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      平成２３年第４回大台町議会定例会会議録（第１号） 

 

１．招集の年月日                

  平成２３年１２月１２日（月） 

２．招 集 の 場 所                   

  大台町議会議場 

３．開     会 

  １２月１２日（月） 

４．応 招 議 員                

  １番    堀 江 洋 子 君    ２番    廣 田 幸 照 君 

   ３番    山 本 勝 征 君      ４番    小 林 保 男 君 

   ５番    大 西 慶 治 君     ６番    直 江 修 市 君 

  ７番  元 坂 正 人 君     ８番    欠 員 

    ９番  村 田 佶 康 君   １０番    小 野 恵 司 君 

 １１番  前 田 正 勝 君   １２番    中 西 康 雄 君 

１３番    上 岡 國 彦 君    １４番    伊藤勇三郎君 

５．不 応 招 議 員                   

  な し 

６．出 席 議 員 数                   

  １３名 

７．欠 席 議 員                   

  な し
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８．地方自治法第 121条の規定により説明の為出席した者の職氏名 

  町 長  尾 上 武 義 君   副 町 長  余 谷 道 義 君 

  教 育 長  村 田 文 廣 君   総 務 課 長  上 瀬 勉 史 君 

   会 計 管 理 者  高 西 立 八 君   企 画 課 長  東  久 生 君 

  町民福祉課長  磯 田 諄 二 君   健康ほけん課長  大 滝 安 浩 君 

  税 務 課 長  立 井 靖 樹 君   教 育 課 長  野 呂 茂 生 君 

  生活環境課長  鈴 木 好 喜 君   産 業 課 長  野 呂 泰 道 君 

  建 設 課 長  高 松 淳 夫 君   報徳病院事務長  尾 上  薫 君 

  総 合 支 所 長  谷 口 俊 彦 君   大杉谷出張所長  寺 添 幸 男 君 

９．職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長  西 山 幸 也 君   同 書 記  北 村 安 子 君 

１０．会議録署名議員の氏名 

  ３番   山本勝征君  ４番  小林保男君 

１１．町長提出の議案の題目 

認定第 １号 平成２２年度大台町一般会計歳入歳出決算認定について 

       （委員長報告） 

認定第 ２号 平成２２年度大台町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について（委員長報告） 

認定第 ３号 平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について（委員長報告） 

認定第 ４号 平成２２年度大台町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算認定について（委員長報告） 

認定第 ５号 平成２２年度大台町老人保健事業特別会計歳入歳出決算

認定について（委員長報告） 

認定第 ６号 平成２２年度大台町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について（委員長報告） 

認定第 ７号 平成２２年度大台町生活排水処理事業特別会計歳入歳出
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決算認定について（委員長報告） 

認定第 ８号 平成２２年度大台町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算認定について（委員長報告） 

認定第 ９号 平成２２年度大台町国民健康保険病院事業会計歳入歳出

決算認定について（委員長報告） 

同意第 ２号 大台町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

同意第 ３号 大台町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

同意第 ４号 大台町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

議案第８０号 定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例の

制定について 

議案第８１号 大台町国民健康保険税条例の一部改正について 

議案第８２号 大台町福祉センター条例の全部改正について 

議案第８３号 大台町宮川地域総合センター条例の全部改正について 

議案第８４号 大台町健康ふれあい会館条例の全部改正について 

議案第８５号 大台町放課後児童クラブ設置条例の全部改正について 

議案第８６号 大台町共同作業場条例の全部改正について 

議案第８７号 大台町宮川歯科診療所条例の全部改正について 

議案第８８号 大台町大杉谷診療所条例の全部改正について 

議案第８９号 大台町火葬場条例の全部改正について 

議案第９０号 大台町奥伊勢フォレストピア条例の全部改正について 

議案第９１号 大台町大杉谷林間キャンプ村条例の全部改正について 

議案第９２号 大台町民芸館条例の全部改正について 

議案第９３号 大台町ふるさとプラブ「もみじ館」条例の全部改正につ

いて 

議案第９４号 大台町奥伊勢研修施設「夢交房」条例の全部改正につい

て 

議案第９５号 大台町コミュニティプラザ「木工房」条例の全部改正に
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ついて 

議案第９６号 大台町むらびと工房条例の全部改正について 

議案第９７号 大台町立就業改善センター条例の全部改正について 

議案第９８号 大台町生活改善センター条例の全部改正について 

議案第９９号 大台町集落生活改善センター条例の全部改正について 

議案第１００号 大台町活性化施設条例の全部改正について 

議案第１０１号 大台町栗谷ふれあいセンター条例の全部改正について 

議案第１０２号 大台町農林産物処理加工施設条例の全部改正について 

議案第１０３号 大台町宮川特産品加工施設条例の全部改正について 

議案第１０４号 大台町農林水産物直売施設条例の全部改正について 

議案第１０５号 大台町茶研修施設条例の全部改正について 

議案第１０６号 大台町乾燥調製施設条例の全部改正について 

議案第１０７号 大台町林業総合センター条例の全部改正について 

議案第１０８号 大台町林業生産活動準備拠点施設条例の全部改正につ

いて 

議案第１０９号 大台町Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の全部改正について 

議案第１１０号 大台町立公民館条例の全部改正について 

議案第１１１号 平成２３年度大台町一般会計補正予算（第１２号） 

議案第１１２号 平成２３年度大台町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号） 

議案第１１３号 平成２３年度大台町簡易水道事業特別会計補正予算 

（第６号） 

議案第１１４号 平成２３年度大台町介護保険事業特別会計補正予算 

（第２号） 

議案第１１５号 平成２３年度大台町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第２号） 
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１２．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 認定第 １号 平成２２年度大台町一般会計歳入歳出決算認

定について（委員長報告） 

日程第 ５ 認定第 ２号 平成２２年度大台町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算認定について（委員長報告） 

日程第 ６ 認定第 ３号 平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について（委員長報告） 

日程第 ７ 認定第 ４号 平成２２年度大台町住宅新築資金等貸付事業

特別会計歳入歳出決算認定について（委員

長報告） 

日程第 ８ 認定第 ５号 平成２２年度大台町老人保健事業特別会計歳

入歳出決算認定について（委員長報告） 

日程第 ９ 認定第 ６号 平成２２年度大台町介護保険事業特別会計歳

入歳出決算認定について（委員長報告） 

日程第１０ 認定第 ７号 平成２２年度大台町生活排水処理事業特別会

計歳入歳出決算認定について（委員長報告） 

日程第１１ 認定第 ８号 平成２２年度大台町後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算認定について（委員長報

告） 

日程第１２ 認定第 ９号 平成２２年度大台町国民健康保険病院事業会

計歳入歳出決算認定について（委員長報告） 

日程第１３ 同意第 ２号 大台町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて 

 



 6 

日程第１４ 同意第 ３号 大台町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて 

日程第１５ 同意第 ４号 大台町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて 

日程第１６ 議案第８０号 定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定

める条例の制定について 

日程第１７ 議案第８１号 大台町国民健康保険税条例の一部改正につい

て 

日程第１８ 議案第８２号 大台町福祉センター条例の全部改正について 

日程第１９ 議案第８３号 大台町宮川地域総合センター条例の全部改正

について 

日程第２０ 議案第８４号 大台町健康ふれあい会館条例の全部改正につ

いて 

日程第２１ 議案第８５号 大台町放課後児童クラブ設置条例の全部改正

について 

日程第２２ 議案第８６号 大台町共同作業場条例の全部改正について 

日程第２３ 議案第８７号 大台町宮川歯科診療所条例の全部改正につい

て 

日程第２４ 議案第８８号 大台町大杉谷診療所条例の全部改正について 

日程第２５ 議案第８９号 大台町火葬場条例の全部改正について 

日程第２６ 議案第９０号 大台町奥伊勢フォレストピア条例の全部改正

について 

日程第２７ 議案第９１号 大台町大杉谷林間キャンプ村条例の全部改正

について 

日程第２８ 議案第９２号 大台町民芸館条例の全部改正について 

日程第２９ 議案第９３号 大台町ふるさとプラブ「もみじ館」条例の全

部改正について 
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日程第３０ 議案第９４号 大台町奥伊勢研修施設「夢交房」条例の全部

改正について 

日程第３１ 議案第９５号 大台町コミュニティプラザ「木工房」条例の

全部改正について 

日程第３２ 議案第９６号 大台町むらびと工房条例の全部改正について 

日程第３３ 議案第９７号 大台町立就業改善センター条例の全部改正に

ついて 

日程第３４ 議案第９８号 大台町生活改善センター条例の全部改正につ

いて 

日程第３５ 議案第９９号 大台町集落生活改善センター条例の全部改正

について 

日程第３６ 議案第１００号 大台町活性化施設条例の全部改正について 

日程第３７ 議案第１０１号 大台町栗谷ふれあいセンター条例の全部改

正について 

日程第３８ 議案第１０２号 大台町農林産物処理加工施設条例の全部

改正について 

日程第３９ 議案第１０３号 大台町宮川特産品加工施設条例の全部改

正について 

日程第４０ 議案第１０４号 大台町農林水産物直売施設条例の全部改

正について 

日程第４１ 議案第１０５号 大台町茶研修施設条例の全部改正につい

て 

日程第４２ 議案第１０６号 大台町乾燥調製施設条例の全部改正につ

いて 

日程第４３ 議案第１０７号 大台町林業総合センター条例の全部改正

について 

日程第４４ 議案第１０８号 大台町林業生産活動準備拠点施設条例の



 8 

全部改正について 

日程第４５ 議案第１０９号 大台町Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の全部改

正について 

日程第４６ 議案第１１０号 大台町立公民館条例の全部改正について 

日程第４７ 議案第１１１号 平成２３年度大台町一般会計補正予算 

（第１２号） 

日程第４８ 議案第１１２号 平成２３年度大台町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号） 

日程第４９ 議案第１１３号 平成２３年度大台町簡易水道事業特別会

計補正予算（第６号） 

日程第５０ 議案第１１４号 平成２３年度大台町介護保険事業特別会

計補正予算（第２号） 

日程第５１ 議案第１１５号 平成２３年度大台町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第２号） 

日程第５２ 一般質問 

      ① 廣田幸照議員 

      ② 小野恵司議員 

      ③ 元坂正人議員 
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                              （午前９時００分 開会） 

 

     開会の宣言 

 

○議長（大西慶治君） おはようございます。 

 定刻となりました。ただいまから平成２３年第４回大台町議会定例会を開会

します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

       説明のための出席者 

 

○議長（大西慶治君） 地方自治法第１２１条の規定により、出席された方々

の職、氏名は、尾上町長、余谷副町長、村田教育長、高西会計管理者、上瀬総

務課長、立井税務課長、大滝健康ほけん課長、磯田町民福祉課長、東企画課長、

野呂教育課長、鈴木生活環境課長、野呂産業課長、高松建設課長、尾上病院事

務長、寺添大杉谷出張所長、谷口総合支所長、以上です。 

 また、中井代表監査委員には何かとお忙しいところ、ご出席をいただき誠に

ありがとうございます。よろしくお願いをいたします。 

 

       議事日程の報告 

 

○議長（大西慶治君） 本日の議事日程は、お手元に配布してあります議事日

程表のとおりです。 

 日程については、去る１２月５日に開催された議会運営委員会で協議された

会議の進め方について、事務局長から説明させます。 

 事務局長。 
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○議会事務局長（西山幸也君） おはようございます。 

 それでは会議の進め方につきまして、会期及び審議の日程表につきまして、

ご説明を申し上げます。 

 お手元の会議審議の日程表をご覧いただきたいと思います。審議の日程表を

ご覧いただきたいと思います。 

 会期につきましては、本日１２から１６日までの５日間とさせていただきま

す。 

 次に、審議の予定でございます。本日このあと会議録署名議員の指名、会期

の決定、諸般の報告に続きまして、認定第１号から認定第９号までの平成２２

年度各会計決算認定につきまして委員長報告をいただき、質疑から採決までを

お願いいたします。 

 次に、同意２号から４号につきましては提案説明から採決までをお願いしま

す。 

 次に、議案第８０号から議案第１１５号までは提案説明までとさせていただ

きます。なお、議案第８２号から１１０号の施設関係の条例改正については一

括議題として説明をしていただきます。 

 最後に一般質問でございますが、今定例会には６名の方から通告をいただい

ておりますので、本日は３名の方から一般質問をしていただきます。 

 翌１２月１３日は本会議を再開し、前日に引き続き３名の方から一般質問を

していただきます。 

 １２月１４日、１５日は、議案調査のため休会とさせていただきます。 

 １２月１６日は本会議を再開し、初めに各委員会の閉会中の継続調査の議決

をいただきます。 

 次に、議案第８０号から議案第１１５号までにつきまして、質疑から採決ま

でをお願いいたします。 

 最後に、追加議案が提出された場合は、説明から採決までをお願いし、本定

例会閉会の予定でございます。以上でございます。 
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     会議録署名議員の指名 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定によって 

   ３番  山 本 勝 征 議員 

   ４番  小 林 保 男 議員 

を指名します。 

 

       会期の決定 

 

○議長（大西慶治君） 日程第２「会期の決定の件」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１６日までの５日間にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君）異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から１２月１６日までの５日間に決定しました。 

 

       諸般の報告 

 

○議長（大西慶治君） 日程第３「諸般の報告」を行います。 

 １０月１２日 松阪飯多農業共済事務組合議会定例会が多気町で開催され、

前田産業建設常任委員長と元坂議員が出席しました。 

 １１月 ５日 地域の安全・安心を考えるフォーラムが熊野市で開催され、

私が出席しました。 

 １１月 ７日 三重県町村議会議長会正副会長会及び理事会、並びに県議会
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陳情が津市で開催され、私が出席しました。 

 １１月 ８日 奥伊勢広域行政組合議会定例会がクリーンセンターで開催さ

れ、山本副議長と元坂議員と私が出席しました。 

また同日、紀勢地区広域消防組合議会定例会がクリーンセンターで開催され、

堀江総務教育民生常任委員長と私が出席しました。 

 １１月 ９日 市町議会と県議会との交流、連携に向けた三者会議が津市で

開催され、私が出席しました。 

 １１月１１日 三重県町村議会議長会の県関係部長との意見交換会が津市で

開催され、私が出席しました。 

 １１月１２日 三重県と合同の大紀町防災訓練が大紀町で開催され、堀江総

務教育民生常任委員長と私が出席しました。 

 １１月２１日 三重県市町職員退職手当組合議会定例会が津市で開催され、

私が出席しました。 

 以上の会議等の資料につきましては、事務局で保管しておりますので、ご覧

ください。 

 また、監査委員より８月分から１０月分の例月出納検査結果報告、及び住民

監査請求結果が提出されております。お手元にその写しを配布しましたので、

ご覧ください。 

○議長（大西慶治君）これで、「諸般の報告」を終わります。 

 

       認定第１号～認定第９号の委員会報告、質疑 

 

○議長（大西慶治君） 

 日程第 ４ 認定第１号「平成２２年度大台町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて」 

 日程第 ５ 認定第２号「平成２２年度大台町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算認定について」 
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 日程第 ６ 認定第３号「平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算認定について」 

 日程第 ７ 認定第４号「平成２２年度大台町住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算認定について」 

 日程第 ８ 認定第５号「平成２２年度大台町老人保健事業特別会計歳入歳

出決算認定について」 

 日程第 ９ 認定第６号「平成２２年度大台町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について」 

 日程第１０ 認定第７号「平成２２年度大台町生活排水処理事業特別会計歳

入歳出決算認定について」 

 日程第１１ 認定第８号「平成２２年度大台町後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算認定について」 

 日程第１２ 認定第９号「平成２２年度大台町国民健康保険病院事業会計歳

入歳出決算認定について」 

を一括議題とします。 

 認定第１号から認定第９号については、総務教育民生常任委員会に付託し、

お手元に配布のとおり委員会の審査報告書が提出されておりますので、事務局

から朗読させます。 

 事務局長。 

           議会事務局長（西山幸也君）朗読 

○議長（大西慶治君） 次に、委員長報告を求めます。 

 堀江総務教育民生常任委員長。 

○総務教育民生常任委員長（堀江洋子君） 去る９月１２日の第３回定例会に

おいて、総務教育民生常任委員会に付託されました「認定第１号 平成２２年

度大台町一般会計歳入歳出決算認定」から、「認定第９号 平成２２年度大台

町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定」につきまして、１０月２７日、

産業建設常任委員の皆様を交え連合審査を実施いたしました。 
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 審査会では、各会計決算について各委員より大変活発な質疑が出され、熱心

かつ慎重な審査がなされ、全審査を終了いたしました。 

 同日、引き続き総務教育民生常任委員会を開き、討論、採決を行ったところ、

認定第１号につきましては、賛成反対の討論もなく、全員賛成で可決されまし

た。 

 認定第２号につきましては、賛成反対の討論もなく、全員賛成で可決されま

した。 

 認定第３号につきましては、賛成反対の討論もなく、全員賛成で可決されま

した。 

 認定第４号につきましては、賛成反対の討論もなく、全員賛成で可決されま

した。 

 認定第５号につきましては、賛成反対の討論もなく、全員賛成で可決されま

した。 

 認定第６号につきましては、賛成反対の討論もなく、全員賛成で可決されま

した。 

 認定第７号につきましては、賛成反対の討論もなく、全員賛成で可決されま

した。 

 認定第８号につきましては、賛成反対の討論もなく、全員賛成で可決されま

した。 

 認定第９号につきましては、賛成反対の討論もなく、全員賛成で可決されま

した。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（大西慶治君） ただいまの委員長報告は、認定第１号から認定第９号

について一括して報告がありましたので、これを一括して質疑があればお受け

します。 

 質疑はありませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ声あり） 



 15 

○議長（大西慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これで認定第１号から認定第９号までの委員長報告に対する質疑を終わりま

す。 

 

       認定第１号の討論、採決 

 

○議長（大西慶治君） これから、認定第１号「平成２２年度大台町一般会計

歳入歳出決算認定について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案に反対の発言を許します。 

 直江議員。 

○６番（直江修市君） 平成２２年度予算は、町長当初予算の説明におきまし

て、平成２１年度の２月補正予算約２億円と２２年度予算を一体として編成を

行ったというふうに説明をされております。で、決算におきまして歳出総額７

６億３３４８万２０００円という決算でございました。財政健全化の指標にお

きましても、すべて健全であるという指標でございます。施策の中身を見まし

ても、小学校就学前であった医療費助成を中学卒業まで引き上げるというよう

なことがなされておりまして、福祉の面での拡充もされております。また総合

計画や過疎地域自立促進計画におけます事業展開、補正予算もありまして、か

なり今までの要望に対しても応えられた予算だというふうに思います。しかし、

国のいろんな制度改悪等々の弊害も、またこの決算におきまして出てきておる

というように思います。 

 １つには、私申しましたように職員の給与の問題で１．５％の給与カットと

ボーナスで０．２％のカットがなされております。この２２年度決算を踏まえ

た場合、２年連続のマイナスということでございます。この給与問題につきま

しては、今日も熱い問題でございます。国家公務員の給与につきましては法案

が廃案となったというような状況もございますが、公務員給与の引き下げ、こ
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れがやっぱり民間賃金の引き下げを招いて、人事院勧告は民間給与を参考にさ

れておるというようなことになっておりまして、今度また民間の賃金が低いと

いうことで、公務員給与がまた引き下げを招くというような、まさに悪循環の

繰り返しがずっと続いてきております。これはやはり地域経済の再生と景気回

復への明らかな逆行だというふうに思うんですね。今の経済状況、これはもう

生産過剰で不況というようなことです。これはやっぱり消費が伴ってないとい

うことは、税の収入のほうでも言われてますけども、やはり給与が上がらない

ことによって税金も伸びないというような、それはもう消費の面でも言われる

というようなことでございます。そういうことで決算におきまして、そのよう

な内容となっておりますのは遺憾というふうに思います。 

 次に、後期高齢者の問題もこれ民主党、政権に就くまでは「見直す」と言っ

ておりましたけども、これも４年も５年も先続けていくんだというようなこと

で、年齢を理由にですね、不平等を招いておる状況が出てきておりまして、こ

れに対して負担金が計上をされておるという内容です。障がい者の自立支援法

につきましても、関係者の方は新しい法律をつくってくれということで、国会

の前に座り込んでですね、要求しておるというような状態で、やはりここにも

大変大きな不備が出てきておるんではないかというふうに思います。 

 私、町の政治姿勢は悪くないと思うんですね。国の悪政が持ち込まれて、そ

れがやはり今申しましたような地域の経済も悪影響を及しておるというような

ことでございますので、本来町の政治というのは、こう民生の安定に資すると

いうことでございます。そういう点から見ましてこの決算、今申しましたよう

なことから反対といたします。 

○議長（大西慶治君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） ほかにありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） これで討論を終わります。 
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 これから、認定第１号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 認定第１号に対する委員長の報告は「認定」とするものです。 

 認定第１号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

           （ 多 数 起 立 ）                                

○議長（大西慶治君） 起立多数です。 

 したがって、認定第１号は、認定することに決定しました。 

 

  
     認定第２号の討論、採決 

 

○議長（大西慶治君） これから、認定第２号「平成２２年度大台町国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、認定第２号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 認定第２号に対する委員長の報告は「認定」とするものです。 

 認定第２号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

           （ 全 員 起 立 ）                                

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、認定第２号は、認定することに決定しました。 

 

       認定第３号の討論、採決 
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○議長（大西慶治君） これから、認定第３号「平成２２年度大台町簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算認定について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、認定第３号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 認定第３号に対する委員長の報告は「認定」とするものです。 

 認定第３号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

           （ 全 員 起 立 ）                                

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、認定第３号は、認定することに決定しました。 

 

       認定第４号の討論、採決 

 

○議長（大西慶治君） これから、認定第４号「平成２２年度大台町住宅新築

資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案に反対の発言を許します。 

 直江議員。 

○６番（直江修市君） 本決算につきましては、事業はすでにもうなされてお

りません。お貸ししたお金を返していただくということの会計でございます。

決算におきましては、収入未済額としまして３８３３万９４４０円ということ

でございます。特別法が失効しましてからもう大分経つんですけども、この分
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野におきますところの事業貸付ですね、これ個人給付なんですけども、今申し

ましたように貸し付けたお金がまだこんだけ残っておるということでございま

すので、これは一刻も早く解消すべきという観点からですね、本決算に反対を

いたします。 

○議長（大西慶治君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） ほかにありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） これで討論を終わります。 

 これから、認定第４号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 認定第４号に対する委員長の報告は「認定」とするものです。 

 認定第４号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

           （ 多 数 起 立 ）                                

○議長（大西慶治君） 起立多数です。 

 したがって、認定第４号は、認定することに決定しました。 

 

       認定第５号の討論、採決 

 

○議長（大西慶治君） これから、認定第５号「平成２２年度大台町老人保健

事業特別会計歳入歳出決算認定について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、認定第５号を採決します。 
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 この採決は、起立によって行います。 

 認定第５号に対する委員長の報告は「認定」とするものです。 

 認定第５号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

           （ 全 員 起 立 ）                                

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、認定第５号は、認定することに決定しました。 

 

       認定第６号の討論、採決 

 

○議長（大西慶治君） これから、認定第６号「平成２２年度大台町介護保険

事業特別会計歳入歳出決算認定について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案に反対の発言を許します。 

 直江議員。 

○６番（直江修市君） 介護保険事業特別会計でございます。この会計は保険

事業ですけども、国の法律に基づいて町のほうで会計を設けて事業をやってお

るわけなんですけども、高齢者対策につきましては、今、介護保険料の見直し

とですね、事業等の見直し、いろいろ議論されておりますけども、制度発足か

らですね、非常にお年寄りの負担が大きい、十分な介護が受けられないという

ような問題を抱えてきております。高齢社会でございますけども、本当に長生

きして良かったと言えるような、そういう介護状況にないと、で、国のほうも

それを改善していくような方向やなしに、どんどん利用者の負担を増やして給

付を下げるというような、とにかく国の歳出を削減するという観点からの制度

見直しというような状況が続いてきております。２２年度の決算におきまして

も、そういうような状況を呈しておりますので、反対といたします。 

○議長（大西慶治君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 
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           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） ほかにありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） これで討論を終わります。 

 これから、認定第６号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 認定第６号に対する委員長の報告は「認定」とするものです。 

 認定第６号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

           （ 多 数 起 立 ）                                

○議長（大西慶治君） 起立多数です。 

 したがって、認定第６号は、認定することに決定しました。 

 

  
     認定第７号の討論、採決 

 

○議長（大西慶治君） これから、認定第７号「平成２２年度大台町生活排水

処理事業特別会計歳入歳出決算認定について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、認定第７号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 認定第７号に対する委員長の報告は「認定」とするものです。 

 認定第７号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

           （ 全 員 起 立 ）                                
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○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、認定第７号は、認定することに決定しました。 

 

  
     認定第８号の討論、採決 

 

○議長（大西慶治君） これから、認定第８号「平成２２年度大台町後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案に反対の発言を許します。 

 直江議員。 

○６番（直江修市君） 後期高齢者医療事業特別会計でございます。これも国

の法律に基づいて、町のほうで会計を設けて事業をされております。実質的な

事業は認定の問題でも松阪のほうでやってもらうとかいうような内容なんです

けども、保険料を徴収するというような事務になっておりますけども、当初の

町長の予算説明の中でも２２年、この保険料の見直しがあったということで、

均等割で４２円、所得割で０．０４％増加というふうに保険料も上げられてお

ります。前述しましたように、この後期高齢者制度については見直すという政

権与党のお話でしたが、放置されてきております。７５歳以上のお年寄りの皆

さん方、年齢で差別されるんかというような不満がですね、大変大きい制度で

ございます。したがいまして、本決算に反対をいたします。 

○議長（大西慶治君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） ほかにありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） これで討論を終わります。 

 これから、認定第８号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 



 23 

 認定第８号に対する委員長の報告は「認定」とするものです。 

 認定第８号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

           （ 多 数 起 立 ）                                

○議長（大西慶治君） 起立多数です。 

 したがって、認定第８号は、認定することに決定しました。 

 

  
     認定第９号の討論、採決 

 

○議長（大西慶治君） これから、認定第９号「平成２２年度大台町国民健康

保険病院事業会計歳入歳出決算認定について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、認定第９号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 認定第９号に対する委員長の報告は「認定」とするものです。 

 認定第９号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

           （ 全 員 起 立 ）                                

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、認定第９号は、認定することに決定しました。 

 

       同意第２号の上程～採決 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１３ 同意第２号「大台町固定資産評価審査委
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員会委員の選任について」を議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（尾上武義君） おはようございます。 

 それでは、同意第２号の大台町固定資産評価審査委員会委員の選任に係る提

案理由のご説明を申し上げます。 

 上野征治氏は、平成２１年１月１０日大台町固定資産評価審査委員会委員に

就任されまして、平成２４年１月９日をもって任期満了となりますことから、

引き続き委員として選任をさせていただきたく、議会の同意をお願いするもの

でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、同意第２号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 同意第２号は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

           （ 全 員 起 立 ）                                

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、同意第２号は、同意することに決定しました。 
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     同意第３号の上程～採決 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１４ 同意第３号「大台町固定資産評価審査委

員会委員の選任について」を議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（尾上武義君） 同意第３号 大台町固定資産評価審査委員会委員の選

任に係る提案理由のご説明を申し上げます。 

 木下節生氏は、平成２１年１月１０日大台町固定資産評価審査委員会委員に

就任をされまして、平成２４年１月９日をもって任期満了となりますことから、

引き続き委員として選任させていただきたく、議会の同意をお願いするもので

ございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、同意第３号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 同意第３号は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

           （ 全 員 起 立 ）                                

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 
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 したがって、同意第３号は、同意することに決定しました。 

 

       同意第４号の上程～採決 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１５ 同意第４号「大台町固定資産評価審査委

員会委員の選任について」を議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（尾上武義君） 同意第４号 大台町固定資産評価審査委員会委員の選

任に係る提案理由のご説明を申し上げます。 

 高松伸治氏は、平成２１年１月１０日大台町固定資産評価審査委員会委員に

就任をされまして、平成２４年１月９日をもって任期満了となりますことから、

引き続き委員として選任させていただきたく、議会の同意をお願いするもので

ございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

           （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、同意第４号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 同意第４号は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 
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           （ 全 員 起 立 ）                                

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、同意第４号は、同意することに決定しました。 

 

       議案第８０号の上程 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１６ 議案第８０号「定住自立圏の形成に係る

議会の議決事件を定める条例の制定について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 企画課長。 

○企画課長（東 久生君） 議案第８０号 定住自立圏の形成に係る議会の議

決事件を定める条例について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 この条例は、松阪市を中心として周辺の町との連携により「定住自立圏構

想」を進めていく上で、事務手続きとして条例制定が必要であることから制定

するものでございます。 

 現在、中心市であります松阪市と周辺の町である大台町、多気町、明和町が

人口定住のために必要な生活機能を確保するため、役割分担をしながら連携し

ていく定住自立圏の形成に向けて協議を進めているところでございます。今後、

この協議が順調に整えば、中心市である松阪市とそれぞれの町との間で定住自

立圏形成協定を締結することとなりますが、国が定めました「定住自立圏構想

推進要綱」において、この協定の締結・変更・廃止を行う場合については、地

方自治法第９６条第２頃の規定に基づく議会の議決が必要とされていることか

ら、条例を制定しようとするものでございます。 

 なお、関係市町においても同様に条例をこの１２月議会に上程する予定でご

ざいます。 

 条例の内容につきましては、地方自治法第９６条第２項の規定に基づく法的

根拠を規定し、議決すべき事件として定住自立圏形成協定を締結することと、
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同協定の変更及び廃止する場合にその旨を通知することを決定することについ

て、議会の議決を経なければならないと規定しようとするものでございます。 

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

       議案第８１号の上程 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１７ 議案第８１号「大台町国民健康保険税条

例の一部改正について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（立井靖樹君） 議案第８１号 大台町国民健康保険税条例の一部

改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 国民健康保険税には、医療分・後期支援分・介護分の３種類がありまして、

また、それぞれの所得割、資産割、均等割、平等割があります。 

 今回の改正は、この税率を引き上げ、国民健康保険事業特別会計の歳入不足

を補正するものでございます。 

 その主な改正内容としまして、医療分としまして、所得割４．５％、資産割

３０％、均等割２万２０００円、平等割２万円に。 

 後期支援分としまして、所得割１．４％、均等割６５００円、平等割６００

０円に。 

 介護分としまして、所得割１．０％、資産割６．０％、均等割６５００円、

平等割５０００円に改正するものでございます。 

 また、国民健康保険税の減額につきましても、被保険者の所得に応じて均等

割、平等割それぞれ７割、５割、２割を減額するものでございます。 

 ご審議のうえ、ご承認賜りますようよろしくお願いします。 

 

       議案第８２号～議案第１１０号の一括上程 
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○議長（大西慶治君） 

 日程第１８ 議案第８２号「大台町福祉センター条例の全部改正について」 

 日程第１９ 議案第８３号「大台町宮川地域総合センター条例の全部改正に

ついて」 

 日程第２０ 議案第８４号「大台町健康ふれあい会館条例の全部改正につい

て」 

 日程第２１ 議案第８５号「大台町放課後児童クラブ設置条例の全部改正に

ついて」 

 日程第２２ 議案第８６号「大台町共同作業場条例の全部改正について」 

 日程第２３ 議案第８７号「大台町宮川歯科診療所条例の全部改正につい

て」 

 日程第２４ 議案第８８号「大台町大杉谷診療所条例の全部改正について」 

 日程第２５ 議案第８９号「大台町火葬場条例の全部改正について」 

 日程第２６ 議案第９０号「大台町奥伊勢フォレストピア条例の全部改正に

ついて」 

 日程第２７ 議案第９１号「大台町大杉谷林間キャンプ村条例の全部改正に

ついて」 

 日程第２８ 議案第９２号「大台町民芸館条例の全部改正について」 

 日程第２９ 議案第９３号「大台町ふるさとプラザ「もみじ館」条例の全部

改正について」 

 日程第３０ 議案第９４号「大台町奥伊勢研修施設「夢交房」条例の全部改

正について 

 日程第３１ 議案第９５号「大台町コミュニティプラザ「木工房」条例の全

部改正について」 

 日程第３２ 議案第９６号「大台町むらびと工房条例の全部改正について」 

 日程第３３ 議案第９７号「大台町立就業改善センター条例の全部改正につ
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いて」 

 日程第３４ 議案第９８号「大台町生活改善センター条例の全部改正につい

て」 

 日程第３５ 議案第９９号「大台町集落生活改善センター条例の全部改正に

ついて」 

 日程第３６ 議案第１００号「大台町活性化施設条例の全部改正について」 

 日程第３７ 議案第１０１号「大台町栗谷ふれあいセンター条例の全部改正

について」 

 日程第３８ 議案第１０２号「大台町農林産物処理加工施設条例の全部改正

について」 

 日程第３９ 議案第１０３号「大台町宮川特産品加工施設条例の全部改正に

ついて」 

 日程第４０ 議案第１０４号「大台町農林水産物直売施設条例の全部改正に

ついて」 

 日程第４１ 議案第１０５号「大台町茶研修施設条例の全部改正について」 

 日程第４２ 議案第１０６号「大台町乾燥調製施設条例の全部改正につい

て」 

 日程第４３ 議案第１０７号「大台町林業総合センター条例の全部改正につ

いて」 

 日程第４４ 議案第１０８号「大台町林業生産活動準備拠点施設条例の全部

改正について」 

 日程第４５ 議案第１０９号「大台町Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の全部改正に

ついて」 

 日程第４６ 議案第１１０号「大台町立公民館条例の全部改正について」 

を一括議題とします。 

 議案第８２号から議案第１１０号について、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 
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○総務課長（上瀬勉史君） 議案第８２号から議案第１１０号につきまして、

一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 まず、全体を通しての改正内容をご説明申し上げたうえで、その後１本１本

ご説明を申し上げます。 

 これらの改正につきましては、昨年来から議会におきまして、施設の設置条

例の不備を指摘されておりますことから、全体の見直しを図ったところでござ

います。 

 全体を通しての全部改正の主な改正点でございますが、６点ございます。 

 まず、１点目でございます。５類型の雛型を作成いたしまして、施設の実態

に合わせる形で条例形式の統一を図ったところでございます。 

 ２点目に、指定管理者にお願いをしている施設について、指定管理者の管理

期限は、すべて３年間としておりますけども、施設によってはその団体以外の

指定管理がありえない施設がございます。そういった施設につきましては指定

の期間を延長して５年と改正をしております。 

 ３点目に、使用料の改正でございます。施設の料金がばらばらで統一感があ

りませんので、面積でありますとか、類似施設での料金、そして近隣自治体の

施設料金を考慮いたしまして、例えば会議などに使用する５０㎡未満の部屋は

半日１０００円を基準として、また１００㎡以上については半日２０００円を

基準とする。調理室は半日２０００円とするなどの改正でございます。 

 ４点目に、使用料を徴収する施設におきまして、料金の支払いに対し、実効

性を確保する目的で過料の規定を設けました。利用料を徴収する場合は、その

規定が設けられませんので、私法に従うこととなります。 

 ５点目に、料金を徴収する施設の減免規定の統一を図りました。例えば使用

料を徴収する施設におきましては､ 「町長は特に必要があると認めるときは使

用料の減免をすることができる｡ 」という条文といたしました。 

 特に必要があると認めるときとは、 

  ・公共的団体、公益的団体が使用する場合 
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  ・町及び教育委員会が必要であると認めた団体が使用する場合 

  ・町及び教育委員会が後援若しくは共催して使用する場合 

  ・地震などの災害の発生により、応急収容施設として使用させる場合 

を想定しておるところでございます。 

 最後に６点目でございます。 

 使用若しくは利用の許可規程の統一を図りました。特に大台町暴力団排除条

例第９条に「公の施設の利用に関し必要な措置を講ずるものとする｡ 」と規定

されておりますことから、暴力団排除の条文をいれたところでございます。 

 以上が全体の内容でございます。 

 それでは１本１本ご説明を申し上げます。 

 まず、議案第８２号  大台町福祉センター条例の全部改正につきましては、

管理期限を５年とする改正と使用料を徴収する規定から利用料への変更でござ

います。 

 議案第８３号 大台町宮川地域総合センター条例の全部改正につきましては、

使用料の額の改正と過料の規定の設定でございます。さらに、大台町福祉セン

ター条例と同じように、将来に備えて、占用許可条項を盛り込みました。 

 議案第８４号 大台町健康ふれあい会館条例の全部改正につきましては、使

用料の額の改正と過料の規定の設定でございます。 

 議案第８５号 大台町放課後児童クラブ施設条例の全部改正につきましては、

管理期限を５年とする改正と占用許可条項の設定でございます。 

 議案第８６号 大台町共同作業場条例の全部改正につきましては、管理期限

を５年とする改正でございます。 

 議案第８７号 大台町宮川歯科診療所条例の全部改正と、議案第８８号大台

町大杉谷診療所条例の全部改正につきましては、条例形式の統一でございます。 

 議案第８９号 大台町火葬場条例の全部改正につきましては、過料規定の設

定でございます。 

 議案第９０号 大台町奥伊勢フォレストピア条例の全部改正 
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 議案第９１号 大台町大杉谷林間キャンプ村条例の全部改正 

 議案第９２号 大台町民芸館条例の全部改正 

 議案第９３号 大台町ふるさとプラザ「もみじ館」条例の全部改正 

 議案第９４号 大台町奥伊勢研修施設「夢交房」条例の全部改正及び 

 議案第９５号 大台町コミユニテイプラザ「木工房」条例の全部改正につき

ましては、すべて条例形式の統一でございます。 

 議案第９６号 大台町むらびと工房条例の全部改正につきましては、従前の

条例が利用料金を徴収することとなっておりますが、そこで作られた商品を買

っていただくお客様がその利用者であるとの考えから無料とさせていただいた

ところでございます。大台町農林水産物直売施設と同じ考えに立っております。 

 議案第９７号 大台町立就業改善センター条例の全部改正と、議案第９８号

大台町生活改善センター条例の全部改正につきましては、使用料の額の改正と

過料の規程の設定でございます。 

 議案第９９号 大台町集落生活改善センター条例の全部改正につきましては、

管理期限を５年とする改正でございます。 

 議案第１００号 大台町活性化施設条例の全部改正につきましては、使用料

の額の改正と過料規定の設定でございます。 

 議案第１０１号 大台町栗谷ふれあいセンター条例の全部改正につきまして

は、管理期限を５年とする改正と過料規定の設定でございます。 

 議案第１０２号 大台町農林産物処理加工施設条例の全部改正につきまして

は、使用料の額の改正と過料の規定の設定でございます。 

 議案第１０３号 大台町宮川特産品加工施設条例の全部改正につきましては、

大台町むらびと工房条例と同様に利用料金を徴収する条例から無料とするもの

への改正でございます。 

 議案第１０４号 大台町農林水産物直売施設条例の全部改正につきましては、

条例形式の統一でございます。 

 議案第１０５号 大台町茶研修施設条例の全部改正につきましては、管理期
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限を５年とする改正と従前の条例に別表が省略されておりましたので、新たに

利用料金に係る別表を加えております。 

 議案第１０６号 大台町乾燥調製施設条例の全部改正につきましては、管理

期限を５年とする改正と利用料金の改正でございます。 

 議案第１０７号 大台町林業総合センター条例の全部改正につきましては、

使用料の額の改正と過料の規定の設定でございます。 

 議案第１０８号 大台町林業生産活動準備拠点施設条例の全部改正につきま

しては、管理期限を５年とする改正でございます。 

 議案第１０９号 大台町Ｂ＆Ｇ毎洋センター条例の全部改正につきましては、

使用料の額の改正と過料規定の設定でございます。 

 議案第１１０号 大台町立公民館条例の全部改正につきましても、使用料の

額の改正と過料の規定の設定でございます。この条例については、社会教育法

の規定の関係で５類型の雛型を補正して改正をしております。 

 以上、２９本をご説明申し上げました。 

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

   

○議長（大西慶治君） 会議の途中ですが、しばらく休憩をいたします。 

 再開は１０時５分とします。 

                      （午前 ９時５３分 休憩） 

                      （午前１０時０５分 再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

       議案第１１１号の上程 

 

○議長（大西慶治君） 日程第４７ 議案第１１１号「平成２３年度大台町一

般会計補正予算（第１２号）」を議題とします。 
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 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（上瀬勉史君） 議案第１１１号 平成２３年度大台町一般会計補

正予算(第１２号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 まず歳出からその主なものにつきまして、財源を含めてご説明を申し上げま

す。予算書１３ページをお開きをいただきたいと思います。 

 ２款総務費の財産管理費では、交通安全対策事業基金積立金２７万５０００

円を補正いたしました。これには三重県交通災害共済事業の清算金である市町

交通安全対策事業交付金を充当をしております。 

 １４ページをお願いをいたします。諸費では、１２の集会所の耐震補強のた

めに、委託料として集会施設設計業務委託料２１００万円を計上いたしました。

財源といたしましては、過疎債を充当をしております。来年度から順次補強工

事を進めていく計画でございます。 

 １６ページをお願いをいたします。国民健康保険費で国保会計の歳入不足を

補うため、国保会計財政補てん分繰出金３０００万円を補正をいたしました。 

 １７ページをお願いをいたします。子ども手当費でございますけれども、制

度が目まぐるしく変わっております。当初５大臣合意に基づき３歳未満２万円、

それ以外は１万３０００円として予算化をしておりましたが、実際は一律１万

３０００円のつなぎ法案となったこと、それと来年４月から新たに始まる児童

手当法の暫定措置として１０月分から支給内容が変わり、３歳未満１万５００

０円、それ以外が１万円となりました。そのことにより扶助費の減額補正５２

９７万７０００円でございます。財源についても児童手当費負担金などの民生

費国庫負担金、県負担金などを減額をいたしております。 

 １８ページをお願いをいたします。予防費では、新型インフルエンザ対策の

ための予算を組んでおりましたけれども、季節性インフルエンザ対策へと対応

が変わったことにより、従来の事業へ戻したことによる委託料の増９３万８０

００円と、助成金の減額７２９万２０００円でございます。 
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 環境衛生費では、大雨による災害対策のために、真手公園改修工事４５０万

円を計上いたしました。 

 ２０ページをお願いをいたします。台風６号、１２号の復旧費用として、農

地費では農業用水路等修繕費３５０万円、治山費の小規模治山事業費２００万

円、流木処理委託料１０００万円を補正いたしました。 

 ２１ページでございます。森林環境創造事業費では、事業費の増によりまし

て、２０００万円を増額いたしました。財源内訳といたしましては、国の割当

てにより美しい森林づくり整備事業交付金１２２１万６０００円が減額されま

したが､ 逆に森林環境創造事業県補助金が２５７７万２０００円の増額となっ

ております。 

 ２２ページをお願いします。土木費でも災害復旧費用として、災害の土砂置

場用地購入費１１００万４０００円、その立木補償費５００万円を補正をして

おります。また、道路維持費で工事内容の変更などにより６００万円の工事請

負費を増額いたしました。 

 ２３ページでございます。河川改良費１０００万円の増額も災害による補正

でございます。 

 ２５ページからでございますけども、１０款災害復旧費では、農地農業用施

設災害復旧費として６２５３万８０００円を補正しています。財源といたしま

しては、農地農業用施設災害復旧費国庫補助金５５５３万円と、現年発生補助

災害復旧事業債６８０万円、分担金４万９０００円でございます。 

 ２７ページでございます。林業用施設災害復旧費として４５００万円、公共

土木施設災害復旧費として３０００万円を追加しております。林業用施設災害、

公共土木施設災害の工事請負費については、来年早々に補正予算の編成を行う

予定でございます。 

 次に、これらの補正財源について､ 歳出でご説明をしていない主なものにつ

いて、ご説明を申し上げます。 

 戻っていただきまして７ページをお願いをいたします。 
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 分担金につきましては、台風６号、１２号災害による修繕及び工事に係るも

のでございます。農業用施設分につきましては、激甚災害指定を受け、かつ国

庫補助災害復旧事業に限り、分担金を徴収しないことといたしました。 

 １０ページをお願いします。農林水産業費県補助金では、有害鳥獣捕獲緊急

対策事業補助金４２０万円を追加しております。有害鳥獣捕獲報奨金が補助対

象となったことによるものでございます。 

 利子及び配当金の株式等配当金８０万３０００円は、ＭＳＰと松阪ケーブル

テレビの配当金でございます。 

 １１ページをお願いをいたします。補正財源の不足のために、財政調整基金

を１億７９５７万１０００円繰り入れております。財政調整基金残高といたし

ましては、予算上でございますけども、１６億８８１４万１０００円となって

おります。 

 以上、歳入歳出それぞれ２億３９７６万７０００円を増額し、総額７４億８

５５８万１０００円とさせていただきました。 

  ご審議のうえ、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

       議案第１１２号の上程 

 

○議長（大西慶治君） 日程第４８ 議案第１１２号「平成２３年度大台町国

民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 健康ほけん課長。 

○健康ほけん課長（大滝安浩君） 議案第１１２号 平成２３年度大台町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、提案理由のご説明を申し

上げます。 

 歳入についてご説明申し上げます。 

 ５ページをお願いいたします。５款前期高齢者交付金の現年度分が確定いた
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しましたため１０３９万８０００円の減額と、一般会計からの繰入金で財政安

定化支援分が２５０万６０００円の減額、見込みによる財源不足分の補てんと

しまして、３０００万円を計上いたしました。 

 続きまして、歳出のご説明を申し上げます。 

 ６ページになります。２款保険給付費でございますが、これまでの実績等に

より今後の見込み額を勘案し、見直しをいたしました。一般被保険者保険給付

費が１６４５万円の増額と、退職被保険者等保険給付費１４９０万円の減額、

審査支払手数料４２万７０００円と高額療養費で、一般被保険者高額療養費１

７６８万円を増額、退職被保険者高額療養費２８０万円を減額､ ３款後期高齢

者支援金は今年度の確定によるもので２３万９０００円を増額いたしました。 

 歳入歳出それぞれ１７０９万６０００円を追加して、歳入歳出の総額を１２

億３３６４万８０００円と定めるものでございます。 

 ご審議のうえ、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

       議案第１１３号の上程 

 

○議長（大西慶治君） 日程第４９ 議案第１１３号「平成２３年度大台町簡

易水道事業特別会計補正予算（第６号）」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木好喜君） 議案第１１３号 平成２３年度大台町簡易水

道事業特別会計補正予算（第６号）につきまして、提案理由のご説明を申し上

げます。 

 まず、歳出からご説明を申し上げます。７ページをお願いいたします。 

 総務費の職員手当等１３５万円の増額、共済費６３万８０００円の減額をい

たしました。 

 簡易水道費、簡易水道維持費では、燃料費及び電気代の増加により需用費２
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２６万８０００円を増額いたしました。 

 新設改良費で、委託料４５５万８０００円の減額は、主に三瀬谷地区統合簡

易水道事業の入札差金で、統合簡易水道事業日進川添分の９５万円は、追加工

事に係る測量設計費の増額によるものです。 

 工事請負費２７７６万５０００円の減額は、入札差金及び追加工事を行うも

のでございます。 

 公有財産購入費では、多気町内に購入しましたポンプ場の用地費及び栃原地

内の管路用地費の不用額でございます。 

 負担金補助金及び交付金では、企業庁分に係る測重設計費及びポンプ場用地

費の減額によるものでございます。 

 補償補てん及び賠償金では、多気地内のポンプ場の立木補償の減額によるも

のでございます。 

 次に、歳入につきましては、ページ６ページをお願いいたします。統合簡易

水道事業補助金３１４７万円の減額、一般会計繰入金２０３０万４０００円の

増額、簡易水道建設事業債３７８０万円それぞれを減額するものでございます。 

 歳入歳出それぞれ４８９６万６０００円を減額し、予算総額１２億３８３５

万６０００円とさせていただく補正予算でございます。 

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

  
     議案第１１４号の上程 

 

○議長（大西慶治君） 日程第５０ 議案第１１４号「平成２３年度大台町介

護保険事業特別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 健康ほけん課長。 

○健康ほけん課長（大滝安浩君） 議案第１１４号 平成２３年度大台町介護

保険事業特別会計補正予算（第２号）につきまして、提案理由のご説明を申し
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上げます。 

 まず、歳出からご説明申し上げます。 

 ８ページでございますけど、１款総務費の介護認定審査費では、松阪市へ委

託しております要介護認定審査判定事務費で職員異動と事務関係費用の減額に

伴い、委託料１６万５０００円の減額をいたしました。 

 ２款保険給付費につきましては、これまでの実績等により今後の見込み額を

勘案し、見直しをいたしました。 

 １項介護サービス等諸費では､ 居宅介護サービス給付費４７００万円の増額、

施設介護サービス給付費では４０００万円の減額、居宅介護サービス計画給付

費では８００万円の増額、及び地域密着型介護サービス給付費１６００万円を

減額いたしました。 

 ２項介護予肪サービス費では､ 介護予肪サービス給付費１３０万円と、１０

ページの介護予防サービス計画給付費３０万円を増額いたしました。 

 その他諸費では、審査支払手数料１０万円の増額。 

 １１ページ、４項高額介護サービス費では、予防サービス費に係る分で、そ

れぞれ５万円を増額、５項特定入所者介護サービス費負担金では、居住費、食

費に係る分で２００万円の減額。 

 １２ページ、予防サービス分で１０万円の増額。 

 ６款諸支出金の繰出金では、平成２２年度の要介護認定等に係る審査判定事

務委託金の精算により一般会計への返還分４万６０００円を計上いたしました。 

 歳入につきましては、５ページからになります。 

 介護給付費の増額に伴います国県支出金や支払基金交付金等、各負担割合に

伴う歳出額の見直しが主なものでございます。 

 ２款国庫支出金では、介護給付費負担金１８７万７０００円を増額、調整交

付金１０万４０００円減額、３款支払基金交付金３３万円を減額いたしました。 

 ６ページ、４款県支出金では、介護給付費負担金２２３万５０００円の減額

を、７款繰入金の一般会計繰入金では、介護給付費に係る分として１４万円の
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減額、及び認定審査委託の事務費に係る分として１６万５０００円を減額、ま

た介護給付費準備基金繰入金につきましても、１６万６０００円減額いたしま

した。 

 ９款 諸収入では、平成２２年度の要介護認定等に係る審査判定事務費の精

算により４万４０００円が返還されることにより増額いたました。 

 歳入歳出それぞれ１２１万９０００円を減額し、予算の総額を１１億９１７

５万６０００円とするものでございます。 

 ご審議のうえ、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

  
     議案第１１5号の上程 

 

○議長（大西慶治君） 日程第５１ 議案第１１５号「平成２３年度大台町後

期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 健康ほけん課長。 

○健康ほけん課長（大滝安浩君） 議案第１１５号 平成２３年度大台町後期 

高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）につきまして、提案理由のご説明

を申し上げます。 

 まず、歳入についてご説明申し上げます。 

 ５ページ、３款繰入金の一般会計繰入金で、今年度の保険基盤安定負担金の

確定により５４万２０００円の減額と、過年度精算によります診療給付費納付

金の追加により５７７万５０００円を増額計上となっております。 

 また、６ページ、歳出につきましては、２款後期高齢者医療広域連合費で、

確定による保険基盤安定制度納付金としまして５４万２０００円を減額し、過

年度精算による療養給付費納付金としまして５７７万５０００円を増額計上い

たしました。 

 歳入歳出それぞれ５２３万３０００円を追加し、予算の総額を２億６１６５
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万１０００円とするものでございます。 

 ご審議のうえ、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 


