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第５回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年９月３日（第１日） 

開会  ９時１５分 

散会 １１時３０分 

 

１．出席議員（１３名） 

 １番  村 島 茂 男   ９番  西 澤 正 治 

 ２番  中 西 佳 子  １０番  東  正 幸 

 ３番  齋 藤 光 弘  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 

 ８番  小 林  宏     

 

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 

 ６番  冨 田  幸   ８番  小 林  宏 

 

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（１８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  平 尾 義 明 

 企 画 振 興 課 長  高 橋 正 一  税 務 課 長  山 田 繁 雄 

 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  池 内 俊 宏 

 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  西 川 光 夫  代 表 監 査 委 員  曽 羽 松 司 

 

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５２号 日野町教育委員会委員の任命について 

 〃  ４ 議第５３号 財産の取得について 

 〃  ５ 議第５４号 特別職の職員の給与等に関する条例および日野町教

育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

 〃  ６ 議第５５号 日野町環境審議会条例の一部を改正する条例の制定

について 

 〃  ７ 議第５６号 日野町猟区入猟承認料徴収条例の一部を改正する条

例の制定について 

 〃  ８ 議第５７号 日野町防災会議条例および日野町災害対策本部条例

の一部を改正する条例の制定について 

 〃  ９ 議第５８号 平成２４年度日野町一般会計補正予算（第１号） 

 〃 １０ 議第５９号 平成２４年度日野町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

 〃 １１ 議第６０号 平成２４年度日野町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号） 

 〃 １２ 議第６１号 平成２４年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

１号） 

 〃 １３ 議第６２号 平成２４年度日野町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号） 

 〃 １４ 議第６３号 平成２３年度日野町一般会計歳入歳出決算について 

 〃 １５ 議第６４号 平成２３年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算について 

 〃 １６ 議第６５号 平成２３年度日野町簡易水道特別会計歳入歳出決算

について 

 〃 １７ 議第６６号 平成２３年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算について 

 〃 １８ 議第６７号 平成２３年度日野町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算について 

 〃 １９ 議第６８号 平成２３年度日野町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算について 

 〃 ２０ 議第６９号 平成２３年度日野町介護老人保健施設特別会計歳入



1-3 

歳出決算について 

 〃 ２１ 議第７０号 平成２３年度日野町介護保険特別会計歳入歳出決算

について 

 〃 ２２ 議第７１号 平成２３年度日野町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算について 

 〃 ２３ 議第７２号 平成２３年度日野町西山財産区会計歳入歳出決算に

ついて 

 〃 ２４ 議第７３号 平成２３年度日野町水道事業会計決算について 

 〃 ２５ 報第 ５号 専決処分の報告について 

 〃 ２６ 報第 ６号 継続費の継続年度終了による精算について 

 〃 ２７ 報第 ７号 平成２３年度決算に基づく日野町健全化判断比率の

報告について 

 〃 ２８ 報第 ８号 平成２３年度決算に基づく日野町資金不足比率の報

告について 

 〃 ２９ 報第 ９号 平成２３年度滋賀県市町土地開発公社の事業報告お

よび財務諸表 

 〃 ３０ 報第１０号 平成２４年度滋賀県市町土地開発公社の事業計画お

よび収支予算 
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会議の概要 

－開会 ９時１５分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員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５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。 

 本日、平成24年第５回定例会の開会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げ

ます。 

 議員の皆様方におかれましては、ご壮健にて議員活動にご精励をいただいており

ますことに対し、お喜びを申し上げますとともに敬意を表する次第でございます。

本日、定例会を召集させていただきましたところ、全員のご出席をいただき、まこ

とにありがとうございます。 

 今年の夏も記録的な猛暑となりました。６月には計画停電への対応等も考えてお

りましたが、実施することなく乗り越えられたところでございます。一方、大飯原

発が再稼働されなくても電力需要は賄えたのではないかとの指摘もあるところでご

ざいます。関西電力の発表によりますと、22年度に比べて最大電力は約11パーセン

ト減尐しているということで、国民の節電意識も高まっていると考えられます。９

月も残暑が厳しいようでございます。健康に影響のない範囲で、町民の皆さんへ節

電のご協力をお願いしたいと考えているところでございます。 

 さて、最近では集中豪雨が発生し、全国に大きな被害を及ぼしております。先月

中旪には大津市でも土砂災害が発生をいたしました。９月は防災月間でありまして、

日野町でも土砂災害をはじめ、各種災害の発生に対応できるように取り組むことが

大切と考えております。昨日は、日野町地域防災計画に基づき、南比都佐小学校で

日野町総合防災訓練を実施いたしました。南比都佐地区住民の皆さんをはじめ、消

防団や日赤奉仕団など各種団体のご参加、ご協力により、総勢約400名での訓練とな

り、実りあるものとなりました。大変暑い中でございましたが、ありがたく思って

おります。 

 東日本大震災から１年半が経過しようとしております。被災地での生活の再建は

まだまだ進んでおりません。国の責任において抜本的で迅速な対策を講じるべきだ

と思っているところでございます。 

 さて、国会におきましては、８月29日に野田首相の問責決議が参議院において可
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決されました。問責決議の理由には、８月10日に３党合意によって成立した、社会

保障と税の一体改革の名による消費税増税法案を批判するものであり、消費税増税

に対する国民の世論を反映したものとなっています。問責決議の可決によって、国

会は審議がストップし、赤字国債の発行に必要な特例公債法案などの審議が行われ

ておりません。このため、国の予算執行は抑制され、今後の見通しがつかない状況

になっており、今後の動向を注視することが必要と考えております。 

 さて、来年度の国の予算編成でございますが、８月17日に概算要求基準が閣議決

定され、予算編成事務がスタートいたしました。野田首相のもとで策定された日本

再生戦略に基づく予算編成として、中期財政フレームに定められた歳出の大枠、71

兆円を順守するなどとしています。今後の予算編成の動向を見守りたいと考えてお

ります。 

 さて、前議会から町の方ではいろいろな事業に町民の皆さんとともに取り組んで

まいりました。恒例の「氏郷まつり『夏の陣』2012」は、８月４日、盛大に開催さ

れ、多くの人出でにぎわいました。手づくりの模擬店に行列ができ、盆踊りの輪が

広がり、フィナーレの花火も立派に夜空に咲きました。たくさんの方々に納涼の楽

しいひとときを過ごしていただけたものと思っております。関係者をはじめ、町民

の皆さんのご尽力に改めて感謝を申し上げるところでございます。 

 ８月５日には、滋賀県消防ポンプ操法訓練大会が開催され、日野町の代表として

第３分団南比都佐、必佐の選手がポンプ車の部に出場し、見事３位に入賞をされま

した。選手の皆さんは長期にわたる早朝訓練の成果を発揮し、家族や職場、消防団

員に支えられ、頑張っていただいた結果の賜物だと喜んでおります。 

 ８月６日から８日までの３日間におきましては、韓国恩山中学生使節団11名が日

野町を訪問されました。滞在中は、日野中学生との交流や、姉妹都市提携を結ぶき

っかけとなりました大字小野地区への訪問、交流、ホームステイなど、両国の次代

を担う子どもたちにとって有意義なものになったと思っております。国際親善協会

や大字小野の皆さんをはじめ、関係各位のご支援、ご協力にお礼を申し上げる次第

でございます。 

 ８月17日には町民の皆さんから、長年にわたりご要望いただいておりました、日

野中学校給食室の新築工事の起工式を行いました。子どもたちの健全な育ちを支え、

食育を進めることができる、すばらしい施設としてつくり上げたいと思っておりま

す。地元松尾地区をはじめ、多くの皆さんにご不便をおかけすることとなりますが、

ご理解ご協力を賜り、工事の安全と、無事完成に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 ８月24日には、平成24年度日野町戦没者追悼式を、わたむきホール虹で開催いた

しました。戦後67年を迎え、戦争を体験された方々が年々減尐しておりますが、先
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の戦争の体験を風化させることなく、しっかりと歴史に学び、平和な社会を実現す

るために取り組むことが大切であると考えております。 

 さて、７月から８月にかけて、各地区行政懇談会を開催していただきました。８

月23日の日野地区を最後に７地区すべてで終了をいただき、各地域の課題や生活に

密着した要望等をお聞きするとともに、町の考え方も説明を申し上げる中で、町づ

くりや地域の課題について、意義ある懇談ができたものと考えております。 

 行政懇談会における要望事項等につきましては、内容を精査し、県への要望など

については県に行うとともに、町として精いっぱい取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 また、企業との懇談会を８月24日に開催し、町内の主要企業や事業所の代表の皆

さんにご参加をいただきました。町政報告を行うとともに、意見交換をさせていた

だきました。厳しい現状の中におきまして、それぞれご努力をいただいている状況

をお伺いすることができ、有意義な懇談となったと考えております。 

 さて、９月は敬老月間でございます。５日には敬老訪問を実施いたします。90歳

になられた方と95歳以上の方160名を対象に訪問をさせていただきたいと考えてお

ります。 

 また、各地域においては敬老会の開催を計画いただいているところでございまし

て、ご長寿をお祝い申し上げますとともに、元気でお過ごしいただきたいと思って

おります。 

 今定例会に提案いたします案件は、条例の制定をはじめ、各会計の補正予算案、

平成23年度の各会計決算など、議案22件と報告６件でございます。 

 一般会計補正予算につきましては、後ほど提案説明で概略を説明申し上げますが、

制度改正に伴うもののほか、通学路の交通安全対策や行政懇談会の要望事項等を実

施するため、１億533万円の増額を提案させていただくところでございます。 

 提案案件につきましては、十分なご審議をいただきまして、適切なご採決を賜り

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。よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 暑い時期ですので、上着を外していただいても結構かと思いま

す。 

 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、６番 冨田 幸君、

８番 小林 宏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。 
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 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月25日までの23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、よって、本定例会の会期は、本日から９月

25日までの23日間と決定いたしました。 

 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24年第２回東近江行政組合議会臨時会が、去る７月13日に開会さ

れました。 

 まず、近江八幡市において、組合議員の選挙が行われたことにより副議長の選挙

が行われ、指名推選により近江八幡市の塩田善弥議員が当選されました。 

 付議されました議案は１件で、議案第７号、東近江行政組合火災予防条例の一部

を改正する条例の制定についてであります。改正内容は、対象火気整備等の位置、

構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を

定める省令の一部を改正する省令の公布に伴うもので、近年、電気自動車の普及が

進んでいる中、電気自動車の急速な充電設備が、火災予防条例の対象となるため、

設置する際の位置、構造および管理に関する基準細目を火災予防条例に定めたもの

であります。条例の施行日は平成24年12月１日で、質疑討論なく採決の結果、議員

全員賛成により可決され、閉会となりました。 

 次に、平成24年第２回中部清掃組合議会臨時会が、去る７月30日に開会されまし

た。 

 付議されました議案は２件で、議第６号、専決処分について（平成24年度中部清

掃組合一般会計補正予算（第１号））については、平成24年度指定ごみ袋および資源

回収袋の発注業者であった佐藤化学工業株式会社が倒産されたため、在庫の買い取

り分とその運賃にかかる費用についての専決処分を、質疑討論なく全員賛成で承認

されました。 

 次に、議第７号、管理者の選任については、平成24年７月10日に藤澤直広管理者

が任期満了になったことから、日野町長選挙で再選された藤澤直広日野町長を管理

者として選任することの同意を求められました。人事案件につきましては、質疑討

論は行われず、採決の結果、全員賛成で同意され、閉会となりました。 

 また、去る８月23日には、平成24年第３回中部清掃組合議会定例会が開会され、

議第８号、平成23年度中部清掃組合一般会計歳入歳出決算認定の提案でありました。

管理者の説明後、１名の議員から質疑があり、その後討論なく採決の結果、全員賛

成で認定することと決しました。 
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 その後、一般質問が行われ、２人の議員から、御園産業による不正事件、指定ご

み袋および資源回収袋の発注業者の倒産について、また、リサイクルセンターの建

設について質問が行われました。 

 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を終わります。なお、詳細については、事務局

でご閲覧下さいますよう、お願いいたします。 

 続きまして、議長公務に係る報告をいたします。 

 まず、去る７月19日に開催されました、全国町村議会議長会都道府県会長会にお

いて、役員の補欠選挙が行われ、私、杉浦和人、滋賀県町村議会議長会会長が指名

推選により、全国町村議会議長会の副会長に選任され、同日から就任しております

ことをご報告いたします。 

 次に、去る８月10日、滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合臨時会が開催さ

れました。 

 はじめに副組合長の選挙が行われ、豊郷町の堀常一議長が当選されました。 

 次に、平成23年度滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合一般会計決算の認定

が提案され、全員異議なく原案のとおり認定されました。 

 また同日、滋賀県町村議会議長会の第２回理事会が開催され、平成24年度第36回

議会広報研修会、ならびに平成24年度第53回町議会議員研修会の開催内容について、

さらには、平成25年度の県予算並びに施策に関する要望の取りまとめ方法について

協議をいたしました。 

 次に、平成24年６月１日から平成24年８月31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、お手元へ印刷配付の議員派遣結果一覧表のとおりであ

りますので、ご報告をいたします。 

 また、本日、本定例会開会前に、学校給食問題検討特別委員会が開催され、議員

の辞職に伴い、委員長が欠けていることから、委員長、副委員長の互選が行われた

ことの報告が議長にありました。委員長には中西佳子君、また、副委員長の中西佳

子君が委員長に決定されたことにより、副委員長が欠け、副委員長についても互選

が行われ、副委員長には村島茂男君を決定した旨の報告がありました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 日程第３ 議第52号から日程第24 議第73号まで、日野町教育委員会委員の任命

について、ほか21件を一括議題とし、町長の提案理由の説明を求めます。 

 また、日程第25 報第５号から日程第30 報第10号まで、専決処分の報告につい

て、ほか５件についても、あわせて町長の説明を求めます。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。 

 日程第３ 議第52号、日野町教育委員会委員の任命について。本案は、音羽覚子



1-9 

委員の任期が平成24年９月30日で満了するため、その後任として、横山増雄氏を任

命するため、同意を求めるものでございます。 

 任期につきましては平成24年10月１日から平成28年９月30日までの４年間となり

ます。 

 横山氏は、昭和52年１月から平成24年３月まで日野町役場職員として、35年間勤

務され、在職中は教育委員会部局において文化振興課長、生涯学習課参事を歴任さ

れました。また、日野中学校ＰＴＡ会長、日野高等学校ＰＴＡ副会長も経験され、

日野町の教育、生涯学習とのかかわりの深い方でございます。 

 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４ 議第53号、財産の取得について。本案は、日野町立日野

中学校給食室の新築に伴う厨房設備機器を設置するため、去る８月20日、指名競争

入札を行い、6,825万円をもって株式会社中西製作所京都営業所営業所長吉田満が落

札したので、物品購入契約を締結しようとするものです。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５ 議第54号、特別職の職員の給与等に関する条例および日

野町教育委員会教育長の給与および勤務時間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、町長、副町長および教育長の給与月額について、平成24

年10月１日から平成28年６月30日までの間、減額を行うため、提出するものでござ

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６ 議第55号、日野町環境審議会条例の一部を改正する条例

の制定について。本案は、日野町議会基本条例第15条第４項との整合性を図るため、

町長が委嘱できる審議会委員から町議会議員を削る改正を行お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７ 議第56号、日野町猟区入猟承認料徴収条例の一部を改正

する条例の制定について。本案は、日野町猟区運営審議会の審議を踏まえ、入猟承

認料を引き下げ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８ 議第57号、日野町防災会議条例および日野町災害対策本

部条例の一部を改正する条例の制定について。本案は、災害対策基本法の一部を改

正する法律の制定公布に伴い、防災会議における所掌事務の改正および委員として

任命できる者に自主防災組織を構成する者、または学識経験のある者に関する規定

の追加など、所要の改正をしようとするものでございます。 
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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９ 議第58号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第１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１億533万円を追加し、予算の総額を75億8,133万円とするものでございます。今

回の補正は国県補助金の内示・決定や国の制度改正に伴うもの、通学路の安全対策

や道路橋梁災害復旧工事、公共施設の維持補修に係るものの経費について、所要の

予算措置を講じております。 

 詳細をご説明いたします。お手元の議案書、議第58号、平成24年度日野町一般会

計補正予算（第１号）に添付しております、８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。 

 まず、10ページ、11ページの歳入でございます。地方交付税につきましては。本

年度の普通地方交付税の額の確定に伴い、１億2,015万6,000円を増額補正しようと

するものでございます。 

 また、国庫支出金では、民生費国庫補助金の在宅心身障害児（者）福祉対策費補

助金などの増額補正や、道路橋梁災害関連事業費補助金などの減額補正を計上して

おります。 

 繰入金につきましては、財政調整基金からの繰り入れを全額、３億5,000万円の繰

り戻しを計上しております。繰越金は額の確定に伴い、前年度繰越金を計上するも

のでございます。 

 町債は町道北脇中在寺線宮前橋災害復旧工事に係る公共事業等債（道路橋梁災害

復旧事業）の増額補正でございます。 

 続きまして、歳出についてでございますが、まず、14、15ページからの総務費で

ございます。総務管理費の交通安全対策事業は、行政懇談会等で要望をいただきま

した区画線や防犯灯の補修費用や、通学路の安全確保のためのグリーンベルト設置

に要する経費を増額補正しております。 

 また、民生費の社会福祉費では、障害児地域活動支援事業として、旧桜谷幼稚園

を障がい児学童や障がい児サマースクールの場として利用するための改修経費を計

上しております。同ページの衛生費の保健衛生費でございますが、予防接種事業と

して国の決定により９月から導入されます、不活化ポリオワクチンの接種に要する

経費を計上しております。 

 次の農林水産業費の農業費では、農業総務事務事業として豊田共同作業所および

農機具保管施設に係る改修費を増額補正しております。 

 また、有害鳥獣駆除事業では、箱わなによる鳥獣駆除に対し、新規に報償金を支

出する経費などを計上しております。商工費では、多くのご活用ご利用をいただい

ております住宅リフォーム促進事業について、補助金の増額補正をしております。 
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 また、観光施設管理事業では、まちかど感応館として活用しております、旧正野

薬店の屋根改修工事に必要な経費を計上しております。 

 次のページの土木費、道路橋梁費では、道路維持補修事業で、行政懇談会等にお

ける要望箇所や、先の台風により損傷しました道路の補修などを実施する経費を増

額補正しております。 

 続きまして、教育費では、小学校費の小学校管理運営事業で、必佐小学校グラウ

ンドにあります、屋外便所の改修工事を実施する経費などを計上しております。 

 次のページの教育費、社会教育費では、地区公民館管理事業として、各地区公民

館の修繕経費や、西桜谷公民館の空調設備を改修する経費を増額補正しております。 

 災害復旧費、公共土木施設災害復旧費では、国庫補助道路橋梁災害復旧費（現年）

として、町道北脇中在寺線宮前橋の工事費を増額補正しております。 

 以上で、事項別明細書の説明を終わらせていただき、予算書の説明に戻らせてい

ただきます。 

 第２条の継続費の補正につきましては、４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の災害関連事業のうち、今回の増額補正に伴い継続費を変

更するものでございます。 

 第３条の債務負担行為の補正につきましては、５ページの第３表 債務負担行為

補正のとおり、集団健康診査等業務委託料について、平成25年度の実施に向けて、

本年度中に契約を行う必要があるため、追加するものでございます。 

 第４条の地方債の補正は、６ページの第４表 地方債補正のとおり、公共事業等

債（道路橋梁災害復旧事業）の追加および道路橋梁災害復旧事業債の限度額の変更

でございます。 

 以上、平成24年度一般会計補正予算（第１号）の説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 続きまして、日程第10 議第59号、平成24年度日野町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）について。本案は、日野町国民健康保険特別会計予算の総額に、歳

入歳出それぞれ1,908万4,000円を追加し、予算の総額を21億4,286万2,000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、共同事業交付金を2,637万2,000円減額し、県支出

金86万8,000円、繰越金4,458万8,000円をそれぞれ増額しようとするものです。 

 歳出につきましては、総務費11万2,000円、保健事業費86万8,000円、諸支出金1,810

万4,000円をそれぞれ増額しようとするものでございます。 

 第２条の債務負担行為の補正につきましては、28ページの第２表 債務負担行為

のとおり、集団健康診査等業務委託料について、平成25年度の実施に向けて、本年

度中に契約を行う必要があるため、定めるものでございます。 
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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11 議第60号、平成24年度日野町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）について。本案は、日野町農業集落排水事業特別会計予算の総

額に、歳入歳出それぞれ1,100万円を増額し、予算の総額を２億4,478万3,000円とす

るものでございます。 

 補正の内容は、小野地先における県営砂防工事に伴う、下水道施設の補償工事費

でございます。 

 第１表の歳入につきましては、諸収入で1,100万円を増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1,100万円を増額しようとするもので

す。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第12 議第61号、平成24年度日野町介護保険特別会計補正予算

（第１号）。本案は、日野町介護保険特別会計予算、保険事業勘定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ462万8,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ15億5,560

万6,000円とするものでございます。今回の補正の内容は、前年度に交付された地域

支援事業交付金等の精算に伴う償還金でございます。 

 第１表の歳入では、繰越金を462万8,000円増額し、歳出では、諸支出金を462万

8,000円増額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13 議第62号、平成24年度日野町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）。本案は、日野町後期高齢者医療特別会計予算の総額から、歳入歳

出それぞれ94万3,000円を減額し、予算の総額を２億1,374万2,000円とするものでご

ざいます。 

 補正の主な内容は、後期高齢者医療の電算システム更新に伴う増額補正および後

期高齢者医療広域連合納付金の確定により、減額補正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、繰入金を306万4,000円減額し、繰越金を212万1,000

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560万円増額し、後期高齢者医療広域連合納付金を

654万3,000円減額しようとするものです。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第14から24 議第63から73号、平成23年度日野町一般会計ほか

各特別会計および日野町水道事業会計決算について。本案は、平成23年度日野町一

般会計ほか各特別会計および日野町水道事業会計の歳入歳出決算につきまして、地

方自治法第233条第３項および地方公営企業法第30条第４項の規定により、決算の承
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認をいただきたく上程するものでございます。 

 決算の概要につきましては、会計管理者および企業出納員の上下水道課長より説

明をいたしますので、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 報第５号、専決処分の報告について。本件につきまして

は、地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項につ

いて専決処分したので、同条第２項の規定により報告させていただくものです。 

 専決処分した事項は、工事請負契約の変更についておよび損害賠償の額を定める

ことについての２件でございます。 

 工事請負契約の変更については、株式会社松尾建設代表取締役野田明と工事請負

契約を締結している、町道北脇中在寺線宮前橋橋梁災害関連事業工事（下部工）の

工事内容の変更を行い、請負金額を5,182万4,850円に変更し、平成24年７月30日に

契約を締結したものです。 

 損害賠償の額を定めることについては、平成24年７月５日午前10時30分ころ、日

野町大字大窪1052番地先の駐車場において、町職員の運転する町有普通自動車が駐

車中の相手方普通乗用車に衝突し破損させたことにより、８月14日に示談を成立さ

せ、損害賠償額を定めたものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第26 報第６号、継続費の継続年度終了による精算について。

本件につきましては、平成22年度に継続する事業として議決をいただきました、日

野町役場庁舎設備等改修事業について、平成23年度をもって継続年度が終了しまし

たので、地方自治法施行令第145条第２項の規定に基づき、継続費精算報告書のとお

り報告させていただくものでございます。 

 続きまして、日程第27 報第７号、平成23年度決算に基づく日野町健全化判断比

率の報告について。本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第３条第１項の規定により、平成23年度決算に基づき算定した健全化判断比率に

ついて、監査委員の意見を付して報告するものでございます。 

 まず１つ目に、実質赤字比率に関しましては、一般会計および住宅新築資金等貸

付事業特別会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率でございます。

本町につきましては、実質収支は黒字であり、赤字は生じておりませんので、比率

は該当がございません。なお、本町の早期健全化基準は14.68パーセントでございま

す。 

 次に、２つ目の連結実質赤字比率に関しましては、西山財産区会計を除くすべて

の会計を対象とした実質赤字、または、資金の不足額の標準財政規模に対する比率

でございます。本町につきましては、実質赤字比率と同様に赤字額は生じておりま

せんので、比率は該当がございません。本町の早期健全化基準は、19.68パーセント
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でございます。 

 次は、３つ目の実質公債費比率でございます。この比率は、一般会計等の負担す

る元利償還金、および準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率の

３ヵ年平均でございます。本町は12.7パーセントとなっており、昨年度の比率は14.3

パーセントでございまして、本年度は、1.6ポイント低下しているところでございま

す。なお、早期健全化基準は、25.0パーセントでございます。 

 最後は、４つ目の将来負担比率でございます。この比率は、土地開発公社や損失

補償を行っている第三セクター等に係るものを含め、一般会計等が将来負担すべき

実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率でございます。本町は

91.5パーセントとなっております。昨年度の比率は105.2パーセントでございました

が、本年度は、13.7ポイント低下しているところでございます。なお、早期健全化

基準は350.0パーセントでございます。 

 本町の比率は早期健全化基準を大きく下回っておりますが、今後も適正な財政運

営を行ってまいりたいと考えております。 

 以上、平成23年度決算に基づく日野町健全化判断比率の報告とさせていただきま

す。 

 次に、日程第28 報第８号、平成23年度決算に基づく日野町資金不足比率の報告

について。本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条

第１項の規定により、平成23年度決算に基づき算定した資金不足比率について、監

査委員の意見を付してご報告いたすものでございます。 

 資金不足比率に関しましては、水道事業会計、簡易水道特別会計、公共下水道事

業特別会計および農業集落排水事業特別会計の公営企業会計における資金不足額の、

事業の規模に対する比率でございます。本町につきましては、資金不足を生じた公

営企業はありませんので、比率は該当がございません。 

 以上、平成23年度決算に基づく日野町資金不足比率の報告とさせていただきます。 

 続きまして、日程第29 報第９号、平成23年度滋賀県市町土地開発公社の事業報

告および財務諸表について。本件につきましては、地方自治法第243条の３第２項の

規定により、滋賀県市町土地開発公社の平成23年度事業の経営状況を報告させてい

ただくものでございます。 

 よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、日程第30 報第10号、平成24年度滋賀県市町土地開発公社の事業計

画および収支予算について。本件につきましては、地方自治法第243条の３第２項の

規定により、滋賀県市町土地開発公社の平成24年度事業計画および収支予算ならび

に資金計画を報告させていただくものです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 
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議長（杉浦和人君） 続いて、会計管理者の説明を求めます。会計管理者。 

会計管理者（西川光夫君） ただいま上程されました平成23年度日野町一般会計およ

び各特別会計の決算の内容につきまして、町長から指示がございましたので、私の

方からご説明申し上げます。 

 平成23年度の各会計決算につきましては、去る７月４日から８月10日にかけ、曽

羽監査委員さんと平山監査委員さんにより、慎重なるご審査をいただきましたので、

今回、議会の認定を賜りたく提案をさせていただくものでございます。 

 なお、主要施策の成果ならびに監査意見書につきましては別冊で配付させていた

だいておりますので、あわせてご覧いただきたいと存じます。 

 それでは、日程第14 議第63号、平成23年度日野町一般会計歳入歳出決算につい

て、ご説明申し上げます。 

 まず、平成23年度日野町一般会計・特別会計歳入歳出決算書および決算事項別明

細書131ページ、実質収支に関する調書をご覧いただきたいと思います。 

 歳入歳出予算現額95億3,729万円に対し、歳入総額91億435万4,945円、歳出総額86

億675万9,006円となり、歳入歳出差引額４億9,759万5,939円を翌年度へ繰り越し、

決算を決了いたしました。 

 このうち、９万8,000円は継続費逓次繰越額として、2,699万1,000円は繰越明許費

繰越額として、翌年度へ繰り越すべき財源でございますので、実質収支額は４億

7,050万6,939円となりました。 

 歳入総額につきましては、前年度に比べ７億7,610万8.551円、率にして9.3パーセ

ントの増、歳出総額でも、前年度比７億8,662万1,309円、率にして10.1パーセント

の増となりました。 

 平成23年度においても厳しい財政状況でありましたことから、歳入歳出全般を通

じ、行政経費の節減に努めるとともに、限られた財源の効率的運用等に心がけ、財

政健全化に積極的に取り組んだ結果、財政収支の均衡を保ちながら、子ども手当支

給事業や町道野出山本線道路改良事業、役場庁舎設備等改修工事等を実施すること

ができました。 

 また、国の緊急経済対策として創設された、地域活性化交付金等を活用し、子育

て・教育相談センター改修工事、民俗資料館駐車場整備工事等のインフラ整備に取

り組むことができました。あわせて、将来の財政健全化に向けた支出として、債務

負担行為に係る償還負担金や縁故地方債の繰り上げ償還にも取り組むことができま

した。 

 それでは、事項別明細書によりご説明を申し上げますので、決算書13ページから

の日野町一般会計歳入歳出決算事項別明細書をご覧願います。 

 また、ご説明させていただきます際に申し上げますページは、事項別明細書を見
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開きいただいた右側の数字を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、要点説明とさせていただきますので、ご了承のほど、あわせてお願い申し

上げます。 

 まず、14ページの第１款・町税でございますが、34億2,792万9,212円を収入いた

しました。対前年度比約１億200万円、率にして3.1パーセントの増となりました。 

 そのうち、町民税で約１億1,100万円の増となっています。内訳としましては、個

人町民税はほぼ同額でしたが、法人町民税が約１億1,100万円の増となったものです。 

 これは、一昨年の海外の経済不安による経営悪化から町内主要企業が一定の業績

回復したことが大きな要因と思っております。 

 また、固定資産税では約2,700万円の減となりました。内訳としましては、土地家

屋分は約270万円の増収となったものの、償却資産分が新たな設備投資控えなどによ

り、約2,580万円の減となりました。 

 軽自動車税では約36万円の増、たばこ税は健康志向の高まりもあって売り上げ本

数は減尐していますが、税率改正による増税の影響により約1,740万円の増となりま

した。 

 町税全体の調定額に対する収納率は95.8パーセントでございます。なお、約１億

4,160万円余りが収入未済となっており、今後においても、収納率の向上になお一層

努力してまいりたいと思っております。 

 また、地方税法の規定に基づき、893万2,572円を不納欠損として処理いたしまし

た。 

 第２款・地方譲与税は、9,375万8,114円を収入し、対前年度比約260万円、率にし

て2.7パーセントの減となりました。 

 第３款・利子割交付金は、対前年度比約180万円、率にして18.7パーセント減の809

万円を収入しました。 

 第４款・配当割交付金は、配当割課税の増収に伴い、484万9,000円を収入し、対

前年度比83万7,000円、率にして20.9パーセントの増となりました。 

 次に、16ページの第５款・株式等譲渡所得割交付金は、112万9,000円を収入し、

株式等の取引の減尐に伴い、対前年度比39万円、率にして25.7パーセントの減とな

りました。 

 次に第６款・地方消費税交付金は、１億9,501万6,000円を収入し、対前年度比308

万8,000円、率にして1.6パーセントの減となりました。 

 次の第７款・ゴルフ場利用税交付金は、利用者の減尐が影響し、8,152万1,107円

を収入し、対前年度比約125万円、率にして1.5パーセントの減となりました。 

 次の第８款・自動車取得税交付金は、2,677万9,000円を収入し、対前年度比334

万4,000円、率にして11.1パーセントの減となりました。これは、低公害車や低燃費
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車のエコカー減税の適用期間の継続中ということも影響し、減尐となったものでご

ざいます。 

 第９款・地方特例交付金は、3,627万9,000円を収入し、対前年度比528万4,000円、

率にして12.7パーセントの減となりました。これは、児童手当および子ども手当特

例交付金が減となったことによるものでございます。 

 次に、第10款・地方交付税は、16億8,725万7,000円を収入しました。国において

は、地域主権改革に沿った財源の充実および平成22年度地方財政対策において創設

された地域活性化・雇用等臨時特例費の別枠加算の継続等により、地方交付税総額

が増額確保されました。これらにより、普通交付税では14億8,197万9,000円を収入

し、対前年度比約１億5,600万円、率にして11.8パーセントの増となりました。特別

交付税では、ほぼ前年度と同額の２億527万8,000円を収入しました。なお、臨時財

政対策債を含めますと、約１億1,500万円、率にして5.5パーセントの増となってい

ます。 

 次の第11款・交通安全対策特別交付金は、278万3,000円を収入し、対前年度比２

万2,000円、率にして0.8パーセントの減となりました。 

 次に18ページ、第12款・分担金および負担金は、土地改良事業の受益者負担金や

保育所保育料、学校給食費負担金などが主なもので、１億9,679万62円を収入し、対

前年度比約200万円、率にして1.0パーセントの増となりました。保育所保育料およ

び学校給食費で収入未済額がございますが、町税等と同様、なお一層収納率の向上

に努めてまいります。 

 次に、20ページから22ページをご覧いただきまして、第13款・使用料および手数

料については、町営住宅の使用料、幼稚園保育料などが主なものでございます。使

用料および手数料全体では、対前年度比約300万円、率にして4.0パーセントの減の

7,704万8,343円を収入しました。なお、行政財産目的外使用料と表記してあるもの

については、行政財産使用料条例に基づき徴収したものでございます。町営住宅使

用料および幼稚園保育料についても収入未済額がございますが、収納率の向上に努

めてまいります。 

 次に、22ページからの第14款・国庫支出金でございます。地域活性化きめ細やか

な臨時交付金が約4,700万円減となりましたが、子ども手当支給事業の実施により、

子ども手当交付金が約4,000万円の増の約３億3,700万円、社会資本総合整備交付金

が前年度繰越明許費とあわせて約１億4,500万円増の約１億8,000万円などにより、

国庫支出金全体では８億2,224万7,630円を収入し、対前年度比約１億7,800万円、率

にして27.6パーセントの大幅な増となりました。また、庁舎の空調改修に対して建

築物省エネ改修緊急支援事業補助金を受けられることとなり、3,155万3,000円をあ

わせて収入としています。 
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 次に、26ページからの第15款・県支出金でございます。県支出金につきましては、

参議院選挙・滋賀県知事選挙・国勢調査の委託金が合わせて約3,000万円減額となり

ましたが、急傾斜地崩壊対策事業費補助金や子宮頸がん等ワクチン接種促進事業補

助金の増額などにより、県支出金全体では、６億5,967万3,155円を収入し、対前年

度比約3,900万円、率にして6.3パーセントの増となりました。 

 36ページからの第16款・財産収入は、財産貸付収入や基金利子などの財産運用収

入および財産売払収入で、4,509万4,193円を収入し、対前年度比約168万円、率にし

て3.9パーセントの増となりました。 

 38ページの第17款・寄附金は、１億313万8,605円を収入し、対前年度比約220万円、

率にして2.1パーセントの減となりました。内容は、多くの皆様からいただきました

まちづくり応援寄附金や、企業様等よりいただきました多額の一般寄付金でござい

ます。 

 次の第18款・繰入金では、基金繰入金として対前年度比約１億9,500万円増の２億

3,159万7,000円を収入しました。これは、地方債の繰り上げ償還を行うため減債基

金から約１億8,700万円を繰り入れたことによるものです。また、福祉対策基金、町

営住宅建設整備基金からそれぞれ約1,500万円、まちづくり応援基金から約470万円、

平成22年度に国の地域活性化交付金を受けて基金造成した住民生活に光をそそぐ基

金から758万円を収入しています。 

 40ページの第19款・繰越金は、前年度繰越金および繰越明許による繰越事業費繰

越金で、５億810万8,697円を収入しました。 

 第20款・諸収入全体では、前年度とほぼ同額の１億2,003万4,827円を収入しまし

た。主なものは、42ページの小口簡易資金融資預託金元金収入のほか、総務費雑入

の滋賀県市町村振興協会からの琵琶湖沿岸市町の増加した交付税の２分の１を財源

とする琵琶湖総合保全市町交付金、44ページに移りまして宝くじ基金交付金、また、

民生費雑入の福祉医療費助成事業に伴う高額療養費償還金、48ページに移りまして

教育費雑入の幼稚園預かり保育利用者負担金、町史頒布代などでございます。 

 次に48ページの第21款・町債でございますが、水道事業の緊急時給水拠点確保事

業における五月台配水池整備に対する繰出金となる上水道一般会計出資債、町道野

出山本線道路改良事業等に係る地方道路等整備事業債、勤労福祉会館耐震改修事業

に係る防災対策事業債、町道北脇中在寺線宮前橋の道路橋梁災害復旧事業債等、各

事業の実施に伴うものおよび臨時財政対策債の借り入れでございます。全体で、７

億7,523万2,000円の借り入れとなり、対前年度比1,238万5,000円、率にして1.6パー

セントの減となりました。 

 続きまして、歳出でございます。まず、52ページの第１款・議会費でございます。

１億582万6,083円の支出となり、対前年度比約2,600万円、率にして32.8パーセント
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の大幅な増となりました。これは、平成23年６月に議員年金制度が廃止されたこと

による特別掛金の増によるものでございます。執行率は99.5パーセントです。 

 次に、第２款・総務費です。総務費全体では、12億9,918万6,400円の支出となり、

対前年度比約３億3,300万円、率にして34.5パーセントの増となりました。その主な

要因は、情報管理事業における庁内電子計算機器等の更新および減債基金積立金に

よるものでございます。執行率は97.5パーセントとなっています。 

 財産管理費は56ページから58ページにわたりますが、まず、庁舎等施設管理事業

では、平成22年度からの継続事業である役場庁舎設備等改修事業として、機械室の

新設、熱源機器等空調設備の改修工事等を実施しました。また、国の省エネ改修補

助金により日射調整フィルムの設置などをあわせて行っています。 

 次に、58ページからの企画費では、60ページでございますが、ふるさと納税制度

によりいただいたご寄附を、まちづくり応援基金として積み立てさせていただきま

した。 

 情報管理費では、庁内電子計算機器等更新におけるパソコンおよびサーバを購入

いたしました。自治振興費では、奥之池区の公園整備に対し、コミュニティ助成事

業補助を、中山東区の会議所バリアフリー化改修に自治ハウス整備補助を行いまし

た。 

 62ページに移りまして、交通安全対策費の交通安全施設対策事業では、滋賀県地

域グリーンニューディール基金補助金を活用し、防犯灯のＬＥＤ照明への交換を343

箇所において行い、省エネ・節電を図るほかガードレールの設置工事等を実施しま

した。 

 次に、66ページの選挙費の主なものは、滋賀県議会議員選挙、日野町議会議員選

挙等の執行経費でございます。 

 次に、70ページからの第３款・民生費でございます。民生費全体では、前年度と

ほぼ同額の22億5,999万8,802円を支出しました。執行率は97.8パーセントとなって

います。 

 まず、社会福祉総務費では、社会福祉協議会の運営および活動に対する補助、国

民健康保険特別会計繰出金等が主なものです。 

 次に、72ページに移りまして、老人福祉費では、介護保険の保険給付費上昇に伴

い増加する介護保険特別会計繰出金を支出するとともに、介護施設の安全確保のた

め、県補助金の介護基盤緊急整備事業補助金により、ゆめさとグループホームのス

プリンクラー整備に補助を行いました。 

 また、74ページの後期高齢者医療費では、滋賀県後期高齢者医療広域連合負担金、

後期高齢者医療特別会計繰出金を、障害福祉費では、障害者自立支援事業や障害者

地域生活支援事業を、76ページの福祉医療費給付費では、県単独･町単独福祉医療費
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助成事業を実施しました。 

 次に、児童福祉総務費では、78ページの児童健全育成事業で各学童保育所へ運営

補助を行い、また、保育所費では、保育所あおぞら園において平成22年度の増築工

事に引き続き、駐車場の増設を繰越明許費として行いました。また、80ページでご

ざいますが、わらべ保育園運営事業では、子育て支援センターの運営に対する補助

を実施しました。 

 次に、児童措置費では、子ども手当支給事業を実施し、０歳から中学校終了まで

の子どもを養育する方に手当を支給しました。 

 次に、第４款・衛生費です。衛生費全体では、５億7,010万2,156円の支出で、対

前年度比約8,200万円、率にして12.6パーセントの減となりました。これは、主に水

道事業会計繰出金および八日市布引ライフ組合負担金の減によるものです。執行率

は95.1パーセントとなっています。 

 保健衛生総務費では、82ページでございますが、母子保健事業で妊婦検診の全額

公費負担を、健康増進事業では、がんの早期発見と予防のための事業に取り組みま

した。 

 また、水道事業会計繰出金においては、高料金対策団体から外れたこともあり大

幅に減額となっています。 

 予防費では、84ページのワクチン接種緊急促進事業において、子宮頸がん予防ワ

クチン、ヒブワクチンおよび小児用肺炎球菌ワクチン接種費用の助成を行いました。 

 清掃費では、86ページでございますが、施設整備に係る起債償還終了により、八

日市布引ライフ組合負担金が減額となっています。 

 また、塵芥処理費ではごみ収集事業、中部清掃組合負担金が主なものでございま

す。 

 次に、第５款・労働費は、１億4,853万5,884円の支出となりました。対前年度比

約470万円、率にして3.3パーセントの増となりました。執行率は98.8パーセントで

ございます。主なものとしては、平成21年度から雇用失業対策として創設された交

付金をもとに県に設置された基金の財源を活用し、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を実施いたしました。その結果、緊急雇用創出特

別対策事業では全18事業を実施する中で、新規雇用者143名、うち失業者125名を、

ふるさと雇用再生特別対策事業では、全３事業を実施する中で５名の新規雇用者の

雇用機会の創出を実現できました。なお、両事業とも、平成21年度と比べて事業費

が大幅に増額いたしました。 

 88ページの勤労福祉会館費では、勤労福祉会館の耐震改修工事を実施いたしまし

た。 

 次は、第６款・農林水産業費です。農林水産業費は、６億8,478万7,936円の支出
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となり、対前年度比約１億7,800万円、率にして35.2パーセントの大幅な増となりま

した。これは、日野川流域土地改良償還事業において、県営日野川かんがい排水事

業に係る償還負担金の繰上償還を行ったことや有害鳥獣駆除事業を進めたこと等に

よるものです。執行率は、農業体質強化基盤整備促進事業の繰越明許費の関係で、

71.3パーセントとなっております。 

 農業振興費では、90ページでございますが、特産農産物振興事業において日野菜

集出荷システム確立に向けた補助を、水田農業推進対策事業において国の制度変更

により農業再生協議会への補助を行いました。 

 有害鳥獣駆除事業では、町有害鳥獣被害対策協議会への補助金により、ワイヤー

メッシュ柵の設置を図りました。都市と農村の交流を推進するグリーン・ツーリズ

ム推進事業では、三方よし！近江日野田舎体験推進協議会に補助を行うとともに、

推進協議会による民泊受け入れとして15の小中学校、海外８ヵ国12団体、合計2,394

名の受け入れを行いました。 

 また、農地費では、92ページでございますが、日野川流域土地改良事業償還事業

において、県営かんがい排水事業や県営ため池整備事業の借入金を繰上償還したほ

か、日野川流域土地改良区運営事業負担金、日野川基幹水利施設管理事業負担金、

国営造成施設管理体制整備促進事業補助金、農業集落排水事業特別会計繰出金が主

なものとなっています。 

 94ページからの林業振興費では、日野町森林組合補助、グリム冒険の森の管理運

営経費の支出や、長寿の森奨励事業や里山整備事業に積極的に取り組みました。 

 また、96ページの林業センター費では、林業センターの床等の改修工事を行いま

した。 

 次の第７款・商工費では、前年度とほぼ同額の１億1,565万692円の支出となりま

した。執行率は98.7パーセントです。商工振興費では、商工会運営事業において商

業活性化事業に対して補助を行うとともに、住宅リフォーム促進事業に引き続き取

り組みました。 

 98ページの観光費では、観光協会に対する補助金のほか、観光資源として曳山の

修理や巡行、各種観光イベント実施等に対する補助を行いました。 

 次に、100ページの第８款・土木費です。土木費は、９億6,474万8,496円の支出と

なり、対前年度比約１億3,000万円、率にして、15.5パーセントの大幅な増となりま

した。これは、町道野出山本線道路改良工事等の社会資本整備総合交付金事業の本

格実施等によるものです。執行率は、町道野出山本線および町道豊田中山線歩道設

置事業に伴う繰越明許費の関係で、91.6パーセントとなっています。 

 土木総務費では、102ページでございますが、鎌掛地区および西大路地区において

地籍調査事業を行いました。 
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 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平成22年度からの繰越

明許費および平成23年度事業により、町道野出山本線道路改良工事等を行いました。

また、同事業にて町道豊田中山線歩道設置工事の設計業務を行い、引き続き繰越明

許費として、平成24年度において施工を進めさせていただいているところでござい

ます。町単独道路改良事業では、町道西大路鎌掛線等の測量設計業務や用地買収を

行いました。 

 104ページの急傾斜地崩壊対策事業費では、徳谷地区の工事を施工するとともに県

施工工事に対する負担金を支出しました。都市計画総務費では、町の都市計画の将

来像を明確にするための都市計画マスタープラン策定業務を、前年度に引き続き行

いました。 

 公園費では、平成22年度からの繰越明許費により、大谷公園野球場照明改修工事

を行いました。 

 次に、106ページの第９款・消防費では、３億2,180万7,948円の支出となり、対前

年度比約1,970万円、率にして6.5パーセントの増となりました。執行率は98.4パー

セントです。 

 常備消防費は、東近江行政組合消防負担金、非常備消防費は消防団運営事業でご

ざいます。 

 108ページに移りまして、消防施設費では、消防施設整備事業において小型動力ポ

ンプの購入を１基行いました。また、住宅用火災警報器設置促進事業においては、

住宅火災から住民の生命および財産を守ることを目的として、住宅用火災警報器の

設置に対しての補助金の支出を行いました。 

 災害対策費では、東日本大震災の被災地からの当町への避難者の支援経費を支出

したほか、発電機等の防災対策用備品および飲料水等の備蓄品の購入を行いました。 

 次に、110ページからの第10款・教育費です。教育費全体では、11億8,740万3,851

円の支出となりました。対前年度比約8,300万円、率にして6.5パーセントの減とな

りました。これは、平成22年度において教育施設整備基金積立金として１億5,000

万円積み立てたものが、減となったことによるものです。執行率は、日野中学校給

食施設整備事業の繰越明許費の関係で、74.8パーセントとなっています。 

 まず、教育総務費では、教育相談・子ども支援活動事業として、子育て・教育相

談センターにおいて臨床心理士を配置し、児童・生徒の不登校、発達障害等に関す

る相談活動を行うとともに、すべての小学校に特別支援教育支援員の派遣を行いま

した。また、国の地域活性化交付金事業により子育て･教育相談センターの改修を繰

越明許費で行いました。 

 112ページの幼稚園費では、桜谷幼稚園において県道桜川西中在寺線の拡幅に伴う

敷地整備工事、および国の地域活性化交付金事業により施設の改修を行いました。 
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 次に、小学校費では、小学校管理運営事業で日野小学校および必佐小学校の中庭

改修工事、南比都佐小学校受水槽取替工事等を行いました。 

 また、114ページですが、小学校教育振興費では、西大路･桜谷･必佐の各小学校の

教育用コンピューターシステムの整備等を行いました。 

 116ページからの中学校費においては、日野中学校給食施設整備事業として給食室

設計委託業務等を行い、平成24年度への繰越明許費において建築工事等を進めてい

るところです。 

 次に、社会教育費に移ります。120ページの社会教育総務費の子ども読書活動推進

事業では、小学校への巡回図書を購入するとともに、学校へ派遣する司書を配置し

て読書活動を支援しました。公民館費の地区公民館事業では、各地区公民館におい

て社会教育活動が行われるよう補助金を交付するとともに、地区公民館管理事業で

は、西桜谷公民館多目的ホール棟改修工事や必佐公民館多目的ステージ新設工事等

を行いました。 

 122ページの子育て学習活動推進事業では、就学前の児童と親の居場所づくりとし

て親子ぷれすて、子育て学習会の開催など、家庭教育や子育て支援を行いました。 

 民俗資料館費の民俗資料館運営事業では、近江日野商人館開館30周年記念事業と

して、特別展等を開催しました。また民俗資料館管理事業では、前年度に購入した

駐車場用地について、国の地域活性化交付金を活用し、繰越明許費により整備工事

を実施しました。 

 次に、文化振興費の文化振興事業では、日野町文化振興事業団に対して指定管理

料を支出するとともに、ふれあいホール照明架台新設工事や繰越明許費で大ホール

調光器基盤取替工事を行いました。 

 126ページの町史編さん費では、『近江日野の歴史』第７巻「日野商人編」を発刊

しました。 

 128ページの第11款・公債費では、８億7,837万1,691円を支出し、対前年度比約１

億8,800万円、率にして27.3パーセントの大幅な増となりました。これは、町内の金

融機関と協議を行い、縁故債の繰上償還を約２億円行ったことによるものでござい

ます。執行率は99.9パーセントでございます。 

 次の、第12款・災害復旧費では、7,033万9,067円を支出し、前年度は支出がござ

いませんので皆増となりました。これは、平成23年５月９日から12日にかけて停滞

する前線と台風１号から変わった熱帯性低気圧の影響による大雨により、佐久良川

にかかる町道北脇中在寺線の宮前橋が被災したことに伴う災害復旧工事のほか、村

井北山地区農地災害復旧工事、北畑地区排水路他災害復旧工事、徳谷地区農道災害

復旧工事でございます。なお、宮前橋の道路橋梁災害復旧事業は、継続費として平

成24年度にかけて施行しております。 
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 次の第13款・予備費の支出はございません。 

 134ページからの財産に関する調書は、公有財産、物品、および各基金の現在高に

ついて、23年度中の増減、および23年度末における現在高を掲載いたしております。 

 以上が、平成23年度日野町一般会計歳入歳出決算の概要でございます。 

 よろしくご審議の上、認定賜りますようお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ここで、一般会計の説明を終ったところで、暫時休憩をいたし

ます。特別会計につきましては、休憩後、説明を求めます。10時50分から開会いた

します。 

－休憩 １０時３５分－ 

－再開 １０時５０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。会計管理者。 

会計管理者（西川光夫君） それでは、日程第15 議第64号、平成23年度日野町国民

健康保険特別会計歳入歳出決算について。平成23年度日野町国民健康保険特別会計

は、歳入歳出予算現額20億5,162万8,000円に対し、収入済額20億1,706万9,525円、

支出済額19億3,090万9,690円となり、歳入歳出差引額は8,615万9,835円になりまし

た。 

 また、国民健康保険財政調整基金の年度末残高につきましては、3,008万6,000円

となりました。 

 平成23年度においては、幸いにも、昨年度と比べ、医療費が低かったことなどに

より、基金も含めて一定の繰越金がみられ、安堵したところでございます。 

 歳入につきましては、国民健康保険税は、税の改正を行ったことから、対前年度

5,200万円余り、率にして11.4パーセント増額となったほか、療養給付費等交付金お

よび前期高齢者交付金が大幅な増となった一方で、医療費の減に伴い国庫支出金、

県支出金等は減額となりました。 

 歳出につきましては、進展する高齢化に伴い、後期高齢者支援金および介護納付

金が対前年度10パーセントを超える増加となった一方で、共同事業拠出金等につい

ては減額となりました。 

 今後とも被保険者はもとより、町民全体の健康管理と健康づくりに努めるなど、

国保事業の安定運営と国保財政の健全化を図ってまいりたいと考えます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 日程第16 議第65号、平成23年度日野町簡易水道特別会計歳入歳出決算について。

平成23年度日野町簡易水道特別会計は、歳入歳出予算現額2,210万4,000円に対し、

収入済額2,044万4,084円、支出済額2,036万154円となり、歳入歳出差引額は８万

3,930円でございます。給水収益は、前年度とほぼ同額となっています。また、給水
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人口は83人、年間給水量は8,949立方メートルでありました。 

 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66号、平成23年度日野町住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算について。平成23年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計

は、歳入歳出予算現額197万5,000円に対し、収入済額235万2,884円、支出済額189

万8,434円となり、歳入歳出差引額は45万4,450円になりました。 

 貸付償還金については、借受人より毎月納入いただいており、平成23年度中の収

入額は196万7,500円でございます。 

 収入未済額につきましては、個別の対応により、収納率の向上に努めているとこ

ろでございます。 

 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18 議第67号、平成23年度日野町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算について。平成23年度日野町公共下水道事業特別会計は、歳入歳出予算

現額10億1,089万7,000円に対し、収入済額９億9,331万5,788円、支出済額９億9,288

万649円となり、歳入歳出差引額は43万5,139円になりました。 

 平成23年度では、曙・椿野台・湖南サンライズで管渠工事を、また第２工業団地・

小井口・松尾・曙で舗装工事を実施しました。曙・椿野台では、平成24年６月１日

より一部供用を開始しております。 

 歳入では、公共下水道受益者負担金が2,264万7,110円となりました。下水道使用

料は、１億8,467万8,850円で、前年度に比べ310万6,550円の増額となっております。 

 下水道事業費補助金は、国庫補助金１億5,540万円でございます。 

 一般会計繰入金は３億1,999万6,000円、繰越金は38万9,554円、町債は２億7,840

万円となっております。 

 次に、歳出のうち下水道事業費の主なものは、管渠・舗装工事でございます。下

水道管理費は、下水道施設などの維持管理費および流域下水道への負担金でござい

ます。公債費は、公共下水道事業および流域下水道事業に対する償還金でございま

す。 

 なお、平成23年度末の下水道整備区域内における水洗化人口は１万1,807人となり、

前年度に比べて722人増加しております。 

 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19 議第68号、平成23年度日野町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算について。平成23年度日野町農業集落排水事業特別会計は、歳入歳出

予算現額１億8,167万円に対し、収入済額１億8,204万7,971円、支出済額１億8,021

万3,738円となり、歳入歳出差引額は183万4,233円になりました。歳入のうち、使用

料につきましては4,884万3,500円となりました。これは、各処理施設の維持管理費
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として徴収したものでございます。 

 次に、歳出のうち農業集落排水処理管理費は5,430万7,095円となりました。これ

は、９地区の処理施設などにおける維持管理費でございます。 

 なお、平成23年度末における９地区の供用率は96.4パーセントに達しております。 

 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20 議第69号、平成23年度日野町介護老人保健施設特別会計

歳入歳出決算について。平成23年度日野町介護老人保健施設特別会計は、歳入歳出

予算現額7,053万9,000円に対し、収入済額7,052万7,535円、支出済額7,048万1,970

円となり、歳入歳出差引額は４万5,565円となりました。介護老人保健施設リスタあ

すなろは、在宅復帰を目的とした、在宅介護を支援する施設として、利用者の能力

に応じてきめ細かなサービスの提供と、健全な運営を図るよう指定管理者制度を導

入して６年が経過しました。 

 平成23年度歳入歳出決算は、前年度同様に公債費の償還が主なものでございます。

歳入内訳としましては、事業収入6,542万488円で、指定管理者からの公債費相当分

の介護給付費収入が主なものとなっております。使用料および手数料は２万520円、

財産収入が19円、繰入金が503万6,000円、繰越金が５万508円となっております。 

 また、歳出につきましては、介護老人保健施設費が509万9,482円、公債費は、前

年度と同じ6,538万2,488円でございます。今後も、介護保険制度の趣旨に基づいて、

利用者やその家族から信頼され、町民皆さんに期待される施設となるよう指定管理

者とともに努力してまいりたいと思っております。 

 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70号、平成23年度日野町介護保険特別会計歳入歳出

決算について。平成23年度日野町介護保険特別会計は、保険事業勘定の歳入歳出予

算現額15億1,950万8,000円に対し、収入済額15億1,110万7,020円、支出済額14億

9,729万7,656円となり、歳入歳出差引額は1,380万9,364円となりました。本年度は

第４期事業計画の最終年度として、計画に基づいて介護予防を含む諸事業を展開し

たところです。 

 まず歳入でございますが、第１号被保険者保険料をはじめ、国庫支出金、支払基

金交付金、県支出金は、それぞれ介護給付費の支出に対する負担分でございます。

繰入金につきましては、介護給付費に対する町の法定負担分および人件費、事務費

を一般会計からの収入、また介護給付費準備基金からの収入でございます。 

 歳出につきましては、保険給付費が主なものでございます。 

 平成23年度は在宅サービスの訪問介護、通所介護、通所リハビリテーションの利

用者が増加したこと、地域密着型サービスの利用者がそれぞれ定着したこと、また

特別養護老人ホームへの入所者が増加したことにより、介護サービス等諸費が前年
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度を上回りました。さらに、高額介護サービス等費、特定入所者介護サービス費に

ついても、施設サービス利用者の増加とともに給付費が伸び、保険給付費全体では

対前年度比5.3パーセント、額にして約7,000万円の伸びとなりました。 

 地域支援事業費では、要介護・要支援状態にならないように、介護予防事業の実

施、および介護が必要となった場合でも、できる限り地域で生活できるよう支援す

るためのサービスの提供、また地域包括支援センターでは、高齢者の生活や権利、

虐待等の相談を実施しました。 

 続きまして、介護サービス事業勘定でございますが、歳入歳出予算現額802万8,000

円に対し、収入済額772万4,835円、支出済額734万6,706円となり、歳入歳出差引額

は37万8,129円となりました。これは、介護予防サービス等を受ける要支援者に対し、

地域包括支援センターが介護予防サービス計画を作成し、計画に基づいたサービス

提供が図れるよう事業者等との連絡調整を行うための経費でございます。 

 以上でございますが、今後も第５期介護保険事業計画に基づいて、制度の円滑な

運営に努め、介護が必要な状態になっても、できる限り住みなれた地域で暮らせる

よう支援してまいりたいと存じます。 

 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71号、平成23年度日野町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算について。平成23年度日野町後期高齢者医療特別会計は、歳入歳出予算

現額１億9,295万3,000円に対し、収入済額１億9,058万6,430円、支出済額１億8,846

万4,428円となり、歳入歳出差引額は212万2,002円となりました。歳入につきまして

は、後期高齢者医療保険料をはじめ、一般会計からの保険料軽減分および事務費分

の繰入金が主なものです。歳出につきましては、歳入しました保険料および基盤安

定繰入金相当額を運営主体でございます滋賀県後期高齢者医療広域連合へ納付した

額と、事務に係る費用が主なものです。 

 今後も運営主体である滋賀県後期高齢者医療広域連合と連携を図りつつ、高齢者

の皆様にとって安心できる医療制度の確保と健全な財政運営に努めてまいりたいと

存じます。 

 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23 議第72号、平成23年度日野町西山財産区会計歳入歳出決

算について。平成23年度日野町西山財産区会計は、歳入歳出予算現額255万2,000円

に対し、収入済額271万5,405円、支出済額234万6,117円となり、歳入歳出差引額は

36万9,288円となりました。 

 歳入につきましては、財産の貸付収入および基金利子ならびに前年度繰越金が主

なものでございます。 

 歳出につきましては、関係集落への補助金が主なものでございます。 
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 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 以上で、平成23年度日野町一般会計および特別会計の決算の説明とさせていただ

きます。 

議長（杉浦和人君） 引き続いて、企業出納員の上下水道課長から説明を求めます。

上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） ただいま上程されました、日程第24 議第73号、平成

23年度日野町水道事業会計決算につきまして、町長より指示がありましたので、ご

説明申し上げます。 

 お手元に配付させていただきました、別冊の平成23年度日野町水道事業会計決算

書をご覧いただきたいと存じます。 

 それでは、１ページからの収益的収入および支出の収入の部でございますが、第

１款・水道事業収益は、予算額６億2,444万7,000円に対して、決算額６億2,900万

6,673円となりました。決算額の対前年度比は、３パーセントの減となりました。こ

のことは主に、高料金対策補助の対象でなくなったことから、補助金収入が得られ

なかったことによるものでございます。 

 次に、支出の部でございますが、第１款・水道事業費用は、予算額６億360万4,000

円に対して、決算額５億6,573万5,158円となりました。決算額の対前年度比は、７

パーセントの減となりました。このことは主に、県水の受水単価の値下げにより受

水費が減尐したことによるものでございます。 

 主な支出は、滋賀県湖南用水供給事業への受水費の支払いのほか、有形固定資産

の減価償却費、企業債利息の支払いおよび施設維持管理費などでございます。 

 続きまして、３ページからの資本的収入および支出でありますが、この会計では

公共下水道工事に伴います支障配水管の布設替工事、老朽に伴う水道設備機器の更

新および配水施設の新設改良を行っているところでございます。 

 収入の部の第１款・資本的収入は、予算額１億8,041万5,000円に対して、決算額

１億5,445万450円となり、決算額の対前年度比は、37.6パーセントの減となったと

ころです。このことは主に、ライフライン機能強化等事業、および公共下水道事業

に伴う配水管布設替事業の減により、国庫補助金、出資金、企業債、工事負担金が

減額となったことによるものです。 

 次に、支出の部でございますが、第１款・資本的支出は、予算額３億5,631万9,000

円に対して、決算額３億883万1,893円となり、決算額の対前年度比は、16.3パーセ

ントの減となりました。この主な要因も、先の収入の部でご説明させていただきま

したように、ライフライン機能強化等事業と公共下水道事業に伴う配水管布設替工

事の減によるものでございます。 

 この結果、欄外に記載させていただいておりますとおり、資本的収入額が資本的
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支出額に対して１億5,438万1,443円の財源不足となりましたので、過年度分損益勘

定留保資金と当該年度消費税および地方消費税資本的収支調整額で補てんいたしま

した。補てん財源の詳細につきましては、19ページのとおりでございます。 

 次に、５ページからの損益計算書をご説明申し上げます。さきにご説明申し上げ

ました決算報告につきましては、消費税および地方消費税を含めた金額となってお

りますが、これから申し上げます各財務諸表につきましては、地方公営企業取り扱

いの自治省通達によりまして、消費税および地方消費税を含めない金額となってお

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、１の営業収益でございますが、これは給水収益、受託工事収益とその

他営業収益で５億9,657万496円となりました。給水収益については、前年度と比較

して、金額で660万4,297円の減となりました。２の営業費用は、施設の維持管理費

のほか、減価償却費、資産減耗費などの支払いで５億2,547万5,213円となりました。 

 その結果、営業利益は7,109万5,283円となりました。 

 ３の営業外収益は、受取利息および配当金、一般会計からの補助金と雑収益で293

万7,215円となり、４の営業外費用は、企業債償還利息などで2,134万5,804円となり

ました。 

 その結果、営業外収支では、1,840万8,589円の赤字となりました。 

 当年度純利益は、5,268万6,694円となり、前年度繰越欠損金３億6,414万7,616円

と差し引きし、当年度未処理欠損金は３億1,146万922円となったところでございま

す。 

 続きまして、６ページからは剰余金計算書でございます。 

 利益剰余金の部につきましては、減債積立金および建設改良積立金とも残額はご

ざいません。 

 ３の欠損金では、（２）の繰越欠損金年度末残高３億6,414万7,616円に（３）の当

年度純利益5,268万6,694円を差し引きし、当年度未処理欠損金は３億1,146万922円

となりました。 

 次に、資本剰余金の部でございますが、１の国庫補助金は、ライフライン機能強

化等事業で1,910万1,000円を受け入れしております。３の工事負担金では、下水道

事業に伴う補償負担金などで3,161万5,595円を受け入れております。 

 その結果、翌年度繰越資本剰余金は、28億1,350万7,402円となりました。 

 ７ページの欠損金処理計算書（案）では、当年度未処理欠損金３億1,146万922円

を翌年度へ繰り越しするものでございます。 

 ８ページからの貸借対照表でございますが、まず、資産の部では、１の固定資産

合計は34億8,881万9,320円となっております。 

 ２の流動資産合計は７億6,336万9,891円となり、資産合計は42億5,218万9,211円
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となりました。 

 ９ページの負債の部につきましては、３の固定負債と４の流動負債を合わせて、

負債合計２億4,854万4,182円となりました。 

 資本の部では、５の資本金は、自己資本金と企業債未償還残高の借入資本金を合

わせて、資本金合計15億159万8,549円となりました。６の剰余金は、資本剰余金と

利益剰余金を合わせて、剰余金合計25億204万6,480円となり、資本金と剰余金を合

わせた資本合計は40億364万5,029円となりました。負債資本の合計は、42億5,218

万9,211円となり、８ページの資産合計と合致しているところでございます。 

 10ページ以降につきましては、附属書類として事業報告ならびに会計決算明細書

などを掲載させていただいております。 

 以上、平成23年度日野町水道事業会計決算書の説明とさせていただきます。 

 ご審議のほど、どうかよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 以上で、提案理由の説明および報告の説明は終わります。 

 次に、平成23年度日野町一般会計、各特別会計、西山財産区会計歳入歳出決算、

水道事業会計決算および日野町健全化判断比率ならびに日野町資金不足比率につい

て、監査委員より決算審査の報告を求めます。代表監査委員 曽羽松司君。 

代表監査委員（曽羽松司君） 議長のお許しをいただきましたので、平成23年度の日

野町各会計別決算審査の結果、その概要および意見を、監査委員を代表いたしまし

て、私の方から申し述べさせていただきます。 

 地方自治法第233条第２項、地方公営企業法第30条第２項ならびに地方公共団体の

財政の健全化に関する法律第３条第１項および第22条第１項の規定により、町長か

ら審査に付されました、平成23年度日野町一般会計歳入歳出決算および特別会計（日

野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算ほか８件）と、日野町水道事業会計決算の

11会計の決算審査を、去る７月４日、６日、９日、17日、18日、24日、８月10日の

７日間にわたりまして、平山監査委員と実施いたしました。 

 一般会計および各特別会計の歳入歳出決算書、ならびに事項別明細書、実質収支

に関する調書、財産に関する調書、各基金の運用状況を示す書類および水道事業会

計決算書が、地方自治法ならびに地方公営企業法等の関係法令に準拠して作成され

ているか。また、計数に誤りがないかなどを検証するために、担当職員から説明を

求め、諸帳簿および諸書類との照合など通常実施すべき審査を行い、予算が適正か

つ効率的に執行されていたか、事務事業が経済的かつ効果的に執行されていたかな

どを主眼に考察いたしました。 

 また、平成20年４月に施行されました地方公共団体の財政の健全化に関する法律

により、健全化判断比率、公営企業の資金不足比率の審査も行ないました。 

 その結果、平成23年度一般会計、各特別会計歳入歳出決算および水道事業会計決
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算について、関係諸帳簿をはじめ、審査のために提出された決算関係資料と照合し

た結果、すべての決算について誤りのないことを確認いたしました。 

 各会計別数値、その他前年度比較および審査意見等詳細につきましては、お手元

の別冊、日野町各会計決算審査意見書にまとめたとおりでありますので、ご高覧を

いただきたいと存じます。 

 ここで審査を終わっての概要を簡単に申し上げます。 

 一般会計における歳入面では、一部の企業において業績が回復したことにより、

法人町民税が前年度と比較すると約１億1,200万円、率にして33.2パーセントの増収

となり、町税全体では前年度を約１億200万円上回ることになりました。 

 また、臨時財政対策債を含む普通地方交付税においても、基準財政需要額におけ

る単位費用の一部において増額になったことなどにより、前年度と比較すると約１

億1,500万円、率にして６パーセントの増額となりました。 

 さらに、社会資本整備総合交付金事業の実施に伴う国庫支出金の増額や減債基金

の取り崩しなどにより、歳入総額は、前年度と比較すると約７億7,600万円、率にし

て9.3パーセントの91億435万4,945円と大きな額となりました。 

 一方、歳出面においては、通常の行政施策に加え、役場庁舎設備等改修工事、子

ども手当支給事業、ワクチン接種緊急促進事業、緊急雇用創出特別対策事業、鳥獣

害防止総合対策事業、町道野出山本線道路改良工事および歩道新設工事、小学校の

教育用コンピューターシステムの整備事業、また大雨により被災した町道北脇中在

寺線宮前橋の災害復旧工事など、各方面にわたり住民の要望に答えるべく執行努力

があったところであります。 

 「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」を将来像

に掲げた第５次日野町総合計画のスタート年でありましたが、重点施策を設定し、

限られた財源の重点的、効率的な配分を行うなど財政運営の健全化に取り組まれた

ところであります。 

 今後も、厳しい財政状況が予測されますが、ますます多様化する住民の要求に適

切に対応するため、一層の英知と努力により、行政サービスの維持、住民福祉の向

上に資せられんことを期待するものであります。 

 国民健康保険特別会計では、保険給付費が前年度と比較すると約6,100万円、率に

して4.5パーセントの減となったことから、単年度収支額は3,543万8,984円の黒字と

なりました。 

 歳出の７割を占める保険給付費の動向が国民健康保険特別会計に大きく影響する

ことから、国保財政の基盤強化や医療制度改善について、今後も引き続き国等へ要

望活動を行うとともに、町民に対しては健康づくりへの意識啓発をお願いするもの

であります。 
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 次に、水道事業会計においては、県水の受水費が基本料金単価の引き下げにより、

前年度と比較して約3,800万円、率にして12.3パーセントの減額になったことや給水

区域の３団地拡張による水道加入金の増収などにより、5,268万6,694円の経常利益

となりました。 

 昨年度に引き続いて経常利益を得られたところであるが、引き続き健全な事業運

営が求められるところであります。 

 ここで、未収金対策について述べます。 

 町税等の未納額解消にむけて、納付督励や滞納処分を強化し、差し押さえ処分が

行われるなど滞納額の圧縮に努められているものの、一般会計および各特別会計な

らびに水道事業会計を合わせた平成23年度末の収入未済額は約３億5,000万円にな

ります。横断的な組織を立ち上げ、より強力な収納対策を研究されているところで

ありますが、町税をはじめ公共料金等については、住民負担の公平性の確保を重視

し、なお一層の取り組みをされることを強く願うものであります。 

 財政健全化判断比率、公営企業資金不足比率については、基準値と比較し、いず

れの比率も問題はありませんでした。 

 最後になりましたが、各種事業の実施にあたっては、計画段階から費用対効果を

十分に勘案したものとなるよう、今後とも健全な財政運営をお願いするものであり

ます。 

 以上、平成23年度の決算審査の報告とします。 

 平成24年９月３日、監査委員 曽羽松司、平山敏夫。 

議長（杉浦和人君） 監査委員の決算審査報告を終わります。 

 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、明９月４日から９月12日までは、議案熟読

のため休会とし、９月13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。ご苦労さまでございます。 

 一同起立。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３０分－ 


