第５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号の内容の説明を求めます。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

〔税務住民課長 仁茂田宏子君登壇〕 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） それでは、議案第18号 平成28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、ご説明申し上げます。 

  議案書の72ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第18号 平成28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28年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

  平成29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、別冊の国民健康保険特別会計補正予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

  平成28年度長南町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによるものでございま

す。 

  第１条、歳入歳出予算の補正でございます。 
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  第１項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ447万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ13億3,435万1,000円とさせていただくものでございます。 

  第２項、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

いと存じます。 

  １款総務費、１項１目一般管理費につきましては、人事院勧告に伴う給与改定によりまして、65万1,000円

の追加でございます。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は、保険税の減に伴い財源更正をお願いするものでご

ざいまして、特定財源の国県支出金では、特定健康診査等負担金及び普通調整交付金、その他財源では保険財

政共同安定化事業交付金等でございます。 

  ２目退職被保険者等療養給付費では、保険者の数及び給付費の減によりまして1,200万円の減額とあわせ、

財源更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の減は、療養給付費等交付金でございます。 

  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1,198万2,000円の追加とあわせまして保険税の減

により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、その他財源では療養給付費等交付金及び高額医療費共同事業交付金でございます。 

  ３目一般被保険者高額介護合算療養費では、４件分の20万5,000円の追加をお願いするものでございまして、

特定財源は国庫支出金の療養給付等負担金でございます。 

  ３款後期高齢者支援金等では、あわせまして10ページをお願いいたします。 

  １項１目後期高齢者支援金につきましては、繰越金の減に伴い財源更正をお願いするものでございまして、

特定財源は国庫支出金の普通調整交付金、その他財源は保険財政共同安定化事業交付金ほかでございます。 

  ４款前期高齢者納付金等、１項１目前期高齢者納付金では、1,000円の追加をお願いするものでございまし

て、特定財源のその他財源は前期高齢者交付金でございます。 

  ７款共同事業拠出金、１項１目高額医療費拠出金では、204万7,000円の追加をお願いするものでございまし

て、特定財源は県支出金の普通調整交付金でございます。 

  ８款保健事業費、２項２目疾病予防費では、人間ドックの受検者が昨年度よりもふえておりますので、40人

分の159万円の追加をお願いするものでございまして、特定財源のその他財源は療養給費等交付金過年度分で

ございます。なお、人間ドックの助成でございますが、平成28年11月１日以降は、町が契約した医療機関以外

で２回以上受検している場合には、助成金を償還払いさせていただいておりまして、現在３人の申し込みがご

ざいました。 

  なお、11ページから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思います。 

  続きまして、歳入をご説明申し上げますので、恐れ入りますが６ページをお開きいただきたいと存じます。 

  １款国民健康保険税につきましては、被保険者の減及び過年度分を含めました収納状況を見込みまして、総

額800万円の減額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は、一般被保険者療養給付費の増により、590万円の追加
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をさせていただきまして、３目特定健康診査等負担金では、交付決定によりまして50万円の追加をお願いする

ものでございます。 

  ２項１目財政調整交付金では、高額療養費の増により、交付金1,651万5,000円の追加をお願いするものでご

ざいます。 

  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、退職被保険者の療養給付費の減少

及び平成27年度の精算により、2,130万3,000円の減額をお願いするものでございます。 

  次の７ページをお願いいたします。 

  ５款前期高齢者交付金、１項１目前期高齢者交付金では、追加交付により25万5,000円の追加をお願いする

ものでございます。 

  ６款県支出金、１項２目特定健康診査等負担金につきましては、国庫分と同様に50万円の追加をさせていた

だきまして、２項１目財政調整交付金では、平成27年度の療養給付費の精算に伴い671万6,000円の追加をお願

いするものでございます。 

  ７款共同事業交付金につきましては、国保団体連合会が実施主体の事業でございまして、１項１目高額医療

費共同事業交付金として1,207万2,000円を、２目保険財政共同安定化事業交付金として1,679万4,000円の追加

をさせていただくものでございます。これは平成28年２月支払い分から６月支払い分の一般被保険者の保険給

付費の大幅な増によるものでございます。 

  ９款繰入金、１項２目一般会計繰入金では、１節保険基盤安定繰入金、保険税軽減分65万円の減額は、保険

税の均等割及び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20万8,000円を追加させていただき、５節財政安定化支援事業

繰入金389万3,000円の減額をお願い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65万1,000円の追加をお願いするものでご

ざいます。 

  10款繰越金では、あわせて８ページをお願いいたします。前年度の決算に基づき、2,178万9,000円の減額を

お願いするものでございます。 

  以上、大変雑駁でございますが、議案第18号 平成28年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

の内容とさせていただきます。 

  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18号の内容の説明は終わりました。 

  議案第19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19号の内容につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の73ページをお願いします。 

  議案第19号 平成28年度長南町介護保険特別会計補正予算について。 

  平成28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。 
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  平成29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  別冊の介護保険特別会計補正予算の１ページをお願いします。 

  平成28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、第１項、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5,044万

8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億3,300万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、歳出からご説明させていただきます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  今回の補正は、主として平成28年度の介護保険事業の決算見込みによる精算と、平成28年度で超過交付とな

っております国庫支出金、県支出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最

終調整ですので、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173万3,000円の減額となります。 

  １項総務管理費では、事業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。 

  ２款保険給付費は、給付費のそれぞれの決算を見込む中で、7,295万8,000円の減額をお願いするものでござ

います。補正後の保険給付費は９億1,768万9,000円となります。ほぼ昨年並みの決算額となると見込んでおり

ます。 

  ９ページから11ページの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28年度の給付費

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。 

  11ページをお願いいたします。 

  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882万1,000円を基金に

積み立てるものでございます。 

  ４款地域支援事業費については、事業費の決算を見込む中で847万3,000円の減額をお願いするものでござい

ます。 

  13ページをお願いいたします。 

  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27年度国・県支出金の返還金でございまし

て、2,319万6,000円の追加をお願いするものでございます。財源は27年度からの繰越金となります。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

  ６ページにお戻りください。 

  ３款国庫支出金、４款支払基金交付金、５款県支出金、また８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

入れをしないで済みましたので、全額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。 

  次に、９款１項１目の繰越金につきましては、2,976万3,000円の追加をお願いするもので、27年度からの繰

越金を全額計上させていただくものでございます。 
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  なお、人件費の補正による給与費明細書が14ページ以降に記載してございますので、後ほどごらんください。 

  以上が、議案第19号 平成28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。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

〔建設環境課長 唐鎌伸康君登壇〕 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） それでは、議案第20号 平成28年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第

１号）の内容につきまして、ご説明させていただきます。 

  議案書の74ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第20号 平成28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28年度長南町笠森霊園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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、別冊の補正予算書の１ページをお開きいただきたいと思います。 

  平成28年度長南町の笠森霊園事業特別会計補正予算（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、歳入歳出の予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ469万3,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,569万3,000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示すとおりでございます。 

  それでは、事項別明細書により内容のご説明をさせていただきます。 

  ６ページ、７ページをお開きください。 

  ６ページの歳入からご説明させていただきます。 

  ５款１項１目繰越金でございますが、平成27年度決算によります469万3,000円の追加でございます。歳入合

計では、469万3,000円の追加をお願いするものでございます。 

  次に、７ページの歳出についてご説明をさせていただきます。 

  １款霊園総務費、１項１目霊園管理費でございますが、２節、３節、４節は給与改定に伴う補正でございま

す。 

  13節委託料では、管理料電算処理委託料の精算に伴います144万2,000円の減額をお願いするものです。 

  14節使用料及び賃借料では、複写機の使用料12万2,000円の減額をお願いするものです。 

  25節積立金では、歳入における繰越金469万3,000円の追加と、歳出では霊園管理費の精算により180万7,000

円の減額と合わせまして650万円の追加をお願いするものです。これによりまして、平成28年度末の財政調整

基金の残高は、6,156万1,000円となるところでございます。 

  27節公課費では、消費税納付によります精算でありまして、31万5,000円の減額をお願いするものです。 

  歳出合計では、469万3,000円の追加をお願いするものです。 
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  ８ページ、９ページは、給与費明細書となりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 

  以上、大変雑駁な説明でございましたが、平成28年度長南町笠森霊園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。 

  ご審議いただきまして、ご可決賜り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20号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。 

  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21号 平成28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75ページをお開きください。 

  議案第21号 平成28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28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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  別冊の長南町農業集落排水事業補正予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

  平成28年度長南町の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に歳入歳出それぞれ215万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２億1,395万7,000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出予

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、歳出より説明させていただきますので、７ページをお開きいただきたいと

思います。 

  １款１項１目一般管理費におきましては、給与改定に伴う人件費の追加でございます。 

  ２款１項１目施設管理費におきましては、208万5,000円の追加をさせていただくものでございます。11節に

つきましては、処理場及びマンホール内の耐用年数の経過したポンプ等の交換費用161万3,000円の修繕料の追

加でございます。 

  15節工事請負費47万2,000円の追加でございますが、これは給田地先の新規加入による排水管新設工事の追

加でございます。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２戸分84万円の減額で、本年度は新規加入の見込みがないため、減額

をお願いするものでございます。 

  ３款１項１目１節では、一般会計繰入金でございますが、年度末までの決算見込みにより100万円の減額を

お願いするもので、４款１項１目１節では、前年度繰越金352万5,000円の追加を、５款２項１目１節雑入にお

きましては、47万2,000円の追加を、これは歳出で申し上げました給田地先の新規加入による排水管新設工事

の受益者からの分担金でございます。 
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  以上、大変雑駁な説明でございましたが、議案第21号 平成28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。 

  議案第22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22号の内容につきまして説明をさせていただきます。 

  議案書の76ページをお開き願います。 

  議案第22号 平成28年度長南町ガス事業会計補正予算について。 

  平成28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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  本補正は、決算を見込む中、ガス売り上げ等及び人件費並びに精算に伴う減額補正をお願いするものでござ

います。 

  補正予算書、別冊となっております、１ページをお開き願いたいと存じます。 

  平成28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くものでございます。 

  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

６戸減の4,618戸、第２号、年間供給量を21万8,000立方メートル減の847万7,000立方メートル、第３号、１日

平均供給量を２万3,225立方メートルに改めるものでございます。 

  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するものでございます。 

  収入でございますが、第１款ガス事業収益2,142万3,000円、3.15％減の６億5,869万1,000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2,222万4,000円、3.29％減の６億5,344万8,000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、資本的収入及び支出の不足額の補塡財源を改めさせていただくものです。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１億8,628万9,000円は、当年度分損益勘定留保資

金１億3,144万6,000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4,203万

3,000円に改め、資本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。 

  収入では、第１款資本的収入411万4,000円を減額し、3,220万4,000円とさせていただくものです。 

  第２項工事負担金で、長生グリーンライン工事に伴う移設負担金の精算に伴う減額でございます。 

  支出では、第１款資本的支出58万1,000円を減額し、２億1,849万3,000円とさせていただくものです。 

  第１項建設改良費に係ります職員２名分の人件費の減額でございます。 

  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、564万3,000円を減額し、5,655万7,000円とさ
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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28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、1,594万4,000円、2.5％減

の６億3,471万7,000円とするものでございます。ガス販売量では、21万8,000立方メートル、2.5％減の847万

7,000立方メートルとなり、この需要期は順調に供給をしているものの、上半期において気温が高目に推移し

たことから、一般家庭などの小口供給分で３万9,000立方メートル、大口供給分で17万9,000立方メートルの減

によ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、422万9,000円減額し、1,330万5,000円とするものでございます。一

般家庭などの内管受注工事高減によるものでございます。 

  ３項営業外収益、２項長期前受金戻入、125万円減額し、956万8,000円とするものでございます。長生グリ

ーンライン工事に伴う移設負担金が精算により減額となったため生じたものでございます。 

  次に、収益的支出でございますが、１款ガス事業費用、１項１目ガス売上原価、ガス購入費でございますが、

910万7,000円、2.5％減の３億6,142万6,000円とするものでございます。原ガス購入量21万8,000立方メートル

減によるものでございます。 

  ２項供給販売費では、892万1,000円、3.9％減の２億1,789万4,000円とするものでございます。 

  次に、４ページの１目から８目は、給与関係で人事異動に伴う人件費の減額を、11目から24目は、精算に伴

う減額をするものでございます。 

  ３項一般管理費では、18万9,000円を追加し、3,967万円とするものでございます。人件費等を追加するもの

でございます。 

  ４項営業雑費用、１目受注工事費用は、内管工事受注高の減によるものでございます。 

  ５項営業外収益、２目消費税及び地方消費税を減額するものでございます。 

  次に５ページでございます。 

  資本的収入でございます。２項１目工事負担金を411万4,000円を減額し、220万4,000円とするものでござい

ます。長生グリーンライン工事の一部繰越及び精算に伴う移設工事負担金の減によるものでございます。 

  資本的支出でございます。１款１項建設改良費では、58万1,000円を減額し、１億9,277万2,000円とするも

のでございます。人件費の減額でございます。 

  次に、６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

の合計額の資金増加額は、設備投資により2,861万4,000円減となり、28年度末の資金残高は１億2,523万9,000

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28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、本年度３

月末の見込みを税抜きであらわしております。当年度純利益は、右側下から３行目になりますが、収益から費
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用を差し引きました純利益は243万3,000円の見込みでありまして、下の二重線となりますが、当年度未処分利

益剰余金は1,130万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28年度ガス事業会計予定貸借対照表でございます。財産状況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

4,656万5,000円の見込みでございます。 

  ９ページでございますが、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７億9,654万6,000円で、次の資本の部では、資本金、剰余金の合計、資本合計８億5,001万9,000円とな

り、一番下の二重線、負債資本合計では16億4,656万5,000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、給与費明細書であります。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すが、平成28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、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22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２時15分を予定しております。 

（午後 １時５９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23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23号 平成29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77ページをお開きください。 

  議案第23号 平成29年度長南町一般会計予算について。 

  平成29年度長南町一般会計予算を別冊のとおり提出する。 

  平成29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ページをお願いいたします。 

  平成29年度長南町の一般会計予算は次に定めるところによる。 

  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を、歳入歳出それぞれ43億7,400万円

と定めるものでございます。 



－43－ 

  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、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２表、地方債によるものです。 

  第３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４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

る同一款内での各項間の流用を定めるものでございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  第２表、地方債でございます。 

  平成29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、過疎基金に係る過疎対策事業といたしまして3,500万円、道路橋梁修繕

に関する公共事業等4,900万円、合計２億6,400万円を借り入れようとするものでございます。 

  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。 

  続きまして、事項別明細書により歳出からご説明申し上げます。 

  24ページをお願いいたします。 

  １款議会費は8,376万8,000円の計上でございます。 

  25ページをお願いいたします。 

  ２款総務費では、前年度比8,356万8,000円減の８億2,365万1,000円を計上してございます。 

  １項総務管理費は8,304万8,000円減の６億7,290万2,000円の計上でございます。 

  29ページをお願いいたします。 

  ３目財政管理費でございますが、ふるさと納税寄附額の増に伴い、８節報償費及び30ページになりますが13

節の委託料、14節使用料及び賃借料を増額し予算計上させていただいております。その他特定財源につきまし

ては、ふるさと納税寄附金でございます。 

  ５目財産管理費でございますが、小学校の維持管理経費といたしまして、11節では電気料ほか、12節では建

物火災保険料ほか、13節では各種管理委託料を計上してございます。 

  34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、小学校跡地の企業等誘致事業の経費を12節役務費及び13節委託料に計上さ

せていただいてございます。国県支出金の特定財源は地方創生推進交付金で、その他特定財源は過疎基金繰入

金でございます。 

  36ページをお願いいたします。 

  ９目の防災対策費でございますが、戸別受信機更新事業の完了が主な減額要因となっております。 

  37ページの19節になりますが、広域医療救護所負担金を計上いたしました。 
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  38ページをお願いいたします。 

  12目の過疎対策費でございますが、13節では地域公共交通再編実施計画策定業務委託料を計上させていただ

いてございます。国県支出金の特定財源は社会資本整備総合交付金及び地域公共交通調査事業国庫補助金でご

ざいまして、その他特定財源は過疎基金繰入金及び新公共交通システム使用料でございます。 

  39ページをお願いいたします。 

  13目諸費でございますが、ＬＥＤ照明導入に伴う調査業務の完了及び防犯灯のＬＥＤ化に伴う電気料により

減額してございます。 

  44ページをお願いいたします。 

  ４項選挙費でございますが、３目町長選挙及び46ページになりますが、４目議会議員補欠選挙費を計上して

ございます。 

  47ページをお願いいたします。 

  ３款民生費では、前年度比6,831万6,000円増の10億1,120万1,000円を計上してございます。 

  １項社会福祉費でございますが、前年度比2,276万7,000円増の７億1,648万7,000円でございます。 

  54ページをお願いいたします。 

  ６目後期高齢者医療費は、19節の医療給付費負担金が前年度に比べ増額となっております。特定財源につき

ましては、後期高齢者医療基盤安定県負担金でございます。 

  ７目の臨時福祉給付金事業費は、事業費を増額し、昨年度に引き続き実施するものでございます。特定財源

は臨時福祉給付金事業国庫補助金でございます。 

  55ページに移ります。 

  ２項児童福祉費は、前年度比4,554万9,000円増の２億9,471万4,000円の計上でございます。 

  １目児童福祉総務費でございますが、56ページをお願いいたします。 

  児童クラブ施設建設に伴う経費として、13節では設計監理委託料、15節では建設工事費を、18節では備品購

入費を計上してございます。特定財源は子ども・子育て支援整備、国・県の補助金等で、その他特定財源は過

疎基金繰入金でございます。 

  59ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費では、前年度比3,860万円増の３億4,021万7,000円を計上してございます。 

  １項保健衛生費は、2,526万4,000円増の２億6,458万4,000円の計上でございます。 

  62ページをお願いいたします。 

  ３目の母子保健費では、20節の子ども医療費扶助が利用者の増加に伴い増額となっております。特定財源は、

子ども医療費助成事業県補助金等でございます。 

  66ページをお願いいたします。 

  ５款農林水産業費は、前年度比1,213万7,000円減の４億5,799万3,000円を計上してございます。 

  １項農業費は、1,211万3,000円減の４億5,758万円の計上でございます。 

  67ページに移りますが、下のほうになりますが、３目の農業振興費でございますが、70ページをお願いいた

します。19節の中ほどの鳥獣被害防止対策協議会補助金、経営規模拡大農地集積奨励補助金及び地域農業整備



－45－ 

事業補助金等につきましては、前年度に比べて増額となっております。特定財源は鳥獣被害防止総合対策国庫

補助金、飼料用米等拡大支援事業県補助金等で、その他の特定財源は過疎基金、地域農業推進基金繰入金でご

ざいます。 

  71ページをお願いいたします。 

  ７目ほ場整備費でございますが、農地耕作条件改善事業利根里地区の事業完了が減額要因となっております。 

  73ページ、19節の下のほうになりますが、多面的機能支払交付金につきましては増額となっております。特

定財源は多面的機能支払県補助金等で、その他特定財源は土地改良施設維持管理適正化に係る分担金でござい

ます。 

  75ページをお願いいたします。 

  ６款１項商工費は、前年度比5,563万円減の4,493万1,000円の計上でございます。 

  76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、野見金公園整備工事の完了が減額の要因となっております。なお、地方創生

推進交付金による東京家政大学との協働事業経費が８節、11節、13節に盛り込まれております。特定財源は地

方創生推進交付金、観光地魅力アップ整備事業補助金、首都圏自然歩道管理県委託金で、その他特定財源は野

営場の使用料でございます。 

  78ページをお願いいたします。 

  ７款土木費は、前年度比2,405万8,000円増の５億6,357万5,000円を計上してございます。 

  １項土木管理費は、7,256万2,000円増の３億2,009万3,000円の計上でございます。 

  79ページに移りますが、２目の地籍調査費でございますが、事業量の増に伴い増額となっております。特定

財源は地籍調査費県負担金でございます。 

  80ページをお願いいたします。 

  ２項道路橋梁費は、4,565万円減の２億2,653万5,000円の計上でございます。事業費が減額となっているも

のの、２目の道路橋梁費では舗装、のり面、トンネルなどの道路修繕工事費を、３目道路新設改良費では調査

設計の業務委託費及び舗装工事費を、４目橋梁維持費では橋梁修繕工事費をそれぞれ社会資本整備総合交付金

の国庫補助事業を生かし、予算を計上させていただいております。 

  85ページをお願いいたします。 

  ８款１項消防費は、消防施設費により増額となっております。 

  ９款の教育費は、前年度比３億3,699万9,000円減の４億2,967万3,000円を計上してございます。減額要因と

しては統合小学校校舎建設事業の完了によるものでございます。 

  89ページをお願いいたします。 

  ２項小学校費は、３億7,240万1,000円減の7,968万円の計上でございます。 

  １目の学校管理費でございますが、４小学校より統合小学校１校となりますので、この関係で維持管理費等

が減額となっております。 

  90ページをお願いいたします。 

  ２目教育振興費でございますが、13節スクールバス運行委託料及び14節ではパソコン使用料を計上してござ
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います。 

  91ページになりますが、学校施設整備費は統合小学校校舎整備事業の完了により廃目とさせていただきまし

た。 

  ３項中学校費は2,913万8,000円増の5,450万円の計上でございます。 

  93ページをお願いいたします。 

  ３目の学校施設整備費でございますが、普通教室等の空調設備工事費を計上いたしました。 

  ４項社会教育費は、2,363万円増の8,624万4,000円の計上でございます。 

  95ページをお願いいたします。 

  ２目の公民館費でございますが、96ページをお願いしたいと思いますが、13節で公民館建設基礎調査業務委

託料を計上させていただきました。 

  ３目の文化財保護費では、97ページになりますが、13節委託料で指定文化財環境整備を債務負担行為により

平成28年度より実施し、その下の（仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画策定業務委託料及び98ページになります

が、郷土学習教材用ビデオ作成委託料は地方創生推進交付金によるものでございます。また、15節の郷土資料

館屋根補修工事費も計上させていただきました。国県支出金の特定財源は地方創生推進交付金で、その他特定

財源はコピー代等によるものでございます。 

  99ページをお願いいたします。 

  ５項の保健体育費でございますが、175万8,000円減の１億2,318万8,000円の計上でございます。 

  101ページをお願いいたします。 

  ２目の給食施設費でございますが、すみません、102ページをお願いしたいと思います。13節で給食配送業

務委託料がございますが、こちらは統合小学校となることから減額となっております。 

  10款災害復旧費につきましては、千田地先の県単小規模治山緊急整備事業の経費でございます。 

  104ページをお願いいたします。 

  11款公債費でございますが、３億9,680万4,000円を計上してございます。その他特定財源につきましては、

減債基金繰入金と預金利子でございます。 

  12款諸支出金につきましては、4,706万3,000円の計上でございます。 

  ３項基金費１目財政調整基金は、1,205万1,000円を積み立てるものでございます。その他特定財源は、ふる

さと納税寄附金、一般寄附、利子等でございます。 

  13款予備費は、1,000万円を計上してございます。 

  歳出につきましては、以上でございます。 

  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。 

  １款町税ですが、総額は前年度に比較して974万9,000円増の10億9,090万5,000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525万円減の３億7,315万円となっております。個人町

民税は所得割の増により150万円の増、一方、法人は法人税割の減により675万円の減となっております。 

  ２項の固定資産税につきましては、前年度比1,200万円増の６億3,055万5,000円を見込んでおります。 
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  ３項の軽自動車税につきましては、前年度比300万円増の2,820万円を見込んでおります。 

  ４項町たばこ税、５項鉱産税につきましては、平成28年度の実績を見込む中で計上させていただきました。 

  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28年度の実績見込みによ

り計上させていただきました。 

  ２款では地方譲与税は7,800万円、13ページに移りますが、６款地方消費税交付金は1,000万円減の１億

4,000万円、７款ゴルフ場利用税交付金は前年度同額の9,500万円、14ページになりますが、10款の地方交付税

でございますが、4,900万円増の13億6,100万円の計上でございます。このうち、普通交付税は4,000万円増の

12億2,700万円、特別交付税は地籍調査に係る交付分を見込み、900万円増の１億3,400万円を計上いたしまし

た。 

  12款分担金及び負担金は5,811万4,000円を、15ページに移りますが、13款使用料及び手数料は5,939万円、

14款国庫支出金は8,964万6,000円減の３億81万6,000円の計上でございます。減額要因といたしましては、統

合小学校校舎整備工事完了に伴う教育費国庫負担金によるもので、16ページになりますが、教育費国庫負担金

は廃目とさせていただいてございます。 

  16ページになりますが、２項２目民生費国庫補助金の臨時福祉給付金は増額し、児童クラブ施設建設に伴う

子ども・子育て支援整備交付金を計上させていただいてございます。 

  17ページをお願いいたします。 

  15款県支出金は、5,125万2,000円増の４億1,849万7,000円の計上でございます。増額につきましては、地籍

調査費負担金によるものでございます。 

  18ページをお願いいたします。 

  ２項２目の民生費県補助金では、国の補助金同様、児童クラブ施設建設に伴う子ども・子育て支援整備補助

金を計上してございます。 

  20ページをお願いいたします。 

  16款財産収入は51万7,000円、17款寄附金は2,000万円増の3,005万円の計上でございます。ふるさと納税寄

附金の増を見込みました。 

  18款繰入金は１億3,647万5,000円減の３億2,039万3,000円の計上でございます。減額要因といたしましては、

統合小学校校舎整備工事完了に伴う教育整備基金繰入金によるものでございます。 

  21ページに移ります。 

  19款繰越金は5,000万円、20款諸収入は6,590万8,000円。 

  23ページをお願いいたします。 

  21款町債は、２億2,200万円減の２億6,400万円の計上でございます。こちらの減額要因といたしましては、

総務債の緊急防災・減災事業債借り入れによる戸別受信機更新及び教育債に係る統合小学校校舎整備工事の完

了によるものでございます。 

  以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

  なお、106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。 
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  以上、大変雑駁ではございましたが、議案第23号 平成29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号及び議案第25号の内容の説明を求めます。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

〔税務住民課長 仁茂田宏子君登壇〕 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） それでは、議案第24号 平成29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、ご説明申し上げます。 

  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24号 平成29年度長南町国民健康保険特別会計予算について。 

  平成29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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、別冊の予算書の121ページをお開きいただきたいと存じます。 

  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などを勘案し、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日現在の一般被保険者は2,280人、退職被保険者では

134人、全体では2,414人でございまして、前年度の同時期に比べ217人の減でございます。加入率は28.7％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29年度長南町の国民健康保険特別会計の予算は、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。 

  第１項、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億3,800万円と定め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、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2,500万円と

定めるものでございます。 

  第３条、歳出予算の流用でございます。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、第１号に記載の保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を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を定め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、恐れ入りますが132ページをお

開きいただきたいと存じます。 

  １款総務費につきましては、前年度に比べ198万9,000円増の3,533万2,000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、一般会計からの職員給与費の繰入金及び療養給付費等交付金でございます。 

  １項１目一般管理費では、人件費のほかに13節委託料においては、平成30年度の都道府県化に向け国保シス

テム改修費用の増を見込んだところでございます。 



－49－ 

  134ページをお開きいただきたいと存じます。 

  ２款保険給付費につきましては、過去３年間の上昇率あるいは平成28年度の決算見込み及び被保険者の推移

などを勘案しまして、前年度当初予算に比べ1,060万円増の８億1,748万2,000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と、国県支出金の２億7,391万1,000円は、療養給付費負担

金及び財政調整交付金でございます。また、その他財源の４億8,045万円は、前期高齢者交付金、一般会計か

らの保険基盤安定繰入金等でございます。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。 

  それでは、１項１目一般被保険者療養給付費では、医療費の上昇率から900万円増の６億6,700万円を見込み

まして、２目退職被保険者等療養給付費では、平成26年度に制度が廃止されたこと伴う経過措置により、

1,700万円減の3,200万円を見込ませていただいたところでございます。 

  次の135ページになりますが、２項１目一般被保険者高額療養費につきましては、前年度に比べ2,000万円増

の１億円を見込んだところでございます。 

  次の136ページをお願いいたします。 

  ３款後期高齢者支援金等につきましては、支払基金へ拠出するものでございまして、１億3,746万7,000円を

計上させていただきまして、一般財源は保険税及び繰越金でございます。 

  ４款前期高齢者納付金等につきましては、平成27年度の精算及び加入者１人当たりの負担調整により49万

4,000円を見込んだところでございます。 

  137ページの６款介護納付金につきましては、支払基金へ納付するものでございまして、6,062万1,000円の

計上でございます。 

  ７款共同事業拠出金につきましては、保険財政の安定化を図るために国保連合会に拠出するもので、前年度

に比べ491万4,000円減の２億6,107万3,000円の計上をさせていただいたところでございます。 

  １目高額医療費拠出金では、１件当たり80万超えの医療費に対する拠出金として2,543万1,000円の計上でご

ざいます。 

  138ページをお願いいたします。 

  ３目保険財政共同安定化事業拠出金は、80万円以下の医療費に対する拠出金として２億3,564万1,000円を見

込んだところでございます。特定財源のその他財源につきましては、共同事業交付金でございます。 

  ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費につきましては、前年度に比べ129万6,000円増の1,363万

2,000円をお願いするものでございまして、13節委託料では個別健診者の増を見込んでおります。 

  次の139ページにかけてとなりますが、２項２目疾病予防費の840万円は人間ドックの委託料185人分を見込

んでおります。なお、平成29年度以降の人間ドックの助成額は上限を６万円とさせていただきます。 

  ９款基金積立金の100万1,000円は、条例に基づく積み立て分と基金の利息でございます。 

  11款諸支出金につきましては、保険税の還付金等110万3,000円でございます。 

  次の140ページの12款予備費につきましては、前年度と同額の100万円をお願いするものでございます。 

  続きまして、歳入の説明を申し上げますので、恐れ入りますが128ページにお戻りいただきたいと存じます。 

  １款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、
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前期高齢者交付金等の歳入予定額を見込む中で、また、被保険者数及び所得の減少等を勘案いたしまして、予

算額２億3,931万4,000円を見込ませていただきまして、前年度と比較し1,890万2,000円の減でございます。平

成28年度決算見込額と対比いたしますと1,090万円ほどの減でございます。 

  １目一般被保険者国民健康保険税では1,327万円減の２億2,303万円を、２目退職被保険者等国民健康保険税

では563万2,000円減の1,628万4,000円を見込ませていただいたところでございます。 

  次の129ページにかけまして、３款国庫支出金の総額につきましては、前年度に比べ382万3,000円増の２億

2,129万7,000円を見込んだところでございます。 

  １項国庫負担金では法定負担割合から１億7,692万6,000円を見込みまして、２項国庫補助金では市町村間の

財政力の不均衡を調整する交付金として4,437万1,000円を見込むものでございます。 

  ４款療養給付費等交付金につきましては、退職被保険者の減に伴い4,200万1,000円を見込んだところでござ

います。 

  ５款前期高齢者交付金につきましては、平成27年度の精算の関係から１億900万円増の３億7,474万2,000円

を見込んでおります。 

  ６款県支出金の１項県負担金では、法定負担割合から744万5,000円を見込みまして、次の130ページにかけ

まして、２項１目財政調整交付金では4,746万6,000円を見込んでおります。これは、平成28年度の療養給付費

の調整率の減及び退職被保険者交付金の減によるものでございます。 

  ７款共同事業交付金につきましては、２億9,484万円を見込むもので、これは国保団体連合会が実施主体の

事業であり、前期高齢者分を除いた医療費の59％が交付されるものでございます。 

  ９款繰入金につきましては、3,124万7,000円減の9,611万5,000円でございます。内訳といたしまして、１目

財政調整基金繰入金では平成28年度にほぼ取り崩しいたしましたので1,000円を計上したものでございます。

２目一般会計繰入金では、前年度に比べ324万8,000円減の9,611万4,000円を計上させていただいたところでご

ざいます。１節の保険税軽減分では3,677万2,000円のうち、県が４分の３を、町が４分の１を負担するもので

ございます。２節の保険者支援分では国が２分の１を、県及び町がそれぞれ４分の１を負担するものでござい

ます。この１節２節を合わせました保険基盤安定繰入金5,807万5,000円の75％、金額にしまして4,355万5,000

円を国と県が負担しているものでございます。３節職員給与費等繰入金では３人分を、４節助産費等繰入金で

は１件当たりの支給額42万円の３分の２は交付税措置され、10件分を見込んでおります。５節財政安定化支援

事業繰入金では、国保財政の健全化及び保険税負担の平準化のために町が負担するものでございます。 

  10款繰越金では、前年度の繰越金として1,400万1,000円の計上でございます。 

  次の131ページの11款諸収入につきましては、延滞金及び特定健診の受診者負担金等77万7,000円を計上させ

ていただいております。 

  以上、歳入歳出予算の総額は、前年度と比較いたしまして0.8％の1,070万円増の13億3,800万円とさせてい

ただくものでございます。 

  141ページからは給与費明細書となりますので、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25号 平成29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、ご説明申し

上げます。 
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  議案書の79ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第25号 平成29年度長南町後期高齢者医療特別会計予算について。 

  平成29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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、別冊の予算書の151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広域連合の後期高齢者医療に関する条例

に規定されております資格の得喪事務、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。本年１月１日現在の被保険者数は1,765人でございまして、前年度の同時期に比べ44人の

増でございます。それでは、内容に入らせていただきます。 

  平成29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るものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算でございます。 

  第１項、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億800万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、恐れ入りますが157ページをお開

きいただきたいと存じます。 

  １款総務費につきましては、197万3,000円をお願いするものでございまして、保険料の徴収事務に係る電算

委託料などでございます。その他財源は一般会計からの事務費繰入金及び広域連合からの事務費補助でござい

ます。 

  ２款の後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、１億330万1,000円を見込みまして、保険料及び一般

会計からの保険基盤安定繰入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。 

  ３款保健事業費では、人間ドック45件分の委託料及び歯科健診事業費を合わせまして212万4,000円をお願い

するものでございます。その他財源は広域連合からの長寿健康増進事業補助金などでございます。なお、平成

29年度以降の人間ドックの助成額は、上限を６万円とさせていただきます。 

  ４款諸支出金では、次の158ページをあわせてごらんいただきまして、保険料の還付金等で10万2,000円を計

上させていただいております。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款予備費では、前年度と同額の50万円を計上したところでございます。 

  続きまして、歳入のご説明を申し上げますので、恐れ入りますが156ページにお戻りいただきたいと存じま

す。 

  １款後期高齢者医療保険料につきましては、千葉県後期高齢者広域連合会議の試算に基づきまして、本年度

は6,992万円2,000円を見込んだところでございます。なお、保険料率等は２年間適用され、前年度と同様に均

等割額４万400円、所得割率7.93％でございます。 

  ２款繰入金につきましては、3,467万6,000円を見込みまして、１節の保険基盤安定繰入金では保険料軽減分

の補塡として県が４分の３を、町が４分の１を負担するものでございます。 

  ３款繰越金では、前年度からの繰越金として62万4,000円の計上でございます。 
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  ４款諸収入では、広域連合からの保険料の還付金、雑入での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など277万8,000円の計上をさせていただいております。 

  以上、歳入歳出予算の総額は、前年度と比較いたしまして6.2％の630万円増の１億800万円とさせていただ

くものでございます。 

  以上、誠に雑駁でございますが、議案第24号 平成29年度長南町国民健康保険特別会計予算及び議案第25号 

平成29年度長南町後期高齢者医療特別会計予算の内容の説明とさせていただきます。 

  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24号及び議案第25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３時20分を予定しております。 

（午後 ３時０５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２１分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 議案第26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26号の内容についてご説明させていただきます。 

  議案書の80ページをお願いいたします。 

  議案第26号 平成29年度長南町介護保険特別会計予算について。 

  平成29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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  なお、別冊の予算書の161ページをお願いいたします。 

  まず、平成28年１月１日現在の介護保険の状況でございますが、65歳以上の第１号被保険者数は3,213名で

ございます。高齢化率は38.3％になりまして、前年度比1.3％上昇しております。介護認定者数は566名でござ

いまして、このうちの88％に当たる499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、居宅で介護サービスを受けている方が315名、施設で介護を受けている方が126名、地域密着型介護サ

ービスを利用されている方が58名となっております。昨年の同時期に比べますと微増という状況になっていま

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29年度長南町介護保険特別会計予算です。 

  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10億5,100万円と定める

ものでございます。 

  第２条、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、歳出からご説明させていただきます。 
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  171ページをお願いいたします。 

  第１款総務費につきましては、前年度比260万1,000円増の2,581万3,000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繰入金でございます。国庫支出金の1,000円は、事業費補助

となりますが、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項一般管理費につきましては、職員１名分の人件費と平成29年度は第７期の介護保険事業計画を作成する

ことになりますので、13節で介護保険事業計画策定事業委託料350万円を計上させていただいております。 

  172ページをお願いいたします。 

  ３項の介護認定審査会費につきましては882万8,000円をお願いするものでございます。増額の主な要因は、

173ページにありますが、173ページの19節で審査件数の増加によりまして、広域で行っております認定審査会

への負担金の増となっております。 

  173ページをお願いします。 

  ２款保険給付費につきましては、認定者・利用者とも安定傾向にはありますが、平成28年度の利用状況に基

づく推計により、必要なサービス量を見込んだところでございます。全体では1.6％の減、９億7,471万2,000

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、

国県支出金の介護給付費負担金及び調整交付金で３億8,766万7,000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４億344万

6,000円でございます。 

  １項１目の居宅サービス給付費で4,387万8,000円の減額となっておりますが、利用状況による減と地域密着

型通所介護の創設により、この給付費が２目の地域密着型サービス給付費に移行したものが大きな減の要因と

なっております。 

  174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、要支援と認定された方々の給付費となりますが、10.4％減の

1,522万7,000円の計上でございます。 

  176ページをお願いいたします。 

  ４款地域支援事業費につきましては、833万4,000円増の4,847万1,000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内訳につきましては、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2,100万1,000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1,708万円でございます。 

  １項の介護予防・日常生活総合事業費につきましては、3,222万1,000円の計上でございます。この項で要支

援者の訪問型サービス、通所型サービスの費用負担や介護予防事業に取り組む事業費を計上しております。28

年度に比べ827万8,000円の増額となっております。 

  177ページをお願いします。 

  ２項の包括的支援事業等費につきましては、1,536万8,000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係る人件費２名分のほか、次のページ、178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となります。 
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  ３項の任意事業費では、88万2,000円の予算計上となります。この項では認知症を抱える家族の支援事業、

寝たきりの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。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

  168ページにお戻りください。 

  １款保険料につきましては、65歳以上の方々からの保険料となります。平成29年度予算額は１億9,361万

2,000円を見込んだところでございます。平成28年度に比較して2.9％の増となっております。 

  ３款国庫支出金から、次のページ、169ページの６款財産収入と７款寄附金を除きまして、８款繰入金まで

は、歳出の特定財源でご説明申し上げましたとおり、それぞれの法定の負担割合で歳入を見込んでおります。 

  ８款の繰入金のうち、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税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軽減する目的で交付されるものです。平成29年度は

138万円を計上させていただくもので、負担割合としては、国50％、県と町が25％ずつとなっております。 

  ２項１目の介護給付費準備基金繰入金の868万4,000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。 

  170ページをお願いいたします。 

  ３項４目の雑入は、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。 

  なお、給与費明細書を80ページ以降に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、議案第26号 平成29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。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

〔建設環境課長 唐鎌伸康君登壇〕 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） それでは、議案第27号 平成29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、ご説明をさせていただきます。 

  議案書81ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第27号 平成29年度長南町笠森霊園事業特別会計予算について。 

  平成29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29年３月１日提出、平野貞夫。 

  それでは、予算書の189ページをお開きいただきたいと思います。 

  新年度につきましては、霊園施設の維持管理といたしまして管理事務所の鉄骨塗装と空調機更新工事を、ま

た利用者の安全性と景観の保全を目的に継続的に墓所区画のり面の補修工事や有害獣の被害防止策として防護

柵の設置工事を計画させていただきました。 

  それでは、内容について説明させていただきます。 

  平成29年度長南町の笠森霊園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。 
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  第１条、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6,330万円と定めさせていただく

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、一時借入金の最高額は2,000万円と

定め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。 

  195ページをお開きいただきたいと思います。 

  １款霊園総務費、１項１目霊園管理費でございますが、前年度より61万5,000円増の4,237万1,000円を計上

させていただきました。人件費では、一般職員１名の給与、また賃金では前年度同様に非常勤職員の通常勤務

と休日勤務を合わせまして４名分を計上させていただきました。11節需用費では、消耗品、納入通知書等の印

刷製本費、施設の光熱水費等で328万9,000円を、12節役務費では、管理料納入通知書等の郵便料及びコンビニ

収納の手数料、電話料等で214万7,000円を計上させていただきました。 

  続きまして、196ページをお開き願いたいと思います。 

  13節委託料では、委託料の納付にかかわる電算処理委託料、園内の清掃委託料等で1,686万2,000円を、14節

使用料及び賃借料では、霊園管理システムの使用料、園内の防犯カメラ使用料等で222万9,000円を計上させて

いただきました。 

  197ページをごらんいただきたいと思います。 

  ２款霊園施設費、１項１目霊園施設費でございますが、前年度より168万5,000円の増の1,987万9,000円を計

上させていただきました。13節委託料では、例年実施しております芝墓所における芝の管理委託で189万円を、

15節工事請負費では、昨年度から実施しております有害獣対策の防護柵設置工事、管理事務所の和室の空調更

新工事及び鉄骨塗装工事等で1,501万円8,000円を計上させていただきました。 

  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、前年度と同額の計上でございます。 

  続きまして、歳入について説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、194ページにお戻りいただきたいと思います。 

  １款１項事業収入でございますが、前年度より26万7,000円減の5,115万8,000円を計上させていただきまし

た。１目墓所使用料でございますが、返還墓所に対しまして前年度並みの52区画分の販売を見込みました。前

年度より14万8,000円減の1,184万4,000円を、２目工事負担金でございますが、販売墓所52区画のうちカロー

ト工事18基分を見込みまして、前年度より8,000円減の68万3,000円を計上させていただきました。 

  ３目墓所使用料でございますが、墓所全体区画数9,280区画に対しまして使用率98.8％の9,160区画の使用を

見込みまして、前年度より10万1,000円減の3,627万7,000円を計上させていただきました。 

  ４目施設使用料でございますが、前年度並みの235万4,000円を計上させていただき、２款財産収入４万

3,000円、３款寄附金1,000円は、前年度と同額の予算を計上させていただきました。 

  ４款繰入金につきましては、財政調整基金から1,100万円の繰り入れを計上させていただき、工事請負費に

充当させていただくものでございます。 



－56－ 

  ５款繰越金100万円、６款諸収入９万8,000円につきましては、前年度と同額を計上させていただいたもので

す。 

  以上、歳入歳出それぞれ6,330万円、前年度より230万円の増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、議案第27号 平成29年度長南町笠森霊園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。 

  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28号 平成29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82ページをお開きください。 

  議案第28号 平成29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29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29年３月１日提出、長南町長、平野貞夫。 

  予算書の207ページをお開き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29年１月末現在の接続状況につきまして、ご報告を申し上げます。 

  農集加入戸数は1,087戸で、うち接続戸数874戸、前年度比５戸増の、接続率は80.4％という状況でございま

す。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29年度長南町の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２億1,060万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、借入金の最高額は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、213ページをお開きいただき

たいと思います。 

  最初に、第１款総務費、１項１目一般管理費でございますが、646万3,000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50万円、12節役務費42

万8,000円につきましては、事務的経費でございます。19節負担金、補助金及び交付金は、総合事務組合負担
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金が主なもので65万6,000円でございます。214ページをお開きいただきたいと思います。27節公課費は93万

9,000円で、自動車重量税と消費税でございます。 

  ２款事業費、１項１目施設管理費でございますが、3,949万1,000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等の維持管理費用が主なものでご

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280万円の計上でございます。 

  ３款公債費でございますが、１項１目元金は１億2,894万円、215ページになりますが、２目利子につきまし

ては3,470万6,000円で、合わせまして１億6,364万6,000円の計上をさせていただきました。これは、地方債の

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、歳入について説明させていただきますので、212ページをお開き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費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、4,138万7,000円で、前年度並みの額を見込んだものでござい

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、前年度と同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２項１目雑入につきましては、指定工事店申請の更新手数料等37万2,000円を計上したものでございま

す。 

  歳入歳出合計それぞれ２億1,060万円、前年度と比較して120万円の減をお願いするものでございます。 

  なお、216ページ以降は、給与費明細書等でございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。 

  以上、議案第28号 平成29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、ご審議賜り、ご可決いただき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。 

  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29号の内容につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書の83ページをお開き願います。 

  議案第29号 平成29年度長南町ガス事業会計予算について。 

  平成29年度長南町ガス事業会計予算を別冊のとおり提出する。 

  平成29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。 

  早速ですが、１ページをお開き願いたいと思います。 

  第１条では、平成29年度長南町ガス事業会計の予算は、次に定めるところによらせていただきます。 



－58－ 

  第２条、業務の予定量でございます。第１号、供給戸数4,615戸、第２号、年間供給量は863万2,000立方メ

ートルを、第３号、１日平均供給量を２万3,649立方メートルとするものでございます。 

  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６億7,818万4,000円、前年度比193万円、0.3％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款ガス事業費用は６億7,441万9,000円、前年度比125万3,000円、0.2％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ございます。なお、資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額１億7,903万5,000円は、当年度分損益勘定留保資金１億3,118万9,000円、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,236万円5,000円、建設改良積立金3,548万円1,000円で補塡

をするものでございます。 

  収入でございますが、第１款収益的収入3,675万円で、前年度比43万2,000円、1.2％増となっております。

各項の内容につきましては、予算実施計画で説明させていただきます。 

  次に、支出でございますが、第１款資本的支出２億1,578万5,000円で、前年度比328万9,000円、1.5％減で

ございます。 

  次に、第５条、企業債でございますが、本支管整備事業で限度額3,000万円としております。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。 

  次に、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、記載のとおりと定めさせてい

ただくものでございます。 

  第８条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございますが、職員給与費5,690万2,000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くものでございます。 

  次に４ページをお願いいたします。 

  平成29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。 

  収入でございますが、１款ガス事業収益、１項製品売上、１目ガス売上でございますが、６億5,077万2,000

円、前年度比11万1,000円の増額でございます。販売の見込み量として863万2,000立方メートル、前年度比６

万3,000立方メートル、0.7％減でございます。販売量が減少となるものの、石油石炭税増税分、税込み５万

5,000円の増額及び大口需要家の単価を値上げしたことによるものでございます。 

  次に、２項営業雑収益、１目受注工事収益は、内管受注工事収入として、大型内管を含む111件を見込んで

おります。２目器具販売収益は、ガス漏れ警報器でございます。 
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  ３項営業外収益では、受取利息、長期前受金戻し入れ、雑収入を計上しております。 

  次に、５ページをお願いいたします。 

  支出の内容でございます。 

  １款ガス事業費用、１項売上原価、１目ガス売上原価は３億7,292万9,000円で、前年度比239万6,000円、

0.65％増となっております。関東天然瓦斯の原ガス単価１立方メートル当たり１円45銭の値上げによるもので

ございます。 

  次に、２項供給販売費でございますが、２億2,374万3,000円で、前年度比307万2,000円、1.35％減でござい

ます。 

  １目から８目までは、職員２名分の人件費でございます。 

  ９目修繕費1,655万4,000円は、ガス工作物修繕及び、漏えい修繕、検満メーターの改修等でございます。 

  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2,802万7,000円は、消費機器調査及び導管漏えい検査、検針等の業務でございます。前年度

並みでございます。 

  次に、６ページをお願いいたします。 

  ３項一般管理費では、4,012万4,000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、前年度並みでございます。 

  ４項営業雑費用、内管受注工事費用で111件分を、５項営業外費用では、企業債利息、消費税を計上してご

ざいます。 

  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。 

  まず、収入でございますが、１項１目企業債ですが、3,000万円の借り入れを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675万円は、長生グリーンライン工事に伴うガス管移設工事負担金などを見込んでおり

ます。 

  次に、支出でございます。 

  １項建設改良費、１目工事費１億4,649万7,000円、前年度比335万3,000円、2.1％の減でございます。白ガ

ス管入れかえ工事及び供給管取り出し工事等でございます。 

  29年度の白ガス管入れかえ工事として12路線、約４キロを予定しております。29年度末白ガス管の残延長は

11.4キロを見込み、平成32年度完了を予定しております。 

  次に、８ページをお願いいたします。 

  平成29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設備投資により4,027万2,000円の減額となり、29年度資金期末残高は8,496万7,000円

の見込みでございます。 
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  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。会計方針等をお示ししてお

ります。 

  次に、10ページをお願いいたします。 

  平成29年度ガス事業会計予定損益計算書でございます。ガス事業の経営状況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、140

万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1,270万円

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29年度ガス事業会計予定貸借対照表でございます。 

  ガス事業の財産状態を明らかにするため、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。 

  資産の部では、資産合計、右側下の二重線になりますが、16億3,733万7,000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、中ほどになりますが、負債合計７億8,591万8,000円となります。資本の部になりますが、資

本合計は８億5,141万9,000円となり、右側一番下の二重線、負債・資本合計は16億3,733万7,000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。 

  13ページから17ページ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まして、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すが、議案第29号 平成29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、ご可決いただき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29号の内容の説明は終わりました。 

  以上で、一括議題とした議案第１号から議案第29号までの内容の説明は終わりました。 

  お諮りします。 

  日程第７、議案第１号から日程第36、同意第１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、議案第１号から日程第36、同意第１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。 
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  本日はこれで散会とします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ３時５９分） 

 


