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第２回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年３月１日（第１日） 

開会  ９時００分 

散会 １１時１３分 

 

１．出席議員（１４名） 

 １番  村 島 茂 男   ８番  小 林  宏 

 ２番  中 西 佳 子   ９番  西 澤 正 治 

 ３番  齋 藤 光 弘  １０番  東  正 幸 

 ４番  堀 江 清 一 郎  １１番  池 元 法 子 

 ５番  蒲 生 行 正  １２番  平 山 敏 夫 

 ６番  冨 田  幸  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  髙 橋  渉  １４番  杉 浦 和 人 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．会議録署名議員 

 ２番  中 西 佳 子  １１番  池 元 法 子 

 

４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１７名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  岡 村 明 雄 

 教 育 長  奥 村  薫  総 務 政 策 主 監  竹 村 喜 久 夫 

 教 育 次 長  久 村 重 次  総 務 課 長  西 川 光 夫 

 企 画 振 興 課 長  平 尾 義 明  税 務 課 長  渡 辺 民 夫 

 住 民 課 長  森 口 雄 司  福 祉 課 長  岡  常 夫 

 介 護 支 援 課 長  川 東 昭 男  農 林 課 長  横 山 増 雄 

 商 工 観 光 課 長  塚 本 信 雄  建 設 計 画 課 長  岸 村 義 文 

 上 下 水 道 課 長  中 井 宣 夫  生 涯 学 習 課 長  福 永  豊 

 会 計 管 理 者  山 田 繁 雄     

 

５．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  沢 田 友 男  総 務 課 主 任  小 島  勝 
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６．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 〃  ２ 会期決定について 

 〃  ３ 議第 ３号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 〃  ４ 議第 ４号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 〃  ５ 議第 ５号 日野町公平委員会委員の選任について 

 〃  ６ 議第 ６号 日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱に

ついて 

 〃  ７ 議第 ７号 日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱に

ついて 

 〃  ８ 議第 ８号 日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱に

ついて 

 〃  ９ 議第 ９号 日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱に

ついて 

 〃 １０ 議第１０号 日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱に

ついて 

 〃 １１ 議第１１号 滋賀県市町村職員研修センター規約の変更について 

 〃 １２ 議第１２号 東近江行政組合を組織する地方公共団体の数の増加、

共同処理する事務の変更および規約の変更について 

 〃 １３ 議第１３号 財産の取得について 

 〃 １４ 議第１４号 日野町布設工事監督者の配置および資格ならびに水

道技術管理者の資格を定める条例の制定について 

 〃 １５ 議第１５号 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約

に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律等の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 〃 １６ 議第１６号 日野町課制条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 〃 １７ 議第１７号 日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 〃 １８ 議第１８号 日野町保育所入所児童に要する費用の徴収条例の一

部を改正する条例の制定について 

 〃 １９ 議第１９号 日野町介護老人保健施設設置条例の一部を改正する

条例の制定について 

 〃 ２０ 議第２０号 日野町介護保険条例の一部を改正する条例の制定に
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ついて 

日程第２１ 議第２１号 日野町営住宅の設置およ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 

 〃 ２２ 議第２２号 日野町公民館設置条例の一部を改正する条例の制定

について 

 〃 ２３ 議第２３号 日野町立図書館設置条例の一部を改正する条例の制

定について 

 〃 ２４ 議第２４号 日野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 〃 ２５ 議第２５号 日野町介護報酬改定臨時特例基金条例を廃止する条

例の制定について 

 〃 ２６ 議第２６号 平成２３年度日野町一般会計補正予算（第５号） 

 〃 ２７ 議第２７号 平成２３年度日野町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 

 〃 ２８ 議第２８号 平成２３年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第

１号） 

 〃 ２９ 議第２９号 平成２３年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第２号） 

 〃 ３０ 議第３０号 平成２３年度日野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号） 

 〃 ３１ 議第３１号 平成２３年度日野町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号） 

 〃 ３２ 議第３２号 平成２３年度日野町介護老人保健施設特別会計補正

予算（第１号） 

 〃 ３３ 議第３３号 平成２３年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

３号） 

 〃 ３４ 議第３４号 平成２３年度日野町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号） 

 〃 ３５ 議第３５号 平成２３年度日野町水道事業会計補正予算（第３号） 

 〃 ３６ 議第３６号 平成２４年度日野町一般会計予算 

 〃 ３７ 議第３７号 平成２４年度日野町国民健康保険特別会計予算 

 〃 ３８ 議第３８号 平成２４年度日野町簡易水道特別会計予算 

 〃 ３９ 議第３９号 平成２４年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算 

 〃 ４０ 議第４０号 平成２４年度日野町公共下水道事業特別会計予算 
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日程第４１ 議第４１号 平成２４年度日野町農業集落排水事業特別会計予算 

 〃 ４２ 議第４２号 平成２４年度日野町介護老人保健施設特別会計予算 

 〃 ４３ 議第４３号 平成２４年度日野町介護保険特別会計予算 

 〃 ４４ 議第４４号 平成２４年度日野町後期高齢者医療特別会計予算 

 〃 ４５ 議第４５号 平成２４年度日野町西山財産区会計予算 

 〃 ４６ 議第４６号 平成２４年度日野町水道事業会計予算 
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会議の概要 

－開会 ９時００分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、全員ご起立をお願いいたします。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより、

本日をもって招集されました平成24年第２回定例会を開会いたします。 

 町長より、招集のあいさつがあります。町長。 

町長（藤澤直広君） 皆さん、おはようございます。開会にあたりまして、一言ごあ

いさつを申し上げます。 

 本日、平成24年第２回定例会に議員全員の出席を賜り、厚くお礼申し上げます。

議員の皆様方におかれましては、日々ご壮健で議員活動にご精励いただいておりま

すことに深く敬意を表するところでございます。今日から３月に入りました。今年

の冬は綿向山もずっと雪化粧をしており、寒く厳しい日が続いておりましたが、こ

こに来て早春を感じる季節となってまいりました。こうした中で、今年も大窪から

西大路にかけて日野ひなまつり紀行が開催され、150ヵ所以上の民家や商家、商店な

どにおひな様が飾られるとともに、新たな試みやイベントも計画され、にぎわって

おります。関係者の皆さんのご努力に心より感謝を申し上げます。 

 また、３月は卒業式の季節でございます。本日は日野高校をはじめ県内の高等学

校で卒業式が行われております。日野中学校は13日に182名の生徒が卒業し、新たな

門出を迎えます。各小学校では17日に207名の児童が巣立っていきます。卒業する児

童・生徒がこれからも夢と希望を持って温かく、心豊かに育ってほしいと思います。 

 さて、３．11東日本大震災から１年が過ぎようとしています。現在もなお避難生

活を余儀なくされている方が尐なくありません。原発事故は依然として収束の見込

みも立たず、大変な状況が続いており、遅々として対策が進まない状況にいらだち

があります。日野町でも現在、福島県などから25名の方々が避難生活されておりま

して、先日、福島市長さんから支援に対する礼状もいただいたところでございます。

現地では、除染を進めるとともに、空間放射線量の低減を図り、市民の皆さんが安

心して暮らし、避難者の皆さんが安心して戻ってこられるように生活環境の取り戻

しに一生懸命取り組んでおられます。昨年の３．11を境にして、この国の政治は同

じで良い訳はありません。３．11の苦難をしっかりと胸に刻みつつ、新しい社会を

築くために力を合わせなければならないと思います。 

 こうした中で、依然国政は混迷をしております。国内の経済や雇用は厳しい状況
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が続いております。政府は消費税率を2014年４月に８パーセント、15年10月に10パ

ーセントまでに引き上げることなどを盛り込んだ社会保障・税一体改革大綱を決定

しました。これら消費税率引き上げ関連法案など、国民生活に大きく影響する法案

の提出も予定されており、注視をしておるところでございます。 

 さて、滋賀県の平成24年度当初予算が発表されましたが、国・県の動向を注視し

ながら、町としては第５次日野町総合計画に掲げる「ひびきあい「日野のたから」

を未来につなぐ、自治の力で輝くまち」を目指して新年度予算を取りまとめ、提案

をさせていただいたところでございます。詳細につきましては、後の提案説明で平

成23年補正予算とともに説明をさせていただきますが、補正予算では、国の内示を

受け、懸案の中学校給食施設整備費３億7,100万円や農業体質強化基盤促進事業２億

6,600万円などを計上いたしました。 

 当初予算では、前年度当初比３億1,600万円の減額となりましたが、教育環境の充

実のための整備やマンパワーの配置などに力を入れるとともに、町道改良や下水道

整備、獣害対策や田舎体験、婚活事業などの継続的な事業とともに、高齢者や障が

い者への支援、産業、農業、観光の振興や安全・安心な暮らしの実現に向けて、ソ

フト事業とハード事業を合わせて町民の皆さんのニーズにこたえるよう努力をして

まいったところでございます。十分なるご審議をよろしくお願いいたします。 

 さて、この間の出来事でございますが、２月１日から９日にかけまして、各公民

館を会場に、第５期介護保険事業計画の住民説明会を８回実施し、合計で178名の参

加をいただきました。住みなれた地域で暮らすことができる在宅介護サービスの推

進や、介護予防事業により要支援や要介護状態とならないことについても力を入れ

る計画といたしております。目標の達成に向けて努力をしてまいりますので、ご理

解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 さて、２月２日には、安斎科学・平和事務所長の先生を講師に迎え、原子力防災

に関する学習会を開催いたしました。当日はあいにくの雪模様となりましたが、会

場には約200人の参加をいただき満席となり、町民の皆さんの関心の高さを実感した

学習会となりました。20日には、関西電力の高浜原発３号機の運転が停止し、福井

の原発すべてが停止をいたしました。再稼動には安全確認が不可欠であります。ま

た、原発の安全神話が崩壊した中で、日本のエネルギー政策の見直しも必要であり

ます。次世代へ負の遺産を残さないためにも、原発から脱却したエネルギー政策を

持つべきではないかと思います。 

 そのような中、２月27日には、県関係機関をはじめ関西電力、ＮＴＴなどのライ

フラインにかかわる事業者の皆さんを構成員とする日野町防災会議を開催をいたし

ました。防災会議でさまざまなご意見をいただき、議論を深める中で日野町地域防

災計画の見直しを進めるとともに、原子力災害対策編の策定等に取り組んでまいり
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たいと考えております。 

 また、２月10日には、滋賀県地方６団体のシンポジウムが「みんなで考える自治」

をテーマに開催をされまして、杉浦議長様とともにパネラーとして参加をいたしま

した。地域に暮らす人々にとって住みやすい自治となるにはどう取り組むべきか、

みんなで考えていくのが地方分権改革の目的であるという話がございましたが、国、

府県、市町は住民の暮らしと営業を守るために、それぞれが役割を果たすことが必

要であります。こうした役割について二重行政の無駄と短絡的に決めつけるのでは

なく、それぞれの権限や仕事をどこが担うのが住民にとって、自治体にとっていい

のか冷静に議論することが大切であり、国、出先機関の移管や、関西広域連合のあ

り方についても慎重な議論が必要だと考えております。議員の皆さんにおかれまし

ても多数ご参加をいただき、大変ありがとうございました。 

 また、２月17日には、「ＴＰＰから県民のいのちと暮らし／医療と食を守る県民会

議」の呼びかけ人会議が開催をされました。私も呼びかけ人の１人として出席をい

たしました。政府はＴＰＰ交渉参加に向けて関係９ヵ国との事前協議を一通り行い、

これから本格的に進めようとしていますが、多くの国民に十分な情報が提供されず

国民的な合意が形成されているとは言えない状況であります。いのちと暮らし、医

療と食の確保と安全にかかわる重大な問題でありますことから、議会はもとより、

農業委員会をはじめさまざまな機関や団体等でそれぞれの立場で取り組みをいただ

いているところであり、しっかりと地域から正しい情報を明らかにし、世論をつく

る必要があると考えております。 

 さて、本定例会には条例の制定をはじめ平成23年度補正予算案、平成24年度予算

案など、議案44件を提案させていただきました。各議案に関しまして十分なご審議

をいただき、適切なる採択を賜りますようお願いを申し上げまして、開会にあたり

のごあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本会期の会議録署名議員は、会議規則第111条の規定により、２番 中西佳子君、

11番 池元法子君を指名いたします。 

 日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から３月26日までの26日間といたし

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から

３月26日までの26日間と決定いたしました。 
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 ここで、議事に入ります前に、諸般の報告を行います。 

 まず、一部事務組合議会の結果報告が議長に提出されておりますので、その報告

を私の方から行います。 

 はじめに、平成23年第５回東近江行政組合議会定例会が昨年12月27日に開会され

ました。付議されました議案は１件で、議案第16号、東近江行政組合議会の議員そ

の他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでありました。改正理由は、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏ま

えて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するた

めの関係法律の整備に関する法律」の制定公布に伴うものであります。 

 質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成で可決され、閉会となりました。 

 次に、平成24年第１回八日市布引ライフ組合議会定例会が去る２月22日、開会さ

れました。議案第１号、平成23年度八日市布引ライフ組合一般会計補正予算（第１

号）については、質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成で可決されました。 

 議案第２号、平成24年度八日市布引ライフ組合一般会計予算については、１名の

議員より質疑があり、討論なく、採決の結果、全員賛成で可決されました。 

 次に、議案第３号、八日市布引ライフ組合債権の管理に関する条例の制定につい

ては、組合債権の管理に関する事務処理について、一般的な基準などの必要事項を

定め、債権管理の適正を図るために制定されたのもので、質疑、討論なく、採決の

結果、全員賛成で可決されました。 

 引き続き、通告に基づき１名の議員から布引斎苑の施設更新・管理運営について

の一般質問がありました。 

 以上で、定例会の日程はすべて終了し、閉会となりました。 

 次に、平成24年第１回中部清掃組合議会定例会が去る２月23日に開会されました。

議第１号から議第３号まで、中部清掃組合公平委員会委員の選任についての議案で、

それぞれ日野町村井の岡龍彦氏、鎌掛の畑野公夫氏、西大路の椎美喜代氏の選任が

同意され、３名とも再任となりました。 

 また、議第４号、平成23年度中部清掃組合一般会計補正予算(第１号）および議第

５号、平成24年度中部清掃組合一般会計予算が提案され、一括質疑となり、３名の

議員より質疑がありました。討論なく、採決の結果、いずれの議案も全員賛成で可

決されました。 

 引き続き、通告に基づき１名の議員から、保証期間終了後の焼却施設における安

定・安心・安全稼動についての一般質問がありました。 

 以上で、定例会の日程をすべて終了し、閉会となりました。 

 以上で、一部事務組合議会の報告は終わります。詳細につきましては、事務局に

てご閲覧下さい。 
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 続きまして、議長公務に係る報告を行います。 

 まず、滋賀県町村議会議長会第４回理事会が昨年12月８日に開会され、平成24年

度における各町会費や平成23年度の定期総会についての審議を行い、原案のとおり

可決されました。 

 次に、滋賀県町村議会議長会第５回理事会が去る２月16日に開催されました。は

じめに監事の補欠選挙が行われ、竜王町の蔵口嘉寿男議長が当選されました。続い

て、滋賀県町村議会議長会の平成24年度事業計画や、平成24年度一般会計予算、特

別会計予算など５件の審議を行い、すべて原案のとおり可決されました。 

 また、同日に滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合定例会が開催されました。

はじめに副組合長の選挙が行われ、多賀町の谷川利治議長が当選されました。 

 議事に入り、監査委員の選任につき同意が求められ、甲賀市の岩田孝之議長の選

任が全員賛成で同意されました。また、平成22年度一般会計決算ならびに平成24年

度一般会計予算を審議し、両議案とも全員賛成で原案のとおり可決されました。 

 次に昨日、午前９時30分より平成23年度第63回滋賀県町村議会議長会定期総会が

家森滋賀県議会議長、村西滋賀県町村会長ならびに福永滋賀県自治振興課長を来賓

に迎え、琵琶湖ホテルにおいて開会され、私と副議長が出席いたしました。 

 会長のあいさつに続き、全国町村議会議長会自治功労者の表彰の伝達および滋賀

県町村議会議長会の自治功労者の表彰が行われました。 

 続いて、議事に入り、平成23年２月から平成24年２月までの会務報告と、平成22

年度の一般会計決算、ならびに特別会計決算、ならびに平成24年度の事業計画、一

般会計予算および特別会計予算等の報告がありました。 

 その後、町議会議長、副議長研修が行なわれ、京都新聞社滋賀本社編集部長兼論

説委員の布部拓男氏より、「これからの地方政治～分権、橋下改革の波」と題して講

演がありました。 

 以上で、議長公務に係る報告を終わります。 

 次に、平成23年12月１日から平成24年２月29日までの間における議員派遣および

議長公務につきましては、お手元に印刷配付の議員派遣結果一覧表とおりでありま

すので、ご報告いたします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 次に、副町長より、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会の報告があります。副町

長。 

副町長（岡村明雄君） 議長のお許しをいただきましたので、去る２月16日、滋賀県

厚生会館４階大会議室で開催されました滋賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会

の概要を報告させていただきます。 

 まず、定例会開催の前に、目方広域連合長の任期満了に伴う選挙が去る２月８日
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に行われました。この結果、中嶋武嗣甲賀市長が新広域連合長として当選されまし

た。また、広域連合長改選に伴い、これまでの中嶋武嗣後期高齢者広域連合議会議

長が欠員となるために、新たに橋川渉草津市長が指名推薦により議長となりました。 

 それでは、定例会について報告させていただきます。中嶋広域連合長から、平成

24年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計予算など、予算案件４件、計画の作

成案件１件、条例案件２件の計７件について、議案が提出されました。まず、平成

24年度一般会計予算についてでありますが、予算規模は１億9,278万1,000円であり、

対前年度比で3.1パーセントの増となっています。主な要因は、事務系システムの機

器更新や健康づくり基盤整備事業への継続実施による増でございます。 

 次に、平成24年度特別会計予算については、予算規模は1,275億2,103万9,000円で

あり、対前年度比で3.8パーセントの増となっています。歳出の予算総額の約99パー

セントが保険給付費であります。歳入の主な内容は国・県・市町による公費負担額

の合計額が625億4,900万円、支払基金からの交付金が524億5,700万円、保険料が112

億4,600万円となっております。当初予算のほか、予算関係の議案では、一般会計な

らびに特別会計とも補正予算が提出されました。 

 一般会計補正予算（第２号）では、歳入歳出それぞれ1,008万2,000円を減額し、

予算の総額を１億9,014万4,000円とするもので、主に執行見込み額により精査を行

ったものとなっています。 

 次に、特別会計補正予算（第３号）では、歳入歳出それぞれ10億5,489万7,000円

を増額し、予算の総額を1,254億8,378万6,000円とするもので、医療費の増加に伴う

もののほか、国の臨時特例基金へ積立金として計上したものが主な内容となってい

ます。 

 次に、広域連合第２次広域計画の作成についてであります。この計画は、地方自

治法の規定により計画を作成するもので、第１次計画が本年度で終了することに伴

い、新たに高齢者の健康づくりの推進を基本方針に新設し、平成24年度から27年度

までの４年間を第２次計画として策定しています。 

 続いて、条例関係の２議案についてでありますが、１点目は、平成24年度までの

保険料の減額措置の財源に充てる場合に基金を処分することができる規定を設けた

後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正するものでございます。２点目

は、２年ごとの見直しにより後期高齢者医療保険料の設定を行うもので、後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例です。今回の改正では、平成24年度、25

年度の２年間の保険料を設定するもので、所得割率100分の8.12、均等割額４万1,704

円となり、被保険者１人当たりの平均保険料額は年額６万1,618円となり、前回の第

２期保険料と比べると9.94パーセントの引き上げ率となることが主な改正の内容で

ございます。 
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 以上、７件のいずれの議案についても全員賛成により可決、承認がされました。 

 この後、広域連合、西澤議員より、広域連合議会議員の議員報酬および費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、発議、提案がありました。内

容は、議員が市・町の長や副市・町長を兼ねる場合には議員報酬を支払わないとい

うもので、賛成多数により可決、承認されました。 

 今年度で４年を終えることとなる後期高齢者医療制度については、社会保障と税

の一体改革の議論などを受けて、平成25年度から新たな制度を行うとしていますが、

準備期間が必要なこともあり、その状況は混沌としています。町といたしましても、

今後の動向を注視するとともに、広域連合や町村会とも緊密な連携・協力を図りな

がら、制度の円滑な実施に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますので、引

き続き議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 以上、私からの報告とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 副町長の行政報告は終わりました。 

 以上で行政報告を終わります。 

 日程第３ 議第３号から、日程第46号 議第46号までの人権擁護委員の候補者の

推薦について、ほか43件を一括議題として、町長の提案理由の説明を求めます。町

長。 

町長（藤澤直広君） それでは、提案理由の説明をさせていただきます。 

 まず、日程第３ 議第３号、人権擁護委員の候補者の推薦について。本案は、岡

とし子委員の任期が平成24年６月30日で満了することに伴い、後任の委員の候補者

として、安藤貢子氏を法務大臣に推薦するため、意見を求めるものでございます。

安藤貢子氏は、これまで西大路地区の人権推進委員などを務められたほか、日野町

社会福祉協議会の登録ヘルパーとして介護の現場でご活躍をいただいております。

その経験を生かして人権擁護活動に取り組んでいただける適任者であると考えてお

ります。任期につきましては３年となっております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第４ 議第４号、人権擁護委員の候補者の推薦について。本案

は、野口定一委員の任期が平成24年６月30日で満了することに伴い、後任の委員の

候補者として、引き続き野口定一氏を法務大臣に推薦するため、意見を求めるもの

でございます。野口定一氏は、これまで必佐地区人権委員や公民館実行委員などを

歴任されたほか、地元の区長を務められ、現在は人権擁護委員としてご活躍いただ

いております。その経験を生かして、引き続き人権擁護活動に取り組んでいただけ

る適任者であると考えております。任期につきましては、３年となっております。

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第５ 議第５号、日野町公平委員会委員の選任について。本案

は、畑野公夫委員が平成24年３月31日で任期満了となることに伴い、後任の委員と
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して、引き続き畑野公夫氏を選任するための同意を求めるものでございます。畑野

氏は、大字鎌掛の専明寺住職をされておりまして、過去に日野町体育指導委員会委

員長や、平成４年に町が設置した日野町まちづくり21懇話会の座長を歴任いただい

ております。平成19年５月14日から５年間、日野町公平委員に就任いただいており、

平成23年３月１日から東近江行政組合公平委員会の委員長にも就任いただいている

ところでございます。任期につきましては、平成24年４月１日から平成28年３月31

日までの４年間となります。ご同意のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第６ 議第６号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の

委嘱について。本案は、長谷川佳彦委員が平成24年３月31日で任期満了となること

に伴い、後任の委員として新たに石塚武志氏を委嘱するため同意を求めるものでご

ざいます。石塚氏は現在、龍谷大学法学部に専任講師として勤務され、公法学を専

門とされておられ、情報公開・個人情報保護審査会委員として適任者であると考え

ております。任期につきましては、平成24年４月１日から平成26年３月31日までの

２年間となります。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第７ 議第７号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の

委嘱について。本案は、本多滝夫委員が平成24年３月31日で任期満了となることに

伴い、後任の委員として引き続き本多滝夫氏を委嘱するため同意を求めるものでご

ざいます。本多氏は現在、龍谷大学大学院法務研究科教授として勤務し、行政法を

専門とされておられ、情報公開・個人情報保護審査会委員として適任者であると考

えております。任期につきましては、平成24年４月１日から平成26年３月31日まで

の２年間となります。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申しいたします。 

 続きまして、日程第８ 議第８号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の

委嘱について。本案は、吉田和宏委員が平成24年３月31日で任期満了となることに

伴い、後任の委員として、引き続き吉田和宏氏を委嘱するため同意を求めるもので

ございます。吉田氏は現在、京町法律事務所に弁護士として勤務しておられ、情報

公開・個人情報保護審査会委員として適任者であると考えております。任期につき

ましては、平成24年４月１日から平成26年３月31日までの２年間となります。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第９ 議第９号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の

委嘱について。本案は、端野とみ子委員が平成24年３月31日で任期満了となること

に伴い、後任の委員として、引き続き端野とみ子氏を委嘱するため同意を求めるも

のでございます。端野氏は、人権擁護委員としても平成15年から２期６年ご活躍さ

れており、情報公開・個人情報保護審査会委員として適任者であると考えておりま
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す。任期につきましては、平成24年４月１日から平成26年３月31日までの２年間と

なります。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、日程第10 議第10号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の

委嘱について。本案は、西田三枝子委員が平成24年３月31日で任期満了となること

に伴い、後任の委員として、引き続き西田三枝子氏を委嘱するため同意を求めるも

のでございます。西田氏は、日野町役場に昭和46年から35年間勤務されておりまし

た。退職後現在まで東近江市内の障害者施設に勤務され、平成22年12月からは民生

委員としてもご活躍されております。行政経験も豊富であり、情報公開・個人情報

保護審査会委員として適任者であると考えております。任期につきましては、平成

24年４月１日から平成26年３月31日までの２年間となります。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、日程第11 議第11号、滋賀県市町村職員研修センター規約の変更に

ついて。本案は、財団法人滋賀県市町村振興協会が公益財団法人に移行することに

伴い、滋賀県市町村職員研修センター規約を変更することについて、地方自治法第

286条第１項の規定による協議のため、同法第290条の規定により提案するものでご

ざいます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第12 議第12号、東近江行政組合を組織する地方公共団体の数

の増加、共同処理する事務の変更および規約の変更について。本案は、本組合の共

同処理する事務に休日急患診療所を含む地域医療支援センターの建築および施設管

理に関する事務を新たに加えること、また、本組合を組織する地方公共団体に平成

24年10月１日から愛荘町を加え、消防業務等を共同処理することなどについて、地

方自治法第286条第１項の規定による協議のため、同法第290条の規定により提案す

るものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第13 議第13号、財産の取得について。本案は、図書館システ

ムの更新をするため、1,575万円をもって京セラ丸善システムインテグレーション株

式会社関西営業所所長、山村勲から図書館システム電子計算機器類一式を購入する

ものでございます。財産取得の内容は別添の参考資料のとおりでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第14 議第14号、日野町布設工事監督者の配置および資格なら

びに水道技術管理者の資格を定める条例の制定について。本案は、地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制

定公布に伴い、これまで水道法で定められていた水道事業者である町が水道布設工
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事を施工する場合の技術上の監督業務を行う者の配置および資格、ならびに水道技

術管理者に必要な資格の基準を町の条例で定めるものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、日程第15 議第15号、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改

正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。本案

は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱

した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の制定公布および

住民基本台帳法の一部を改正する法律の制定公布等に伴い関係する条例の整備を行

うものです。主な内容は、外国人登録法が廃止されることに伴い、同法または同法

中の規定を引用している文言の整理および住民の印鑑の登録に関する規定について、

所要の整備を行うものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第16 議第16号、日野町課制条例の一部を改正する条例の制定

について。本案は、税務課で行っている固定資産評価審査委員会に関する事務を総

務課へ移行することにより、行政運営の適正化を更に図ろうとするものでございま

す。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第17 議第17号、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について。本案は、地方公務員法第25条第２項の規定に基づき職員

の給与から控除することができるものについて、また同条第３項の規定に基づき給

与の支給方法について定めるため、条例の一部改正をしようとするものでございま

す。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第18 議第18号、日野町保育所入所児童に要する費用の徴収条

例の一部を改正する条例の制定について。本案は、地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う

厚生労働省関係省令の整備に関する省令が制定公布され、平成24年４月１日から施

行されることに伴い、条例中で引用している省令の題名が改められたことから文言

整理を行うものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第19 議第19号、日野町介護老人保健施設設置条例の一部を改

正する条例の制定について。本案は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法

等の一部を改正する法律の制定公布に伴い、日野町立介護老人保健施設リスタあす

なろの設置および管理に関する事項を定めた日野町介護老人保健施設設置条例の一
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部を改正するものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第20 議第20号、日野町介護保険条例の一部を改正する条例の

制定について。本案は、平成24年度から平成26年度までの介護保険事業を円滑に運

営するために策定した第５期日野町介護保険事業計画により、各種サービス見込み

量に基づき必要な介護保険料などを改定するため、条例の改正をするものです。 

 第５期事業計画は、第４期事業計画で定めた基本理念を引き継いで、平成27年の

高齢者の将来ビジョンや各種サービス等の目標を達成するため各種施策の見直しを

行い、すべての高齢者およびその家族が地域社会において健やかに安心して生きが

いを持って生活できることを目的として策定いたしました。今回の計画における保

険料段階の設定では、所得等の負担能力に応じて負担いただけるよう配慮し、現行

の７段階８区分を８段階10区分に細分化をいたしました。また、保険料の額を改定

したところでございます。あわせまして、介護保険法の改正による必要な文言につ

いて所要の改正を行うものです。 

 今後も、介護を必要とする方々が安心してサービスを利用いただけるよう介護保

険事業の健全な運営に努めてまいりたいと考えております。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第21 議第21号、日野町営住宅の設置およ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。本案は、地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定公布に伴い、公

営住宅事業主体である町が地域の実情に応じて町営住宅入居者資格を町の条例で定

めるための条例の一部を改正するものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第22 議第22号、日野町公民館設置条例の一部を改正する条例

の制定について。本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律の制定公布に伴い、これまで社会教育法で定

められていた公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を町の条例で定めるため提出す

るものです。概要につきましては、審議会の委員を学校教育および社会教育の関係

者、家庭教育の向上に資する活動を行う者ならびに学識経験のある者の中から委嘱

するものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第23 議第23号、日野町立図書館設置条例の一部を改正する条

例の制定について。本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律の制定公布に伴い、これまで図書館法で定

められていた図書館協議会委員に関する任命の基準を町の条例で定めるため提出す
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るものです。概要につきましては、協議会の委員を学校教育および社会教育の関係

者、家庭教育の向上に資する活動を行うもの、ならびに学識経験のある者の中から

任命するものです。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 日程第24 議第24号、日野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について。本案は、東日本大震災を教訓とし、地域防

災力の要である消防団員の確保と処遇改善を図ることを目的として、消防団員の警

戒、訓練および消防学校教養訓練生派遣等の職務に従事する場合の費用弁償の額を

改めるため、条例を改正するものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第25 議第25号、日野町介護報酬改定臨時特例基金条例を廃止

する条例の制定について。本案は、平成21年度の介護報酬改定に伴い介護保険料の

急激な上昇を緩和するため、国の財政支援を受けた交付金を運用するための基金を

設置しましたが、その期間の終了に伴い基金条例を廃止するものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第26 議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）。

本案につきましては、第１条のとおり、日野町一般会計予算総額に、歳入歳出それ

ぞれ５億2,252万3,000円を追加し、予算の総額を91億2,127万4,000円とするもので

ございます。 

 今回の補正は、年度末を迎えて各事業の経費の精算に伴うものや、国の補正予算

により創設された国庫補助金を活用して実施いたします農業体質強化基盤促進事業、

および日野中学校給食施設整備事業に関するものが主なものとなっております。 

 詳細をご説明いたします。10ページからの「歳入歳出補正予算事項別明細書」を

ご覧願います。12ページ、13ページからの歳入でございますが、町税では、町民税

法人税割および町たばこ税について、12月補正後の申告により納付額の増が見られ

るため、増額補正をするものでございます。 

 続きまして、14ページから19ページにかけましての分担金および負担金、使用料

および手数料、国庫支出金、県支出金の補正につきましては、各事業の精算見込み

に伴う特定財源などの増減でございます。なお、14ページの農林水産業費分担金お

よび農林水産業費国庫補助金については、新たに実施します農業体質強化基盤促進

事業に係る分担金および国庫補助金を計上いたしております。 

 20ページの寄附金につきましては、まちづくり応援寄附金について、当初予算見

込み額を上回るご寄附をいただきましたことから、増額補正しております。ご協力

いただきました皆さんに心から感謝申し上げます。 

 繰入金では、日野中学校給食施設整備事業の財源として、教育施設整備資金積立
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基金繰入金を増額補正しております。 

 22、23ページの諸収入では、主に総務費雑入で滋賀県市町村振興協会交付金など

を新たに計上しております。町債では、本年度実施しました建設事業等の完了に伴

い事業費が確定したため、減額するものが主なものとなってございますが、農業債

および教育債についてはそれぞれ、農業体質強化基盤促進事業、日野中学校給食施

設整備事業の財源として新たに計上するものでございます。 

 続きまして、歳出の主なものについてご説明を申し上げます。24、25ページの議

会費は今年度事業の精算見込みに伴う減額補正でございます。 

 次に、総務費でございますが、各事業の精算見込みに伴うもののほか、主なもの

としましては、27ページの財産管理費で減債基金積立金を計上しております。減債

基金は、先に町債の繰上償還のため取り崩しを行いましたことから、今後の財政健

全化に備えて新たに積み立てを行うものでございます。また、まちづくり応援基金

積立金は、まちづくり応援寄附金を財源として積立てることとしたものでございま

す。 

 次に30ページから35ページまでの民生費でございますが、全体的に、国・県の補

助事業に対する精算見込みに伴う減額補正が主なものとなっております。33ページ

の自立支援医療費支給事業では更生医療費の増額補正を、35ページの町単独福祉医

療費助成事業では福祉医療給付費の増額補正をしております。 

 また、子ども手当支給事業につきましては、国の法改正に伴い減額補正をするも

のでございます。 

 36ページからの衛生費でございますが、母子保健事業の妊婦検診委託料やワクチ

ン接種緊急促進事業については、子宮頸がん予防ワクチンなどの接種委託料の実績

見込みに応じて減額補正をするものでございます。 

 また、水道事業繰出金では、建設改良費の減により、繰り出しに係る経費が減じ

たことから減額補正をするものでございます。 

 38ページの労働費では、緊急雇用創出特別対策事業およびふるさと雇用再生特別

対策事業について、県補助金の確定のため、今後の執行見込みを精査し、減額補正

をしております。 

 40ページから43ページまでの農林水産業費でございますが、各事業の精算見込み

に伴う減額補正のほか、43ページの農業体質強化基盤整備促進事業については、国

の４次補正により創設された国庫補助金を活用し、町内の農道や農業水利施設を整

備するための経費を計上しております。 

 44ページから45ページの商工費でございますが、こちらも各事業の精算見込みに

伴い補正を行うものでございます。 

 土木費でございますが、47ページの社会資本整備総合交付金事業では、本年度事
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業費の精算見込みに伴い減額補正をするものでございます。また、急傾斜地崩壊対

策事業では、本年度工事の完了等に伴い、事業費が確定したため減額補正をするも

のでございます。 

 公共下水道事業特別会計繰出金は、下水道事業費の減に伴い、繰り出しに要する

経費が減じたため減額補正をするものでございます。 

 48、49ページの消防費は、各事業の精算見込みに伴い補正を行うものでございま

す。 

 48ページから57ページまでの教育費でございますが、各事業の精算に伴うものの

ほか、53ページでは、国の学校教育施設環境改善交付金の内定を受け、日野中学校

給食施設整備事業を計上しております。日野中学校給食施設整備事業では、平成25

年度からの給食実施を目指し、工事請負費などの必要な経費を補正しております。 

 56、57ページの公債費では、町債の新規借入に伴う利子額の精算に伴い減額補正

をしております。同じページの国庫補助道路橋梁災害復旧費では、町道北脇中在寺

線宮前橋の災害関連工事について、国庫補助金の決定にあわせて、工事経費が確定

したため増額補正をするものでございます。 

 58ページからは、給与費明細書などの附属書類でございます。 

 予算書の説明に戻らせていただきます。第２条の継続費につきましては、６ペー

ジの「第２表 継続費補正」のとおり、町道北脇中在寺線宮前橋橋梁災害関連事業

について、予算総額の増額および年割額の変更を計上しております。 

 第３条の繰越明許費につきましては、７ページの「第３表 繰越明許費」のとお

り、微量ＰＣＢの汚染廃電気機器廃棄処分事業をはじめ６件について翌年度へ繰越

しを行い、予算を執行するものでございます。 

 第４条の地方債の補正につきましては、８ページ、９ページの「第４表 地方債

補正」のとおり、一般補助施設整備等事業債（農業体質強化基盤整備促進事業）を

はじめ２件の追加を計上するほか、上水道一般会計出資債をはじめ４件の限度額の

変更を行うものでございます。 

 以上、平成23年度一般会計補正予算（第５号）の提案説明とさせていただきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第27 議第27号、平成23年度日野町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）。本案は、日野町国民健康保険特別会計予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ5,389万3,000円を減額し、予算の総額を20億5,162万8,000円とするものでござ

います。今回の補正の主な内容は、一般被保険者に係る医療費が比較的落ち着いた

状況にあることから、療養給付費を減額し、その財源である国庫支出金、県支出金

等を減額するものでございます。 

 歳入につきましては、療養給付費等交付金980万円、財産収入３万円をそれぞれ増
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額し、国民健康保険税749万2,000円、国庫支出金2,888万3,000円、県支出金366万

1,000円、共同事業交付金1,705万2,000円、繰入金663万5,000円をそれぞれ減額しよ

うとするものでございます。 

 歳出につきましては、総務費66万4,000円、基金積立金３万1,000円、諸支出金30

万円をそれぞれ増額し、保険給付費を3,906万8,000円、共同事業拠出金1,430万9,000

円、保健事業費151万1,000円をそれぞれ減額しようとするものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第28 議第28号、平成23年度日野町簡易水道特別会計補正予算

（第１号）。本案は、日野町簡易水道特別会計予算の総額から歳入歳出それぞれ552

万9,000円を減額し、予算の総額を2,210万4,000円とするものでございます。 

 歳入については、一般会計繰入金で560万円を減額し、前年度繰越金で７万1,000

円を増額するものでございます。歳出につきましては、業務費の工事請負費を事業

精査により552万9,000円減額するものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第29 議第29号、平成23年度日野町住宅新築資金等貸付事業特

別会計補正予算（第２号）。本案は、日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の

総額に歳入歳出それぞれ123万8,000円を追加し、予算の総額を197万5,000円とする

ものでございます。今回の補正は、貸付金元利収入の増額によるものが主なもので

す。 

 第１表の歳入につきましては、財産運用収入を2,000円、繰越金を28万7,000円、

貸付金元利収入を94万9,000円増額しようとするものです。歳出につきましては、基

金費を123万8,000円増額しようとするものです。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第30 議第30号、平成23年度日野町公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）。本案は、日野町公共下水道事業特別会計予算の総額から歳入歳出

それぞれ１億5,132万5,000円を減額し、予算の総額を10億1,089万7,000円とするも

のでございます。今回の補正の主なものは、曙工区、椿野台工区の汚水管渠築造工

事等における下水道事業費の精算による減額および琵琶湖流域下水道事業市町負担

金の精算による減額でございます。 

 第１表の歳入につきましては、分担金および負担金で285万円、使用料および手数

料で10万5,000円を増額し、国庫支出金で6,621万2,000円、繰入金で2,496万8,000

円、町債で6,310万円を減額しようとするものです。 

 歳出につきましては、下水道事業費で１億5,052万5,000円、公債費で80万円を減

額しようとするものです。第２条の地方債の補正につきましては、第２表のとおり、

下水道事業債他２件につきまして限度額を変更するものです。 
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 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第31 議第31号、平成23年度日野町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）。本案は、日野町農業集落排水事業特別会計予算の総額から、歳

入歳出それぞれ3,555万5,000円を減額し、予算の総額を１億8,167万円とするもので

ございます。今回の補正の主なものは、公的資金補償金免除繰上償還借換債におい

て借り入れ先と償還先が同じとなり、資金の移動が必要ないことから、当該公債費

3,400万円を減額するものでございます。 

 第１表の歳入につきましては、使用料および手数料で120万円増額し、財産収入で

４万9,000円、繰入金で270万6,000円、町債で3,400万円を減額しようとするもので

す。歳出につきましては、農業集落排水事業費で155万5,000円、公債費で3,400万円

を減額しようとするものです。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第32 議第32号、平成23年度日野町介護老人保健施設特別会計

補正予算（第１号）。本案は、日野町介護老人保健施設特別会計予算の総額に歳入歳

出それぞれ６万円を追加し、予算の総額を7,053万9,000円とするものでございます。

今回の補正は、町が開設した介護老人保健施設の指定更新に必要な経費を増額する

ものでございます。 

 第１表の歳入につきましては繰入金６万円を増額するものです。歳出につきまし

ては、介護老人保健施設費として６万円を増額しようとするものです。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第33 議第33号、平成23年度日野町介護保険特別会計補正予算

（第３号）。本案は、日野町介護保険特別会計予算、保険事業勘定の総額に歳入歳出

それぞれ224万5,000円を追加し、予算の総額を15億1,950万8,000円、また介護サー

ビス事業勘定の総額に歳入歳出それぞれ１万8,000円を追加し、予算の総額を802万

8,000円とするものです。今回の補正は、年度末を迎え、今日までの給付実績と今後

の所要額を精査し、保険事業勘定の介護給付費等を増額し、地域支援事業費では、

事業の見込みから組み替えをしようとするものです。介護サービス事業勘定につき

ましては、介護サービス等の利用状況を勘案し、増額しようとするものです。 

 保険事業勘定第１表の歳入では、使用料および手数料1,000円、財産収入１万7,000

円、繰入金529万7,000円、繰越金346万2,000円をそれぞれ増額し、保険給付費に係

る変更交付決定等により、国庫支出金９万1,000円、支払基金交付金469万3,000円、

県支出金174万8,000円をそれぞれ減額するものです。歳出では、総務費を55万8,000

円、保険給付費を163万円、基金積立金を１万8,000円、諸支出金３万9,000円をそれ

ぞれ増額するものです。 

 介護サービス事業勘定第１表の歳入でございますが、サービス収入で１万8,000
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円増額しようとするものです。歳出につきましては、総務費を１万8,000円増額する

ものです。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第34 議第34号、平成23年度日野町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）。本案は、日野町後期高齢者医療特別会計予算の総額に 歳入歳出

それぞれ18万9,000円を追加し、予算の総額を１億9,295万3,000円とするものでござ

います。今回の補正の主な内容は、保険基盤安定繰入金の額の確定により後期高齢

者医療広域連合納付金を増額するとともに、事業精査により総務費を減額しようと

するものでございます。 

 第１表の歳入につきましては、後期高齢者医療保険料で140万円を増額し、繰入金

121万1,000円を減額しようとするものです。歳出につきましては、総務費85万3,000

円を減額し、後期高齢者医療広域連合納付金104万2,000円を増額しようとするもの

です。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第35 議第35号、平成23年度日野町水道事業会計補正予算（第

３号）。本案は、日野町水道事業会計予算の収益的収支の収入予定額を1,297万4,000

円減額し、６億2,444万7,000円に、支出予定額を２万7,000円増額し、６億360万4,000

円にするものでございます。また、資本的収支の収入予定額を１億1,133万6,000円

減額し、１億8,041万5,000円に、支出予定額を8,285万9,000円を減額し、３億5,631

万9,000円とするものでございます。 

 収益的収入の主な内容につきましては、水道給水収益、受託工事収益およびその

他の営業収益の減額でございます。収益的支出の主な内容は、受託工事費の減額お

よび資産減耗費と消費税の増額でございます。また、資本的収入の主な内容は、緊

急時給水拠点確保等事業および椿野台配水管布設工事等の事業精査に伴う国庫補助

金、出資金、企業債および工事負担金の減額でございます。資本的支出の主な内容

は、上水道管理システム更新事業の事業精査による固定資産購入費の減額および緊

急時給水拠点確保等事業ならびに椿野台配水管布設工事等の事業精査により配水設

備改良費を減額するものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。10時15分から再開いたします。 

－休憩 １０時０４分－ 

－再開 １０時１８分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。休憩前に引き続き、提案理由の説明

を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 議長のご配慮をいただきまして、休憩をさせていただきまして、
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ここから新年度予算の提案ということになりますので、気合を入れて提案をさせて

いただきたいと、このように思います。 

 日程第36 議第36号、平成24年度日野町一般会計予算について。東日本大震災に

より我が国の経済活動は深刻な打撃を受け、マイナス成長が２四半期続くなど、平

成23年度は厳しい状況からのスタートとなりました。国の平成24年度予算編成の基

本方針では、日本の経済見通しは、本格的な復興施策の集中的な推進によって着実

な需要の発現と雇用の創出が見込まれ、国内需要が成長を主導するとあります。し

かし、現実的には、電力供給の制約や原子力災害の影響、円高とデフレの悪循環な

ど、依然として国内経済は厳しい状況にあります。 

 このような中、平成24年度政府予算案の一般会計の総額は前年度に比べ2.2パーセ

ント減の90兆3,339億円となり、６年ぶりに前年度を下回りました。しかし、東日本

大震災の復興予算を特別会計に計上したことなどによる別枞分を合わせると実質的

には過去最大となるものでございます。 

 歳入では、法人税収が東日本大震災の復興需要等による増加を見込み、前年度に

比べ3.5パーセント増の42兆3,460億円となりました。また、３兆7,439億円の税外収

入を確保したものであります。新規国債発行額は税収を大きく超える、平成23年度

当初とほぼ同額の44兆2,440億円に達し、当初ベースで３年連続して借金が税収を上

回る状況となりました。 

 歳出では、政策的経費である一般歳出が51兆2,450億円で、前年度に比べ5.2パー

セント減となりました。内容は、昨年に引き続き公共事業関係費が8.1パーセントの

減となり、社会保障関係費は、基礎年金の国庫負担財源の一部を一般会計に計上し

ていないことから8.1パーセント減となりましたが、予算額は26兆3,901億円となり、

引き続き一般歳出に占める割合は51.5パーセントと過半数を超えています。 

 その中、平成24年度地方財政への対応は、東日本大震災の復旧・復興事業、緊急

防災・減災事業について通常収支とはそれぞれ別枞で整理し、所要の事業費および

財源が確保されました。通常収支分の地方財政計画の規模は、前年度に比べ0.8パー

セント減の約81兆8,700億円となり、公債費などを除く政策的経費である地方一般歳

出では、0.6パーセント減の約66兆4,600億円となり、平成19年度以来の減尐となり

ました。 

 地方交付税については、一般会計からの支出額では、1.1パーセント減の16兆5,940

億円と２年連続の減額となりましたが、昨年同様、規定の加算とは別枞で１兆500

億円が増額されたことにより、地方交付税の総額は、地方自治体に配分される出口

ベースで0.5パーセント増の17兆4,545億円となり、５年連続の増額が確保されまし

た。これに地方税、地方譲与税、臨時財政対策債等を加えた地方一般財源総額は前

年度と同水準の59兆6,241億円となりました。 
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 このような中、当町の平成24年度の歳入については、町民税では個人町民税、法

人町民税とも、平成23年度当初予算と比較すると増収が見込まれるものの、固定資

産税では土地・家屋の評価替えの影響により大きく落ち込むと予想され、町税全体

では減収になると見込んでおります。地方交付税は、平成23年度とほぼ同額が見込

まれるものの、臨時財政対策債は長期債務残高の抑制により縮減がされ、減収見込

みであります。 

 このように、町税および臨時財政対策債の減収が影響し、財政調整基金繰入金お

よび繰越金を除く歳入一般財源総額は前年度に比べ約１億円下回ることとなり、引

き続き厳しい歳入の状況において予算編成を余儀なくされたところでございます。

こうしたことから、当初予算の編成にあたりましては、歳入に見合った歳出という

原点に立ち、引き続き経費の節減等を図り、予算配分の重点化・効率化に努めたと

ころでございます。 

 しかしながら、増大する行政需要や喫緊の課題解決に要する予算を確保する必要

がありましたことから、必要性の高い事業での町債の借入れを見込むとともに、福

祉対策基金、町営住宅建設整備基金、まちづくり応援基金および住民生活に光をそ

そぐ基金の特定目的基金をそれぞれ取り崩したほか、なお不足する部分には財政調

整基金の取り崩しで補てんをいたしました。 

 そうした中、平成24年度当初予算は、第５次日野町総合計画の２年目の年度であ

り、引き続き計画に基づきまちづくりを進めていくため、重点化施策として「子ど

もたちと子育て世代に対する支援」、「高齢者・障がい者およびその家族に対する支

援」、「産業と農業、観光振興の推進」、「安全・安心な暮らしの実現」の項目を中心

に取り組みを進めることといたしております。 

 それでは、平成24年度日野町各会計予算書および予算説明書により、予算の主な

内容について、ご説明を申し上げます。１ページ目をご覧下さい。まず、平成24年

度日野町一般会計予算でございます。第１条のとおり、予算の総額は、歳入歳出そ

れぞれ74億7,600万円となり、前年度の当初予算に比べまして３億1,600万円、率に

して4.1パーセントの減となりました。これは継続事業で実施しておりました役場庁

舎設備等改修事業が終了したことや、子ども手当の制度改正に伴う縮減、失業者対

策としての緊急雇用創出特別対策事業の縮減、ふるさと雇用再生特別対策事業の終

了による減が主な要因であります。 

 予算の詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書でご説明させていただき

ます。まず、歳入につきましては８ページの総括表によりご説明申し上げます。町

税でございますが、町民税は個人、法人とも増収が見込まれ、前年度に比べ5,245

万円、率にして4.6パーセントの増、固定資産税では、土地、家屋の評価替えの影響

により大きく減尐する見込みであり、前年度に比べ１億5,531万5,000円、率にして
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8.5パーセントの減となりました。町たばこ税では、平成22年10月からの税率値上げ

により前年度に比べ2,880万円、率にして31.9パーセントの増収を見込んでおります。

町税全体では、前年度に比べ7,416万5,000円、率にして2.4パーセント減の30億5,300

万1,000円の見込みとなりました。 

 また、地方譲与税ならびに利子割交付金をはじめとする各種交付金につきまして

は、平成23年度の収入見込みから地方財政計画等の伸び率を考慮し計上しておりま

す。 

 地方特例交付金では、年尐扶養控除の廃止等に伴う地方税増収分の振り替えによ

り、前年度に比べ2,730万円、率にして68.3パーセントの減となりました。 

 地方交付税につきましては、平成23年度の基準財政需要額に措置された地方再生

対策費および地域活性化・雇用等対策費が整理・統合され、地域経済基盤強化・雇

用等対策費（仮称）としてほぼ同額継承措置されたことなどにより、前年度とほぼ

同額の13億3,000万円を見込みました。また、普通交付税から振り替えられています

臨時財政対策債は、地方の長期債務残高の抑制方針により縮減されることとなり、

前年度に比べて4,000万円、率にして8.0パーセント減と見込んでおります。普通交

付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税は前年度に比べて3,600万円、

率にして2.0パーセントの減となりました。 

 分担金および負担金につきましては、基幹水利施設管理事業分担金、保育所入所

者負担金や学校給食費負担金が主なもので、全体では前年度に比べて約830万円、率

にして4.4パーセント増となっています。 

 使用料および手数料については、都市公園使用料や町営住宅家賃、幼稚園保育料

などでございます。 

 国庫支出金では、子ども手当ての制度改正により、前年度と比べて約7,320万円、

率にして10.6パーセント減となりました。 

 県支出金では、緊急雇用創出特別対策補助金の縮減、ふるさと雇用再生特別対策

事業補助金が終了したことにより、前年度に比べて約１億2,500万円、率にして17.8

パーセント減となりました。 

 財産収入では、土地・建物貸付収入、基金利子などです。 

 寄附金では、日野町を応援していただく皆様からのふるさと納税制度によってご

寄附いただく、まちづくり応援寄附金を見込んでおります。 

 繰入金につきましては、福祉対策基金や町営住宅建設整備基金の特定目的基金を

取り崩したほか、なお不足する３億5,000万円を財政調整基金の取り崩しで補てんい

たしました。繰越金につきましては、前年度同額の１億5,000万円を見込んでおりま

す。また、諸収入では、主に小規模企業者小口簡易資金融資預託金の元金収入や高

額療養費償還金などでございます。 
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 町債につきましては、緊急防災・減災事業として実施する役場庁舎耐震改修事業、

社会資本整備総合交付金事業の道路改良工事、町道北脇中在寺線宮前橋橋梁災害関

連事業など、それぞれの事業に見合った借り入れを見込んでおりますほか、普通交

付税の振り替えとなっております臨時財政対策債を計上しております。町債全体で

は、前年度に比べて3,000万円、率にして5.1パーセント減となりました。 

 これらの歳入予算の確保につきましては、国や県の動向を注視しつつ、常に収支

の均衡を保つよう留意しながら、適切な財政運営に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、歳出の主なものについて説明申し上げます。右側の説明欄のページ

で申し上げますので、よろしくお願いします。まず、33ページの議会費では、議員

報酬や議会運営事業などです。議員人件費の中では、地方議会議員年金制度の制度

廃止に伴う経過措置としての給付に要する経費の公費負担分を前年度に引き続き見

込んでおります。 

 総務費では、人事管理や一般管理、財産管理に要する経費を計上しております。 

 37ページの財産管理費では、庁舎等施設管理事業において、平成24年度地方財政

対策に計上された緊急防災・減災事業枞として、役場庁舎耐震改修に係る実施設計

費の経費を計上しております。 

 39ページの企画費では、住民の皆さんの日常生活の移動手段としての路線バス対

策経費を計上し、引き続き公共交通空白地帯へのデマンドタクシーについても試行

運行を行います。 

 41ページの自治の力で輝くまちづくり事業では地域づくりシンポジウム、女性の

むらづくり講座等に要する経費を、自治ハウス整備事業では中山西および北脇区会

議所のバリアフリー改修整備に対する補助経費を、45ページの戸籍住民基本台帳費

では町内在住外国人の生活支援、外国人児童生徒の学校での支援を行うため、ポル

トガル語通訳の配置に係る経費を計上しております。 

 47ページの選挙費では、日野町長選挙費などに係る選挙経費でございます。 

 49ページからの民生費でございますが、51ページの社会福祉総務費では社会福祉

協議会運営事業、国民健康保険特別会計繰出金、老人福祉費では老人クラブ活動事

業、シルバー人材センター運営事業、老人福祉施設入所措置事業、在宅高齢者福祉

推進支援事業、53ページでは、介護老人保健施設特別会計および介護保険特別会計

への繰出金、介護基盤緊急整備事業として、地域密着型サービスを提供する施設等

の整備を行う事業者に対する補助などの経費でございます。 

 また、在宅高齢者福祉推進事業においては、現在、東近江消防本部に設置してい

る高齢者緊急通報システムの通信処理装置が老朽化したことにより、事業を民間委

託方式により継続するため、発信装置の更新経費を計上しております。なお、これ
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らの事業の運営委託については平成24年度から介護保険事業の任意事業の中で計上

しております。 

 次に、障害福祉費では補装具費支給事業や障害児地域活動支援事業、障害者自立

支援事業、55ページでは、障害者地域生活支援事業、平成23年度までの身体障害者

自動車ガソリン助成事業と福祉タクシー運賃助成事業を統合した障害者外出支援助

成事業などでございます。 

 次の福祉医療給付費では、県単独および町単独の福祉医療費の助成経費でござい

ます。町単独福祉医療費においては、就学前の乳幼児の医療費の無料化、小・中学

校の入院時の医療費の無料化を実施しております。 

 57ページの児童福祉総務費でございます。児童健全育成事業では、町内６ヵ所の

学童保育所の運営に対する助成を行ないます。地域子育て支援事業では、平成23年

度に創設された、ほっと安心子育て支援事業を引き続き実施し、ゼロ歳児等の一時

預かり支援を行ないます。また、法律改正に伴い、早期療育事業は児童福祉総務費

に移しております。 

 次の保育所費は公立保育所およびわらべ保育園の運営経費でございます。 

 59ページに移りまして、児童措置費では法律改正に伴い子ども手当支給事業と子

どものための手当支給事業に要する経費を計上しております。 

 次に、衛生費でございます。61ページの保健衛生総務費では、母子保健事業で、

母子の心身の健全な育成を促進するため妊婦健康診査、乳幼児健診、食育事業を実

施し、妊婦健康診査については、妊婦にかかる経済的負担をより軽減するため、出

産までに必要とされる妊婦健診費を公費負担しております。また、母子保健事業の

中で新たな取り組みといたしまして、近年、妊娠を望む人のうち７組から10組に１

組の夫婦が不妊に悩んでいるといわれており、不妊治療への支援が求められており

ます。このようなことから、当町におきましても、経済的負担を軽減し、安心して

不妊治療が受けられるよう不妊治療費助成事業を実施いたします。 

 また、健康増進事業では、健康増進法に基づき生活習慣病やがんの早期発見のた

めの健康診査、健康教育、女性特有のがん検診、引き続き大腸がん検診を含めたが

ん健診推進事業、また、当町の死亡原因のトップであるがんのうち、男女とも高い

死亡比率を示している肺がんの検診を新たに実施することといたします。 

 また、予防費では、日本脳炎ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を

逸した特例対象者について、国の方針に沿って段階的に積極的勧奨を行う経費を見

込んだ予防接種事業や、63ページに移りまして、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワ

クチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種経費を見込み、ワクチン接種緊急促進事業

を引き続き実施いたします。 

 次に、環境保全費では、環境保全対策事業として河川の水質検査など環境分析調
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査に要する経費を計上しております。 

 清掃総務費では、65ページの合併浄化槽の保守点検等の維持管理を集落ぐるみで

実施されている維持管理組合に対して、その経費の一部を助成する浄化槽維持管理

事業、し尿や汚泥を処理する衛生センターおよび火葬場の布引斎苑を所有する八日

市布引ライフ組合への負担金が主なものでございます。なお、布引斎苑負担分では、

平成24・25年度の２ヵ年において実施される火葬炉等の中規模改修に係る経費負担

が含まれております。塵芥処理ではごみ収集事業や中部清掃組合負担金、リサイク

ル促進事業が主なものです。 

 なお、中部清掃組合負担金では、施設の５年間の保証期間が経過することにより

維持管理経費が増加するものです。 

 労働費では、継続される緊急雇用創出特別対策事業について、重点分野雇用創造

事業として５事業、震災対応事業として被災者雇用の２事業に取り組む経費を計上

いたしました。 

 次に、農林水産業費でございます。69ページの農業振興費の特産農産物振興事業

では、引き続き町の特産物である日野菜の生産拡大、生産振興に対する助成、日野

菜集出荷システム等の整備に対する支援のための経費を計上し、生産者や生産量の

拡大および販売ルートの確保を図っていきたいと考えております。 

 水田農業推進対策事業では、日野町農業再生協議会の運営経費を見込み、また、

有害鳥獣駆除事業においては、県自治振興交付金および湖国と森林と自然を守るニ

ホンジカ特別対策事業補助金を活用し、サル・イノシシ・シカを駆除する経費およ

び有害鳥獣総合対策事業の委託経費を計上しております。ニホンジカの駆除頭数に

ついては、補助対象および単独分合わせて400頭を見込んでおります。 

 また、グリーンツーリズム推進事業では、体験型観光の受け入れの推進および体

験イベントの実施により、都市と農村の交流の活性化を図り、積極的にプロモーシ

ョン活動を推進するため、三方よし！近江田舎体験推進協議会に対して補助および

委託事業を行う経費を計上しております。協議会では、引き続き教育旅行の積極的

な誘致活動を進め、既に平成24年度は前年度を上回る16校約2,600名の受け入れが決

まっております。 

 71ページでは、環境保全型農業直接支援対策事業として、農業者が環境こだわり

農業を実施した上で、さらに地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活

動に取り組む場合に支援を行います。 

 次に、農地費では、土地改良区への運営補助をはじめ日野川流域土地改良事業償

還事業、73ページになりますが、日野川基幹水利施設管理事業、国営かんがい排水

施設管理体制整備促進事業、また、共同活動事業が５年間継続された農地・水保全

管理支払交付金事業を計上しております。 
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 林業振興費では、森林組合運営事業をはじめ指定管理料を含むグリム冒険の森の

管理運営経費、75ページになりますが、森林整備地域活動支援事業のほか、琵琶湖

森林づくり県民税を活用した里山整備事業、また、山地災害危険地区対策として、

上駒月地区で単独治山事業を実施いたします。 

 次に商工費ですが、商工振興費では、77ページの商工会運営事業で、運営補助お

よび地域経済の活力向上のために実施される商業活性化対策事業、新たに商店街活

性化推進事業として実施されるお買い物バスの運行に対して支援を行います。また、

住宅リフォーム促進事業は、建築組合日野支部および日野町商工会より強い存続の

要望があることなどを踏まえ、引き続き実施をしていこうとするものでございます。 

 次に、観光費では、観光振興事務事業で新たにひばり野公園の松枯れ予防対策等

に対する支援を行います。観光協会運営事業では運営補助および観光地域活性化対

策に対する補助金を、観光ＰＲ推進事業では町内にある約10ヵ所の観光看板の更新

を予定しております。 

 次に、土木費でございます。まず、土木総務費の81ページ、地籍調査事業では、

引き続き町道西大路鎌掛線の整備に向けて鎌掛および西大路地区において調査を実

施いたします。また、道路新設改良費では、社会資本整備総合交付金事業として、

通学路の安全確保のため、町道豊田中山線歩道設置工事をはじめ町道大窪内池線側

溝改修工事を実施するとともに、町道西大路鎌掛線道路改良工事に係る調査設計費

を計上しております。また、日野町橋梁長寿命化修繕計画に基づき緊急度の高い橋

梁４橋の修繕工事を実施いたします。町単道路改良事業では、緊急性の高い８路線

の改良工事および２路線の測量設計業務を見込んでおります。 

 83ページの河川砂防総務費では、地元自治会の協力のもと河川浚渫などの清掃事

業に取り組むこととしております。 

 急傾斜地崩壊対策事業費では、下迫地区の急傾斜地崩壊危険区域において、がけ

崩れを防止するための工事を実施します。 

 また、公園費では、大谷公園などの公園の管理運営に要する経費を計上し、新た

に大谷体育館のバスケットボードの取りかえ工事などに要する経費を見込んでおり

ます。 

 85ページの公共下水道費では、繰出金を計上し、事業費の確保に努めたところで

あります。 

 次に、住宅総務費では、木造住宅の耐震診断を実施するための経費、また、耐震

診断の結果、耐震性向上のための必要な改修を実施する工事費に対する補助経費を

計上しております。 

 住宅管理費では、町営住宅の計画的な整備などを進めるための日野町住生活基本

計画および公営住宅等長寿命化計画策定に係る経費、町営住宅西山団地の下水道接



 

1-29 

続に係る経費を計上しております。 

 次に、消防費では常備消防費として東近江行政組合負担金を、また、非常備消防

費では消防団の活動に要する経費を計上しており、平成24年度から消防団員の出動

手当を改定させていただきたいと考えております。 

 87ページになりますが、消防施設費の消防施設整備事業では、中在寺地区の防火

水槽設置に係る経費、内池東地区、蔵王地区の小型動力ポンプ購入に係る経費を計

上しております。また、消防・防災設備補助事業では、自治会が管理する消防施設

および防災関係設備の整備に対して補助を行います。災害対策費の防災活動事業で

は、新たにコミュニティ施設耐震診断事業として各自治会において実施される集落

会議所の耐震診断に対して補助を行うことといたしております。 

 次に、教育費でございます。事務局費では、89ページとなりますが、教育相談・

子ども支援活動事業では、日野町子育て・教育相談センターを中心に発達障害の早

期発見、早期支援をはじめ子育てに係る相談等を子ども・保護者・学校など幅広く

行っておりますが、近年の相談件数の増加に対応するための経費を計上いたしてお

ります。 

 次に91ページからの幼稚園費、小学校費、中学校費ではそれぞれの施設の維持管

理や特色のある学校育成事業などの教育振興に要する経費を見込んでおります。93

ページの小学校費の小学校教育振興費では、新学習指導要領に基づき実施される小

学校５・６年生に対する外国語授業の支援員を配置する経費、各小学校で特別に配

慮・支援を必要とする児童に対する特別支援教育支援員を配置する経費を計上して

おります。 

 また、新たな試みとして小学校教育振興事業、中学校教育振興事業で、児童・生

徒個人の学力分析と全体の指導力の向上を目的に、全国一斉学力調査対象の小学校

６年生、中学校３年生以外の学年においても標準学力調査および生活意識調査の実

施を行うための経費、また、小学校５・６年生において漢字能力の向上を図るため

に漢字検定の実施に要する経費、中学校２年生において英語力の向上を図るために

英語検定の実施に要する経費を計上しております。 

 95ページの学校建設費では、桜谷小学校の大規模改修事業に係る実施設計業務の

経費を計上しております。 

 次に、中学校費では、引き続き中学校の別室登校生徒への対応を図るための職員

の配置や、中学校管理運営事業では、規則正しい生活習慣を身につけることや学習

態度への支援が必要な生徒に重点的な指導を行うため、学習支援員の配置に要する

経費、中学校教育振興事業では、中学校２年生において35人学級を町独自に実施す

るための加配教員の配置に要する経費を計上しております。 

 学校教育施設の修繕・整備改修では、幼稚園費で桜谷幼稚園、必佐幼稚園の遊具
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更新、小学校では日野・西大路・南比都佐・必佐小学校の体育館屋根修繕工事、西

大路・必佐小学校の屋外水泳プールサイド補修工事、各小学校の特別教室への空調

機設置工事等、中学校では音楽教室への空調機設置工事のための改修経費を計上し

ております。 

 次に、社会教育費でございますが、99ページの社会教育総務費では、アドベンチ

ャーキャンプなどの体験型活動事業を実施する青尐年体験活動事業、子ども読書活

動推進事業などが主なものでございます。 

 子ども読書活動推進事業では、平成23年度から小学校図書室の環境整備を図るた

め図書司書の派遣を行っており、図書室の利用、図書の貸し出し冊数も増えるなど、

効果が現れていることから、派遣人数を２名に増やす予定でございます。 

 次に、公民館費でございますが、中央公民館費では、中央公民館事業として町民

大学講座、わたむき検定講座、公民館フォーラム等の開催経費を見込むとともに、

新たに町民大学講座を歴史コースと一般教養コースに分けて、できるだけ多くの町

民の皆さんに学習機会の提供を行えるよう考えております。 

 地区公民館活動事業では、地域住民主体の活動の展開を図るとともに、地域学習・

交流の場として公民館を運営できるように、引き続き所要の経費を計上しておりま

す。 

 また、101ページの子育て学習活動推進事業では、親子ぷれすて事業、子育てサポ

ーター養成講座、子育て学習会を実施するとともに、新たに子育て学習会、企業向

け出前講座、子育てサロン学習講座などを開催し、家庭教育や子育て支援を行って

まいりたいと考えております。 

 次に、民俗資料館費は近江日野商人館の運営管理経費で、文化財保護費は文化財

保存団体への補助経費、103ページの人権教育費はふれあい学習会の開催など人権教

育の推進に要する経費を計上しております。 

 図書館費は、債務負担行為に基づき本議会で財産取得の承認をお願いしておりま

す図書館システム電子計算機器類の取得経費を含む図書館の運営管理に要する経費、

文化振興費においては町民会館の指定管理料を含む管理運営経費や文化協会の活動

経費を計上しております。 

 文化振興事業では、新たに町内の小学生が文化的な活動を通して仲間づくりを図

るための日野町尐年尐女カルチャー教室の開催、施設の設備改修として、わたむき

ホールの空調の効率化を図るため冷温水発生装置省エネ対策工事を行います。 

 105ページの町史編さん費では、町史編さんに係る調査、執筆および「近江日野の

歴史」を毎年１巻発刊するための経費を見込んでおります。平成24年度においては

第３巻「近世編」の発刊を予定しております。 

 次に、体育振興費でございますが、スポーツ振興事業では、大谷公園プールが開
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園30周年を迎えるための記念事業を予定しております。 

 107ページの学校給食費は各学校の給食に要する経費でございます。 

 次の公債費につきましては、平成24年度に償還いたします定期償還元金および定

期償還利子を見込んでおります。 

 次の災害復旧費につきましては、継続事業で実施している災害復旧事業の町道北

脇中在寺線（宮前橋）橋梁災害関連事業などでございます。 

 最後になりますが、110ページからは給与費の明細書など、資料となっております。 

 議案の説明に戻らせていただきまして、冊子６ページ、「第２表 債務負担行為」

につきましては、日野町小規模企業者小口簡易資金貸付事業において債務を負担す

る期間および限度額を設定するものでございます。 

 ７ページの「第３表 地方債」でございますが、緊急防災・減災事業債ほか４件

について限度額などを定めるものでございます。 

 なお、１ページの議案に戻りますが、第４条のとおり、一時借入金の借り入れ最

高額は８億円とし、第５条で歳出予算の流用は地方自治法の規定に基づき定めるも

のでございます。 

 以上、平成24年度日野町一般会計予算の概要を申し上げ、提案説明とさせていた

だきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、特別会計の説明に移らせていただきます。 

 日程第37 議第37号、平成24年度日野町国民健康保険特別会計予算。本案は、平

成24年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億

2,377万8,000円と定めるものでございます。 

 第１表の歳入につきましては、国民健康保険税５億533万9,000円、使用料および

手数料20万1,000円、国庫支出金４億1,821万5,000円、療養給付費等交付金２億1,747

万2,000円、前期高齢者交付金５億1,000万円、県支出金１億741万3,000円、共同事

業交付金１億9,978万2,000円、財産収入３万円、繰入金１億2,263万5,000円、繰越

金4,157万1,000円、諸収入112万円となっております。 

 歳出につきましては、総務費4,125万3,000円、保険給付費14億5,491万円、後期高

齢者支援金等２億7,005万円、前期高齢者納付金等76万3,000円、老人保健拠出金１

万8,000円、介護納付金１億742万9,000円、共同事業拠出金２億1,977万1,000円、保

健事業費2,648万円、公債費10万円、諸支出金200万4,000円、予備費100万円を計上

しております。第２条の一時借入金の借入れの最高額は7,000万円としております。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第38 議第38号、平成24年度日野町簡易水道特別会計予算。本

案は、平成24年度日野町簡易水道特別会計歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
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1,237万4,000円と定めるものでございます。内容につきましては、平子・熊野地区

簡易水道施設の管理運営費と建設費用として借り受けました町債の償還分でござい

ます。 

 第１表の歳入につきましては、使用料および手数料225万円、繰入金1,002万3,000

円、繰越金10万円、諸収入1,000円となっております。歳出につきましては、総務費

13万7,000円、業務費441万7,000円、公債費781万円、予備費１万円を計上しており

ます。 

 なお、第２条の一時借入金の借入れの最高額は300万円としております。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第39 議第39号、平成24年度日野町住宅新築資金等貸付事業特

別会計予算。本案は、平成24年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ53万2,000円と定めるものでございます。 

 第１表の歳入につきましては、県支出金を４万5,000円、財産収入を7,000円、繰

越金３万円、諸収入を45万円計上いたしております。歳出につきましては、住宅新

築資金等貸付事業費を８万2,000円、諸支出金として基金積立金を45万円計上いたし

ております。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、日程第40 議第40号、平成24年度日野町公共下水道事業特別会計予

算。本案は、平成24年度日野町公共下水道事業特別会計歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ８億8,643万7,000円と定めるものでございます。平成24年度におきま

しては、五月台工区の汚水管渠築造工事に着手するとともに、引き続き曙工区、椿

野台工区の工事を進めます。 

 第１表の歳入につきましては、分担金および負担金2,200万円、使用料および手数

料１億9,072万円、国庫支出金１億円、繰入金３億5,930万7,000円、繰越金10万円、

諸収入21万円、町債２億1,410万円となっております。歳出につきましては、下水道

事業費３億5,403万7,000円、公債費５億3,230万円、予備費10万円を計上いたしてお

ります。 

 第２条の地方債につきましては、第２表のとおり、下水道事業債他２件につきま

して限度額を２億1,410万円と定めるものでございます。第３条の一時借入金の借り

入れ最高額につきましては２億円と定めるものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第41 議第41号、平成24年度日野町農業集落排水事業特別会計

予算。本案は、平成24年度日野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２億3,378万3,000円とするものでございます。 

 第１表の歳入につきましては、使用料および手数料4,765万円、県支出金426万円、
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財産収入８万7,000円、繰入金9,123万4,000円、繰越金10万円、諸収入５万2,000円、

町債9,040万円となっております。歳出につきましては、農業集落排水事業費5,588

万9,000円、公債費１億7,779万4,000円、予備費10万円を計上いたしております。 

 第２条の地方債につきましては、第２表のとおり、農業集落排水事業資本費平準

化債他１件につきまして限度額を9,040万円と定めるものでございます。第３条の一

時借入金の借入れの最高額につきましては、１億円と定めるものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、日程第42 議第42号、平成24年度日野町介護老人保健施設特別会計

予算。本案は、平成24年度日野町介護老人保健施設特別会計歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ7,296万7,000円とするものでございます。本年度につきましては、

開所以来17年が経過し、前年度に引き続き、施設や設備の老朽化に対応した改修お

よび更新を計画しております。 

 第１表の歳入につきましては、指定管理者からの公債費相当分の介護給付費収入

として、事業収入6,543万2,000円を見込むとともに、使用料および手数料２万円、

財産収入1,000円、繰入金746万4,000円、繰越金５万円を見込んでおります。歳出に

つきましては、介護老人保健施設費で758万4,000円を、公債費で6,538万3,000円を

計上いたしております。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第43 議第43号、平成24年度日野町介護保険特別会計予算。本

案は、平成24年度日野町介護保険特別会計、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ15億5,097万8,000円、また、介護サービス事業勘定の歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ433万7,000円と定めるものでございます。 

 平成24年度から始まる第５期事業計画は、前期計画の基本理念を引き継ぎ、住み

なれた地域で安心な暮らしの実現に向けて介護予防を重視した事業に取り組み、第

５期事業計画の１年目の計画に基づいた諸事業などを盛り込み、予算編成を行いま

した。 

 保険事業勘定、第１表の歳入につきましては、保険料として65歳以上の第１号被

保険者保険料を２億9,174万8,000円、使用料および手数料、2,000円、保険給付費等

に対する国の負担分としての国庫支出金が３億6,222万円、40歳から64歳までの第２

号被保険者負担金として交付されます支払基金交付金が４億2,344万3,000円、県の

負担分となります県支出金２億2,073万5,000円、財産収入では県の財政安定化基金

等から1,228万5,000円、また繰入金として、一般会計より保険給付費等に対する町

の負担分と介護給付費準備基金からの繰入金２億3,919万1,000円、その他前年度繰

越金100万円、諸収入35万4,000円を見込んでおります。 

 歳出につきましては、要介護認定に伴う費用を含む総務費が4,854万6,000円、介
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護サービス費用の保険給付費を14億4,592万2,000円、介護予防事業などの地域支援

事業費として4,282万4,000円、基金積立金1,228万6,000円、公債費５万円、高額介

護サービス費貸付金等の諸支出金35万円、予備費100万円を計上しております。 

 続きまして、介護サービス事業勘定第１表の歳入でございますが、サービス収入

といたしまして378万9,000円、繰入金で49万8,000円、繰越金５万円を見込んでおり

ます。歳出につきましては、介護予防サービス計画作成に係る経費となります総務

費433万7,000円を計上いたしております。 

 なお、第２条の一時借入金の借り入れの最高額は5,000万円としております。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第44 議第44号、平成24年度日野町後期高齢者医療特別会計予

算。本案は、平成24年度日野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２億1,468万5,000円と定めるものでございます。平成20年４月からス

タートしました後期高齢者医療制度の保険料は、平成24年度と平成25年度を第３期

として、去る２月16日の後期高齢者医療広域連合議会定例会において決定をされま

した。そのことを考慮し、町で行っています後期高齢者医療制度の業務に係る予算

を計上いたしております。 

 第１表の歳入につきましては、後期高齢者医療保険料１億3,600万1,000円、使用

料および手数料1,000円、繰入金7,792万3,000円、繰越金1,000円、諸収入75万9,000

円となっております。歳出につきましては、総務費2,058万5,000円、後期高齢者医

療広域連合納付金１億9,339万8,000円、諸支出金60万2,000円、予備費10万円を計上

しております。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、日程第45 議第45号、平成24年度日野町西山財産区会計予算。本案

は、平成24年度日野町西山財産区会計歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ270

万1,000円と定めるものでございます。 

 第１表の歳入につきましては、財産収入235万円が主なものでございます。歳出に

つきましては、総務費で関係集落に支出いたします補助金245万7,000円が主なもの

でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第46 議第46号、平成24年度日野町水道事業会計予算。本案は、

平成24年度日野町水道事業会計収益的収支の収入予定額を６億2,000万円に、支出予

定額を５億9,238万4,000円とし、資本的収支の収入予定額を１億9,387万6,000円に、

支出予定額を２億9,669万8,000円とするものであり、資本的収支の不足額１億282

万2,000円は過年度分の損益勘定留保資金および当該年分の消費税資本的収支調整

額で補てんするものでございます。 
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 平成24年度の建設改良事業の主なものとしては、椿野台、五月台、そして青葉台

地区の配水管布設工事と公共下水道工事に伴う配水管布設替工事を計画しておりま

す。 

 続きまして、詳細についてご説明申し上げます。 

 予算説明書292ページの収益的収支の収入では、水道料金、消火栓維持管理負担金

などを、支出につきましては県水受水費と企業債の利息、減価償却費、その他維持

管理費を計上いたしております。 

 295ページからの資本的収支につきましては、建設改良費の主なものとして三団地

配水管布設工事と公共下水道工事に伴う配水管布設替工事の曙工区を昨年度に引き

続き取り組みます。また、企業債償還金として元金分を計上いたしております。 

 第５条企業債は第１表のとおり限度額を１億4,140万円と定めるものでございま

す。第６条の一時借入金の借入限度額は2,000万円とさせていただきます。第７条は

議会の議決を経なければ流用できない経費を4,055万4,000円と定めるもので、第８

条では一般会計からの補助金は27万5,000円でございます。また、第９条では、棚卸

資産購入限度額を500万円と定めるものでございます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 ご承認いただきました日程表により、３月２日から３月11日までは、議案熟読の

ため休会とし、３月12日には本会議を開き質疑・一般質問を行いますので、定刻ご

参集をお願いいたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 一同起立をお願いいたします。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １１時１３分－ 


