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第２回日野町議会定例会会議録 

 

平成２５年３月４日（第１日） 

開会  ９時００分 

散会 １１時１４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 

 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  平 尾 義 明 

 企 画 振 興 課 長  高 橋 正 一  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 

 税 務 課 参 事  西 澤 雅 裕     

 

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 ４号 滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変

更について 

 〃  ４ 議第 ５号 滋賀県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体および規約の変更について 

 〃  ５ 議第 ６号 町有財産の譲与について 

 〃  ６ 議第 ７号 町有財産の処分について 

 〃  ７ 議第 ８号 日野町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関

する基準を定める条例の制定について 

 〃  ８ 議第 ９号 日野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

および運営に関する基準を定める条例の制定につい

て 

 〃  ９ 議第１０号 日野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の制定について 

 〃 １０ 議第１１号 日野町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定に

ついて 

 〃 １１ 議第１２号 日野町道路構造に関する技術的基準を定める条例の

制定について 

 〃 １２ 議第１３号 日野町道路標識に関する寸法を定める条例の制定に

ついて 

 〃 １３ 議第１４号 日野町高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必

要な道路の構造等に関する基準を定める条例の制定

について 

 〃 １４ 議第１５号 日野町準用河川に係る河川管理施設等の構造に関す

る技術的基準を定める条例の制定について 

 〃 １５ 議第１６号 日野町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の

制定について 

 〃 １６ 議第１７号 日野町都市公園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 〃 １７ 議第１８号 日野町介護老人保健施設設置条例を廃止する条例の

制定について 
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 〃 １８ 議第１９号 平成２４年度日野町一般会計補正予算（第４号） 

 〃 １９ 議第２０号 平成２４年度日野町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号） 

 〃 ２０ 議第２１号 平成２４年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第

１号） 

 〃 ２１ 議第２２号 平成２４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１号） 

 〃 ２２ 議第２３号 平成２４年度日野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号） 

 〃 ２３ 議第２４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３号） 

 〃 ２４ 議第２５号 平成２４年度日野町介護老人保健施設特別会計補正

予算（第１号） 

 〃 ２５ 議第２６号 平成２４年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

３号） 

 〃 ２６ 議第２７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２号） 

 〃 ２７ 議第２８号 平成２４年度日野町水道事業会計補正予算（第２号） 

 〃 ２８ 議第２９号 平成２５年度日野町一般会計予算 

 〃 ２９ 議第３０号 平成２５年度日野町国民健康保険特別会計予算 

 〃 ３０ 議第３１号 平成２５年度日野町簡易水道特別会計予算 

 〃 ３１ 議第３２号 平成２５年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算 

 〃 ３２ 議第３３号 平成２５年度日野町公共下水道事業特別会計予算 

 〃 ３３ 議第３４号 平成２５年度日野町農業集落排水事業特別会計予算 

 〃 ３４ 議第３５号 平成２５年度日野町介護老人保健施設特別会計予算 

 〃 ３５ 議第３６号 平成２５年度日野町介護保険特別会計予算 

 〃 ３６ 議第３７号 平成２５年度日野町後期高齢者医療特別会計予算 

 〃 ３７ 議第３８号 平成２５年度日野町西山財産区会計予算 

 〃 ３８ 議第３９号 平成２５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。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25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） 議員の皆さん、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25年第２回定例会に議員全員のご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。

議員の皆様方におかれましては、日々ご壮健にて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。三寒四温と申しますが、今年は

よく雪が降りました。東北をはじめ各地で大雪に見舞われております。そうした中

で悲しい事故も生じているところでございます。日野町では積雪は尐なかったもの

の、寒さが続いておりますが、ようやく春の気配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て

おり、200ヵ所以上の民家や商店などにおひな様が飾られるとともに、さまざまなイ

ベントが実施をされております。昨日も、本通りを多くの皆さんが散策をし、一日

を楽しんでおられました。年々工夫を重ねられ、開催していただいている関係者の

皆さんのご努力に心より感謝を申し上げます。 

 また、３月は卒業の季節でございます。１日には日野高校をはじめ県内の高等学

校で卒業式が行われました。日野中学校は12日に195名の生徒が卒業いたします。各

小学校では19日に213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、町のうれしいニュースでございますが、伊藤みきさんがワールドカップ福

島猪苗代大会のモーグルで初優勝されました。１年後のソチオリンピックを目前に

着々と仕上げをされていることを頼もしく思うとともに、オリンピックでの活躍を

期待したいと思います。間もなく、３度目の３．11がめぐってまいります。国の補

正予算が成立し、当初予算も過去最大と言われておりますが、真の東北復興と国民

の暮らしの改善につながらなければなりません。３．11の苦難をしっかりと胸に刻

みつつ、自然と共有し、人のきずなが大切にされる温か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。 

 先日の国会では安倍首相が施政方針演説を行われました。注目をされております
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ＴＰＰ問題で踏み込んだ発言がされています。６つの項目がクリアされなければＴ

ＰＰ交渉には参加しないと言っていたにもかかわらず、聖域なき関税撤廃ではない

かのような確認をしたということで、ＴＰＰ交渉参加に向けた表明があったところ

でございます。あわせて原発についても安全が確認されないまま再稼働の発言もご

ざいました。また、大変気になるのは憲法の改正にまで踏み込もうとしていること

であります。これまでの戦後の恒久平和、民主主義が覆されてはならないと思いま

す。経済の状況は円安株高で上がりが見えてきた、このように言われておりますが、

一方で円安に伴って石油製品や食料品などの値上げにつながり、暮らしが大変にな

っていることも見逃すことはできないところであります。施政方針演説では、世界

で一番企業が活躍しやすい国にするということが言われておりましたが、世界で一

番国民が暮らしやすい国にすることが真の政治の目的ではないかとこのようにも思

うところでございます。国では平成24年度の補正予算が成立いたしました。総額13

兆円、経済対策については10兆円規模でありますが、多くを建設国債に依存してい

ることも事実であります。町としては将来にわたって必要な事業について活用をし

てまいりたいと考えております。 

 そうした中で、町の補正予算は国の補正予算に対応した農業基盤整備促進事業や

社会資本整備総合交付金事業のほか、国の特定地域再生事業費補助金を受けて、近

江日野商人の旧家の取得および整備費などを計上いたしたところでございます。ま

た、桜谷小学校大規模改修やすべての小学校にエアコン設置をすることなども、国

の補正予算を受け、追加提案を後日させていただくこととしております。当初予算

は84億4,000万円となりましたが、前年度当初９億6,400万円の増でございます。具

体的な中身といたしましては、保育所こばと園整備事業、太陽光発電システム設置

補助事業などの新規事業のほか、町道改良や獣害対策、田舎体験、住宅リフォーム

促進事業など、継続的な事業を行うとともに、リスタあすなろを医療法人社団昴会

への資産譲渡をすることに伴う経費などを計上いたしたところでございます。 

 本定例会には町有財産の譲与、処分をはじめ、条例の制定、平成24年度補正予算、

平成25年度予算など、議案36件を提案させていただいております。各議案につきま

して、十分なご審議をいただき、適切なるご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118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。 
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 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） ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から

３月26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。 

 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。 

 まず、東近江行政組合議会につきまして報告を行います。平成24年第４回定例会

が、昨年12月27日に開会されました。愛知郡広域行政組合消防本部との広域化に伴

い、議員定数が18名となり、閉会中に東近江市ならびに愛荘町において組合議員の

選挙が行われました。はじめに議席の指定が行われ、その後４件の議案が上程され

ました。議案第18号、東近江行政組合消防庁舎整備基金条例の制定については、愛

知郡広域行政組合消防本部の広域化により、東近江市から消防庁舎の建てかえおよ

び消防救急デジタル無線施設等の整備に要する費用の財源として、２億円の特別負

担金が支出されることに伴い、これを有効に利用できることを目的とした基金条例

を制定いたしたのであります。 

 議案第19号、平成24年度東近江行政組合一般会計補正予算（第２号）ならびに議

案第20号、東近江行政組合監査委員の選任に関する同意を求めることについては、

東近江市選出の寺村義和議員の辞職に伴い、東近江市選出の川並義一議員の選任同

意が求められ、いずれの議案も質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成で可決、同

意いたしました。 

 また、公平委員の辞任に伴い追加提案があり、議案第21号、東近江行政組合公平

委員に関する同意を求めることについては、竜王町の久野澄子氏の選任同意が求め

られ、質疑なく、全員賛成で同意されました。 

 次に、平成25年第１回定例会が、去る３月１日に開催されました。付議されまし

た議案は、議案第１号、平成24年度東近江行政組合一般会計補正予算（第３号）、

議案第２号、平成24年度東近江行政組合救急医療特別会計補正予算（第１号）、議

案第３号、平成25年度東近江行政組合一般会計予算、議案第４号、平成25年度東近

江行政組合救急医療特別会計予算、議案第５号、東近江行政組合地域医療支援セン

ターの設置等に関する条例の制定について、議案第６号、東近江行政組合休日急患

診療所の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第７号、

東近江行政組合職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第８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
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する条例の一部を改正する条例の制定について、以上８議案が一括して提案され、

議案ごとに審査がされました。議案第７号を除いた７議案については質疑、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。 

 議案第７号、東近江行政組合職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、１名の議員から反対討論があり、採決の結果、賛成多数で可決

されました。 

 続いて、一般質問に入り、２名の議員から広域における諸問題と沖島の救急対応

および体制について質問がありました。 

 次に、追加日程がありました。議案第９号、東近江行政組合監査委員の選任に関

する同意を求めることについて提案がありました。東近江市選出の川並義一議員か

らの辞職の申し出に伴い、その後任として日野町選出の對中芳喜議員が選任同意を

求められ、質疑なく、全員賛成で同意されました。 

 次に、近江八幡市選出の塩田善弥副議長から副議長の辞職願が提出され、許可さ

れました。このことにより副議長選挙が行われ、議長の指名推選により東近江市選

出の市木 徹議員が副議長に当選されました。 

 続いて、竜王町選出の蔵口嘉寿男議長から議長辞職願の提出がされ、許可されま

した。このことにより、議長の選挙が行われ、副議長の指名推選により近江八幡市

選出の塩田善弥議員が議長に当選されました。 

 以上で、定例会の日程をすべて終了し、閉会となりました。 

 次に、平成25年第１回八日市布引ライフ組合議会定例会が、去る２月21日開会さ

れました。付議されました議案は、議案第１号、平成24年度八日市布引ライフ組合

一般会計補正予算（第１号）、議案第２号、平成25年度八日市布引ライフ組合一般

会計予算、議案第３号、八日市布引ライフ組合立布引斎苑の管理および利用に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、議案第４号、八日市布引ライフ組合

廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上、

４議案が一括して提案され、議案第１号から議案第３号まで質疑、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。議案第４号については、廃棄

物の処理および清掃に関する法律の一部改正に伴い、八日市布引ライフ組合におけ

る技術管理者の資格基準を定めたものですが、本来国民の安全・安心を守ることは、

国が責任を持って行うべきものであるという趣旨から、１名の議員から反対討論が

ありました。採決の結果、賛成多数で可決されました。 

 以上で、定例会の日程はすべて終了いたしました。 

 次に、平成25年第１回中部清掃組合議会定例会が、去る２月25日開会されました。

付議されました議案は、議第１号および議第２号の専決処分については、愛知郡広

域行政組合消防本部と東近江行政組合消防本部とが合併されたことに伴い、愛知郡
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広域行政組合が滋賀県市町村職員退職手当組合から平成24年９月30日をもって脱退

し、翌10月１日に再加入されたことにより、滋賀県市町村職員退職手当組合の構成

団体数の増減と、これに伴う規約の変更について承認が求められました。 

 議案第３号、中部清掃組合技術管理者の資格を定める条例の制定について、議案

第４号、中部清掃組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制

定について、議第５号、中部清掃組合職員の共済制度に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、議第６号、平成24年度中部清掃組合一般会計補正予算（第

２）、議第７号、平成25年度中部清掃組合一般会計予算、以上７議案が提案され、

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、御園産業の不正搬入問題のその後と負

担金に関して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を終わります。詳細につきましては、事務局に

てのご閲覧をお願いいたします。 

 続きまして、議長公務に係る報告を行います。 

 まず、平成25年滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合定例会が、去る１月15

日に開会され、５件の議案が上程されました。 

 監査委員の選任同意を求める議案が２件あり、１件は欠員となっておりました議

会選出の監査委員に甲賀市の村山庄衛議長を選任することにつきまして、もう１件

は、知識経験者として選任されております滋賀県町村会監事の伊藤定勉豊郷町長の

監査委員としての任期が、本年２月25日をもって満了することにより、伊藤町長を

監査委員に再任することについての同意が求められ、質疑なく、全員賛成で同意さ

れました。 

 次に、平成25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予算につい

て、また、滋賀県市町村職員退職手当組合の構成団体の数の増減とこれに伴う規約

の変更については専決処分の承認が求められ、いずれも全員賛成で可決され、承認

されました。 

 また、同日に滋賀県町村議会議長会第４回理事会が開催され、平成25年度の事業

計画や予算について、また、平成24年度第64回定期総会の開催など７件の審議を行

い、原案のとおり可決されました。 

 次に、去る２月20日午前10時より、平成24年度第64回滋賀県町村議会議長会の定

期総会が、嘉田滋賀県知事、佐野滋賀県議会議長、村西滋賀県町村会会長ならびに

福永滋賀県総務部管理監を来賓に迎え、大津プリンスにおいて開催され、私と西澤

副議長が出席しました。 
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 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伝達ならびに滋賀

県町村議会議長会自治功労者の表彰および優良町村議会の表彰が行われ、本町から

は、私が、全国町村議会議長会自治功労者表彰および滋賀県町村議会議長会自治功

労者表彰を受賞いたしました。 

 また、優良町村議会表彰では、平成18年の合併による新町政の施行以来、円滑な

議会運営と活発な議会活動が行われている愛荘町議会が受賞されました。 

 続いて、議事に入り、平成24年２月から平成25年２月までの会務報告と、平成23

年度の一般会計決算および特別会計決算、ならびに平成25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、副議長研修会が行われ、全国町村議会議長会議事調査部長

三宅達也氏より、昨年９月に制定公布された地方自治法の改正と全国の地方議会で

の取り組みの状況について、講演がありました。 

 以上で、議長公務の報告を終わります。 

 次に、平成24年12月１日から平成25年２月28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のとおりであり

ますので、報告をいたします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 続いて、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、私のほうから去る２月

20日、滋賀県庁北新館４階中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。 

 定例会では、橋川広域連合長から平成25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、条例関係の案件３件、人事案件１件の計８件について

議案が提出されました。 

 まず、平成25年度一般会計予算についてでありますけれども、予算規模は、１億

6,052万5,000円であり、対前年度比で16.7パーセントの減となりました。主な減額

の要因は、平成24年度に行いました事務系システムの機器更改が完了したことによ

り減額となったものでございます。 

 次に、平成25年度特別会計予算については、予算規模は、1,343億8,152万3,000

円であり、対前年度比で、5.4パーセントの増となっています。歳出の予算総額の約

98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765億300万円で、そのうち、市町保険料が116億9,400万円とな

ります。また、支払基金からの交付金が544億6,800万円となっています。 

 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



 

1-10 

が提案されました。一般会計補正予算（第２号）では、歳入歳出それぞれ2,751万1,000

円を減額し、予算の総額を１億8,182万9,000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２号）では、歳入歳出それぞれ22億2,085万4,000円

を増額し、予算の総額を1,306億3,531万9,000円とするもので、医療費の給付実績か

ら当初の予定を下回る見込みであることから保険給付費を減額する一方で、国の臨

時特例基金へ積立金として増額計上するものが主な内容となっています。 

 続いて、条例関係の３議案についてでありますが、１点目は、平成25年度におけ

る保険料の減額措置を行うために、後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

ものです。２点目は、平成25年度までの保険料減額措置の財源に充てるため、臨時

特例基金の処分規定を設けるとともに、条例の失効期限を平成26年度末まで延長す

る後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部改正です。３点目は、滋賀県自治会

館管理組合の解散および当該退職手当組合の事務所移転に伴い、組合規約の変更を

するため議決を求めるものでございます。 

 最後に、人事案件でございますが、広域連合公平委員会委員である濱野徹夫氏が

本年３月31日をもって任期満了となられることから、引き続き同氏を選任すること

について同意を求めるものでございます。 

 以上、８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。

今年度で５年を終えることとなる後期高齢者医療制度については、国においても昨

年11月末日に立ち上げられた国民会議の中で、高齢者医療制度のあり方などについ

て議論が進められています。町としましても、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、私からの行政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４号から、日程第38 議第39号まで、滋賀県市町村議会議員の公

務災害補償等組合規約の変更について、ほか35件を一括議題とし、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４号、滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変

更について。滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合が事務所を移転されること、

ならびに同組合の議員の定数およびその内訳を改められることに伴い、同組合規約

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
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第290条の規定により、本案を提案するものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第４ 議第５号、滋賀県市町村職員退職手当組合を組織する地

方公共団体および規約の変更について。滋賀県自治会館管理組合が平成25年３月31

日をもって解散されることに伴い、滋賀県市町村退職手当組合を組織する地方公共

団体数の減尐、および退職手当組合が事務所を移転されることに伴い、退職手当組

合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、本案を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５ 議第６号、町有財産の譲与について。本案は、日野町大

字豊田４番地４および４番地７に所在の共同作業場および共同農機具保管施設を豊

田農業組合に譲与するため、地方自治法第96条第１項第６号の規定に基づき、提案

させていただくものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 日程第６ 議第７号、町有財産の処分について。本案は、日野町立介護老人保健

施設リスタあすなろを医療法人社団昴会に有償譲渡するため、日野町議会の議決に

付すべき契約および財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、町有

財産であります介護老人保健施設等に係る土地および建物の処分について提案させ

ていただくものでございます。土地に関しましては、日野町大字上野田字北代246

番ほか３筆を、建物に関しましては、日野町大字上野田246番地の介護老人保健施設

ほか附属建物４棟を売却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７ 議第８号、日野町指定地域密着型サービス事業者等の指

定に関する基準を定め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、介護保険法で定めら

れた基準が町の条例に委任され、介護保険サービス事業者等の指定に関する基準を

町の条例で定めるものです。内容につきましては、指定地域密着型介護老人福祉施

設の入所定員に係る基準については、厚生労働省令で定める従うべき基準として定

められており、現行の基準どおり規定することといたします。指定地域密着型サー

ビス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準のう

ち、申請者に係る基準についても、厚生労働省令で定める従うべき基準であること

から、現行基準どおり規定することといたします。また、利用者等の安心・安全を

図る観点から、当該法人の役員等について、暴力団員等であるときは指定から除外

する規定を追加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。 
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 日程第８ 議第９号、日野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および

運営に関する基準を定める条例の制定について。本案は、地域の自主性および自立

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、介護保険法で定められた基準が町の条例に委任され、指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備および運営に関する基準を町の条例で定めるものです。内

容につきましては、厚生労働省令において従うべき基準として定められている人員、

居室面積、人権に直結する運営基準については、現行基準のとおり規定することとします。

また、標準として定められている指定地域密着型サービスの事業に係る利用定員に

ついても、現行の基準どおり規定することとします。なお、参酌すべき基準として

定める項目について、利用者の安全性の確保、サービスの質の向上を図るため、滋

賀県が制定する条例との整合性等を考慮し、国の基準に非常災害対策および職員研

修の充実に係る項目を加え、条例に規定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９ 議第10号、日野町指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準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、介護保険法で定められた基準が町の条例に委任され、

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設置および運営ならびに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を町の条例で定めるものでございます。内容につきましては、厚生労働省令におい

て従うべき基準として定められている人員、居室面積、人権に直結する運営基準に

ついては、現行基準どおりに規定することといたします。また、標準として定めら

れている指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る利用定員についても、現行

の基準どおり規定することといたします。なお、参酌すべき基準として定められて

いる項目について、利用者の安全性の確保、サービスの質の向上を図るため、滋賀

県が制定する条例との整合性等を考慮し、非常災害対策および職員研修の充実に係

る項目を追加規定して規定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。 

 日程第10 議第11号、日野町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について。

本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定公布に伴い、同法第37条におい

て準用する法第26条の規定により、日野町新型インフルエンザ等対策本部に関し必要

な事項を定めるため、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。 

 日程第11 議第12号、日野町道路構造に関する技術的基準を定める条例の制定に
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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、道路構造令で定める基準を参酌し

て、町道の構造に関する技術的基準を条例で定めるものでございます。主な内容に

つきましては、町道に関する車線、路肩、停車帯等の技術的基準について定めよう

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12 議第13号、日野町道路標識に関する寸法を定める条例の

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、道路標識、区画線及び道路

標示に関する命令で定める基準を参酌して、道路標識の寸法に関する基準を条例で

定めるものでございます。主な内容につきましては、標示板の寸法や文字の大きさ

などについて定め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13 議第14号、日野町高齢者、障害者等の移動等円滑化のた

めに必要な道路の構造等に関する基準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、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を

定める省令および移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を

定める省令の基準を参酌して、高齢者、障害者等の移動等円滑化基準を条例で定め

るものでございます。主な内容につきましては、町道に関する歩道および乗合自動

車の停留所ならびに特定公園施設の設置に関する園路、通路および休憩所等につい

て定め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14 議第15号、日野町準用河川に係る河川管理施設等の構造

に関する技術的基準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、河川管理施設等構造令で定める基準を参酌して、準用河川に係る河川管理

施設等の構造の技術的基準を条例で定めるものでございます。主な内容につきまし

ては、準用河川に関する堤防、床止め、せきなどについて、定めようとするもので

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15 議第16号、日野町道路占用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、道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部

を改正する政令の制定公布に伴い、町道の占用の許可に係る工作物として、太陽光

発電設備および風力発電設備を追加するなど、所要の改正をしようとするものでご
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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17号、日野町都市公園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、都市公園法施行令に定める技術的

基準を参酌して、都市公園の配置および規模、ならびに公園施設の建築面積に関する

技術的基準について、所要の改正をしようとするものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 日程第17 議第18号、日野町介護老人保健施設設置条例を廃止する条例の制定につ

いて。本案は、日野町立介護老人保健施設リスタあすなろを平成25年３月31日限りで

廃止し、医療法人社団昴会に有償譲渡するため、日野町介護老人保健施設設置条例を

廃止しようとするものでございます。この条例を廃止することに伴いまして、日野町

使用料条例および特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、

日野町特別会計設置条例中の介護老人保健施設に関する部分について所要の改正を

行うとともに、日野町介護老人保健施設財政調整基金条例を廃止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18 議第19号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第４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3,002万円を追加し、予算の総額を82億3,677万4,000円とするものでございます。

今回の補正は、年度末を迎え各事業の経費の精算に伴うものや、２月26日成立しま

した国の補正予算に伴う事業や、国の特定地域再生計画推進事業に関する経費の増

が主なものでございます。 

 詳細をご説明申し上げます。12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。歳入でございますが、14ページの地方譲与税から17ページまでの

使用料及び手数料につきましては、本年度の収入見込み額に応じた増減の補正を計

上しております。16ページの国庫支出金につきましては、本年度事業の精算に伴う

もののほか、国の補正予算に伴う国庫補助金として、社会資本整備総合交付金およ

び農業基盤整備促進事業補助金ならびに防災情報通信設備整備事業交付金を新規計

上し、また、国から内示を受けました、特定地域再生事業費補助金を計上しており

ます。同ページから21ページにかけての県支出金につきましては、各事業の精算見

込みに伴う特定財源の増減のほか、19ページにおいて、国の補正予算に伴い創設さ

れた県補助金として、木造公共施設等整備事業費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、増額補正をしております。ご寄
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附いただきました皆様方に、心から感謝をいたしているところでございます。 

 22、23ページの諸収入では、主なものとして、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、現在実施しております役場庁

舎の耐震補強その他工事に伴う町債の変更および減額に伴うものや、国庫補助金を

活用して実施する事業の財源として、新規に計上する起債が主なものとなっており

ます。 

 歳出の主なものについてご説明申し上げます。26、27ページの議会費は、年度末

に伴う精算見込みによる減額補正でございます。 

 26ページから31ページまでの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、財産管理費の庁舎等施設管理事業で、役場庁舎耐震補強その他工事の

入札執行に伴う減額補正を計上しております。また、減債基金積立金では、今後の

町債の償還に備えた、積立金の増額補正や、28、29ページのまちづくり応援基金積立

金においても、まちづくり応援寄附金を財源とした増額補正を計上しております。 

 30ページから35ページまでの民生費でございますが、国・県の補助事業に対する

精算見込みに伴うもののほか、主なものとして、31ページの社会福祉事務事業で、

公有財産購入費として、土地開発基金で取得しておりました、福祉ゾーンの土地の

買い戻しに係る経費を計上しております。 

 次に、33ページの県単独精神通院医療費助成事業および障害者自立支援事業では、

扶助費の増に伴う増額補正をしております。35ページの公立保育所こばと園整備事

業については、県の木造公共施設等整備事業補助金を活用した、園舎整備のための

設計委託料を計上しております。 

 衛生費では、35ページの母子保健事業の妊婦検診委託料や、37ページの予防接種

事業の日本脳炎の接種委託料など、各事業の実績見込みに応じた減額補正が主でご

ざいます。同ページの労働費では、緊急雇用創出特別対策事業について、県補助金

が確定したため、減額補正をしております。 

 36ページから41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

に伴うもののほか、41ページの農業基盤整備促進事業では、国の補正予算により創

設された国庫補助金を活用し、町内の農業施設等を整備するため計上しております。

また、同ページのグリム冒険の森管理運営事業においても、県の木造公共施設等整

備事業を活用して、多目的施設を整備するための経費を計上しております。同ペー

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う補正が主なもので

ございます。 

 42ページから45ページの土木費でございますが、43ページの社会資本整備総合交

付金事業において、国の補正予算により創設された国庫補助金を活用する事業を計

上しております。また、急傾斜地崩壊対策事業では、工法の見直しにより工事費の
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低減が図られたことから、減額補正をしております。 

 45ページの公共下水道事業特別会計繰出金では、受益者負担金の増により、町債

の償還財源として繰り出す繰出金の減が見込めるため、減額補正しております。 

 消防費では、各事業の精算見込みに伴うもののほか、防災活動事業において、国

の補正予算を活用し、全国瞬時警報システム、いわゆる「ジェイ・アラート」の自

動起動等の設備を整備する経費を計上しております。 

 46ページから53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、47ページの教育施設整備資金積立基金においては、日野中学校給食施設整備

事業のため取り崩しました基金を積み戻す経費を計上しております。51ページでは、

先に内閣府から内示を受けました、特定地域再生事業費補助金を活用し、日野商人

の旧宅である、旧山中正吉邸を取得し、町史編さん事業終了後に、歴史資料の展示

や保管をする施設等として整備・活用する経費を計上しております。 

 52、53ページの公債費では、町債の新規借入に伴う利子額の不用額の減額補正を

しております。 

 54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、日野町役場庁舎耐震補強その他工事事業に

おいて、予算総額の減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、地域情報化推進事業をはじめ９件について翌年度へ繰り越しを行い、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ページから10ページの「第４表 地方

債補正」のとおり、社会福祉施設整備事業債（公立保育所こばと園整備事業）をは

じめ４件の追加を計上するほか、３件の変更および１件の廃止を行うものでござい

ます。 

 以上、平成24年度一般会計補正予算（第４号）の提案説明とさせていただきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第19 議第20号、平成24年度日野町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）。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439万9,000円を追加し、予算の総額を22億5,811万2,000円とするものでござい

ます。今回の補正の主な内容は、事業精査に伴うものおよび退職被保険者に係る医

療費の伸びが著しいことから、療養給付費および高額療養費を増額し、その財源で

ある療養給付費等交付金を増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2,064万4,000円、前期高齢者交付金904

万4,000円をそれぞれ増額し、国民健康保険税1,053万2,000円、国庫支出金495万
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4,000円、県支出金108万7,000円、共同事業交付金69万3,000円、財産収入3,000円、

繰入金802万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17万7,000円、保険給付費1,430万8,000円、保健事業

費7,000円をそれぞれ増額し、後期高齢者支援金等２万円、前期高齢者納付金等２万

円、共同事業拠出金1,005万1,000円、基金積立金2,000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、よろしくお願いします。 

 次に、日程第20 議第21号、平成24年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第１

号）。本案につきましては、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69万4,000円を減額し、予算の総額を1,168万円とするものでございます。 

 歳入につきましては、一般会計繰入金で67万7,000円、前年度繰越金で１万7,000

円をそれぞれ減額しようとするものです。歳出につきましては、業務費を事業精査

により69万4,000円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21 議第22号、平成24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１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183万2,000円を追加し、予算の総額を236万4,000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。 

 歳入につきましては、基金利子で1,000円、貸付金元利収入で141万円、繰越金で

42万4,000円をそれぞれ増額し、県支出金を3,000円減額しようとするものです。歳

出につきましては、積立金を183万2,000円増額しようとするものです。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第22 議第23号、平成24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787万2,000円を減額し、予算の総額を９億9,182万7,000円とするもので

ございます。今回の補正の主なものは、下水道事業費の精算による減額でございま

す。なお、国の補正予算を活用し、下水道事業費を計上しております。 

 第１表の歳入につきましては、分担金及び負担金で1,866万2,000円、使用料及び

手数料で62万5,000円をそれぞれ増額し、繰入金で2,715万9,000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614万6,000円、公債費で172万6,000円をそ

れぞれ減額しようとするものです。第２条につきましては、第２表の繰越明許費に

つきまして、下水道事業費で4,720万円を翌年度に繰り越しを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。 
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 続きまして、日程第23 議第24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３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208万3,000円を減額し、予算の総額を２億9,663万9,000円とするも

のでございます。今回の補正の主なものは、国の補正予算に伴い農業集落排水事業

費を増額し、公債費のうち公的資金補償金免除繰上償還費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、使用料及び手数料で25万円、県支出金で3,054万円

をそれぞれ増額し、財産収入で3,000円、繰入金で102万8,000円、諸収入で364万2,000

円、町債で2,820万円をそれぞれ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4,914万1,000円を増額し、公債費で

5,122万4,000円をそれぞれ減額しようとするものです。第２条につきましては、第

２表の繰越明許費につきまして、農業集落排水事業費で5,610万円を翌年度に繰り越

し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。 

 日程第24 議第25号、平成24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98

万円を減額し、予算の総額を7,198万7,000円とするものでございます。今回の補正は、

介護老人保健施設の設備改修及び更新等の実施状況により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、繰入金で97万5,000円、繰越金で5,000円をそれぞれ

減額しようとするものです。歳出につきましては、介護老人保健施設費として98万円

を減額しようとするものです。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第25 議第26号、平成24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1,765万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ15億8,773万1,000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47万2,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ510万9,000円とするものでございます。今回の補正は、今

日までの給付実績と今後の所要額を精査し、保険事業勘定の保険給付費を増額し、地

域支援事業費では、事業の見込みから組み替えおよび増額をしようとするものでござ

います。介護サービス事業勘定につきましては、介護予防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で1,000円、国庫支出金で327

万6,000円、支払基金交付金で408万4,000円、県支出金で319万1,000円、繰入金で167

万8,000円、繰越金で506万6,000円、諸収入で36万3,000円をそれぞれ増額し、財産収
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入で4,000円を減額しようとするものです。 

 歳出では、保険給付費で1,710万円、基金積立金で44万7,000円、諸支出金で12万

8,000円をそれぞれ増額し、総務費で58万6,000円を減額しようとするものです。 

 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20万1,000

円、繰越金で32万8,000円をそれぞれ増額し、繰入金で５万7,000円を減額しようと

するものです。歳出につきましては、総務費で47万2,000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26 議第27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87万6,000円を追加し、予算の総額を２億1,461万8,000円とするものでござ

います。今回の補正の主な内容は、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500万円、諸収入で560万

円をそれぞれ増額し、繰入金で972万4,000円を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、総務費で295万4,000円を減額し、後期高齢者医療広域連合納

付金で383万円を増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27 議第28号、平成24年度日野町水道事業会計補正予算（第

２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1,159万8,000

円増額し、６億5,727万2,000円に、支出予定額を320万円減額し、５億9,338万7,000

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8,389万3,000円減額

し、１億998万3,000円に、支出予定額を2,123万3,000円減額し、２億7,546万5,000

円に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、その他の営業収益の増額

および受託工事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

減額および原水および浄水費と総係費、消費税の増額でございます。また、資本的

収入の主な内容は災害復旧事業および五月台配水管布設工事等の事業精査に伴う国

庫補助金、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、

量水器等の固定資産購入費の減額および五月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、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 提案理由の説明中ですけども、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。 
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－休憩 １０時０２分－ 

－再開 １０時２０分－ 

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

の説明を続けていただきます。 

町長（藤澤直広君） それでは続きまして、日程第28 議第29号、平成25年度日野町

一般会計予算について説明をさせていただきます。平成24年度は、日本はかつてな

い閉塞的な厳しい状況が続いております。そうした中で行われました年末の総選挙

では、政権が交代をいたしました。そうした中で平成25年度政府予算が作成されま

したが、一般会計の総額で、前年度に比べ2.5パーセント増の92兆6,115億円となり、

２年ぶりに前年度を上回るとともに、緊急経済対策に基づく24年度補正予算と一体

的なものと、15ヶ月予算として編成されました。 

 歳入では、税収を前年度に比べ1.8パーセント増の43兆960億円を見込み、新規国

債発行額を前年度に比べ3.1パーセント減の42兆8,510億円としました。歳出では、

政策的経費である一般歳出が52兆7,311億円で前年度に比べ2.9パーセント増となり

ました。内容は、公共事業関係費および社会保障関係費がそれぞれ15.6パーセント、

10.4パーセントと大幅増となっております。社会保障関係費は、年金国庫負担の前々

年度精算額が拡大したことなどによるもので、予算額は29兆1,224億円となり、昨年

に引き続き一般歳出に占める割合は55.2パーセントと過半数を超えております。そ

の中、平成25年度地方財政への対応は、東日本大震災の復旧・復興事業を別枠確保

するとともに、防災・減災事業、地域の活性化等の緊急課題へ対応するための事業

費が別枠で計上され、地方の一般財源総額は平成24年度と同水準が確保されました。

しかし、国家公務員の臨時給与削減を受けて、地方公務員給与費が臨時特例的に削

減されることとなっております。 

 通常収支分の地方財政計画の規模は、前年度に比べ0.1パーセント増の約81兆

9,100億円となり、公債費などを除く政策的経費である地方一般歳出では、0.1パー

セント減の約66兆4,200億円となり、２年連続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（入り口ベース）では、約2,000

億円減の約16兆3,000億円と３年連続の減額となり、昨年同様、既定の加算とは別枠

で増額がされましたが、地方公務員給与費の給与削減を前提とした臨時特例による

減額により、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、2.2パー

セント減の17兆624億円となり６年ぶりの減額となりました。これに地方税、地方譲

与税、臨時財政対策債などを加えた地方一般財源総額は、前年度と同水準の59兆

7,526億円となっております。 

 こうした中、当町の平成25年度の歳入について、町民税では個人分で平成24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、前年度の土地、
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家屋の評価替えの影響による減収が続く見込みであり、町税全体では若干の増収に

なると見込んでおります。地方交付税および臨時財政対策債は、平成24年度とほぼ

同額が見込まれるものの、地方譲与税ならびに各種交付金の増を見込むことは難し

く、財政調整基金繰入金、繰越金および臨時的なものを除く歳入一般財源総額は前

年度とほぼ同額となり、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、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るとともに、選択と集

中による予算配分の重点化・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

がありましたので、必要性の高い事業での町債の借り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等の特定目的基金を、それ

ぞれ取り崩したほか、なお不足する部分には、減債基金および財政調整基金の取り

崩しで補てんを致しました。 

 そうした中、平成25年度当初予算は、第５次日野町総合計画の３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、重点化施策として教育施

設の整備や子育て支援の充実、福祉の充実や健康増進、商工業、観光、農業の振興、

生活基盤の充実の項目を中心に取り組みを進めることとしております。 

 それでは、平成25年度日野町各会計予算書および予算説明書により、主な内容を

説明申し上げます。１ページ目をご覧下さい。平成25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84億4,000万円となり、

前年度の当初予算に比べまして９億6,400万円、率にして12.9パーセント増となりま

した。これは、継続費の設定により進めております役場庁舎耐震補強その他工事事

業および築38年経過し老朽化のため長らく要望のありました公立保育所こばと園整

備事業の計上、町立介護老人保健施設の効果的・効率的な事業運営を推進し、サー

ビス向上のため民間事業者へ資産譲渡するための経費などによる増が主な要因でご

ざいます。 

 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いたします。８ページ

をご覧下さい。歳入につきましては、８ページの総括表により説明申し上げます。

町税でございます。町民税は年尐扶養控除の廃止などの影響により個人分の増収が

見込まれ、前年度に比べ5,720万円、率にして4.8パーセントの増、固定資産税では、

前年度の土地、家屋の評価替えの影響による減収が続く見込みであり、前年度とほ

ぼ同額で849万2,000円、率にして0.5パーセントの増となりました。町たばこ税では

４月からの税率変更により、前年度に比べ900万円、率にして7.6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7,489万2,000円、率にして2.5

パーセント増の31億2,789万3,000円を見込んでおります。 
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 また、地方譲与税ならびに利子割交付金を始めとする各種交付金につきましては、

平成24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、前年度に比べ170万円、率にして13.4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、地域の元気づくり推進費の創設による基準財政需要

額の増や法人町民税の精算による基準財政収入額の減など、交付額増加要素はある

ものの地方公務員給与の削減による影響もあり、前年度と同額の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おります臨時財政対策債につい

ても前年度と同額の４億6,000万円を見込んでおります。 

 分担金及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、中学校給食の開始に伴い、前年度に比べ

約2,960万円、率にして14.9パーセントの増となっています。 

 使用料及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。 

 また、国庫支出金では、農業基盤整備促進事業および社会資本整備総合交付金事

業に係る補助金の増等により、前年度と比べ約850万円、率にして1.4パーセント増

となりました。 

 次の県支出金では、森林整備加速化・林業再生事業による木造公共施設等整備事

業費補助金の増等により、前年度と比べて約１億1,000万円、率にして19.1パーセン

ト増となっております。 

 財産収入では、介護老人保健施設リスタあすなろの譲渡による不動産売払収入の

計上等により約５億200万円の増となりました。 

 寄附金では、日野町を応援してくださる皆様から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、減債基金を取り

崩したほか、なお、不足する３億2,000万円を財政調整基金の取り崩しで補てん致し

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。 

 町債につきましては、公立保育所こばと園整備事業、社会資本整備総合交付金事

業の道路改良工事等、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、

普通交付税の振替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、前年度に比べ約１億5,700万円、率にして28.2パーセント増となりました。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
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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。 

 次に、歳出予算の主なものについてご説明申し上げます。説明にあたり、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。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、また、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年度から

の継続費として進めております役場庁舎耐震補強その他工事に係る平成25年度分の

工事請負費等を計上しております。39ページの企画費では、全国小さくても輝く自

治体フォーラムが日野町で開催されることに伴う負担金を計上するとともに、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ページの情報管理費では地方公共団体間を接続する総合行政ネットワークＬＧ

ＷＡＮの更新経費や、滋賀県町村会において電算システムの共同利用を検討するた

めの費用を、また、自治の力で輝くまちづくり推進事業では、女性のむらづくり講

座等に要する経費を計上しております。 

 45ページの賦課徴収費では平成27年度の固定資産評価替えに向けた鑑定評価や空

中写真撮影業務の経費や滞納管理システムの更新経費を、戸籍住民基本台帳費では、

町内在住外国人の生活支援、外国人子女の学校での支援を行うためのポルトガル語

通訳の配置に係る経費や、住民基本台帳ネットワークシステムおよび戸籍副本管理

システムの更新・整備経費を計上しております。 

 47ページの選挙費では、平成25年７月28日任期満了の参議院議員選挙費などに係

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。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、51ペ

ージでは、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、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。なお、介護老人保健施設についてはサービスの更なる向上に向

けて資産譲渡を行うこととし、そのための経費を特別会計で精算するため介護老人

保健施設繰出金において計上いたしております。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、特別会計繰出金を計上しております。 

 次の、障害福祉費では、補装具費支給事業や53ページの障害児地域活動支援事業、

法改正により障害者自立支援事業から変更となった障害者総合支援事業、障害者地
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域生活支援事業、障害者外出支援助成事業などでございます。 

 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。

55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います。地域子育て支援事業では、ほっと安心子

育て支援事業によりゼロ歳児等の一時預かり支援を引き続き行うとともに、つどい

の広場の試行や子育て支援３法施行に向けて子育て支援事業計画の策定のための経

費を計上しております。早期療育事業では、就学前の発達支援のため、くれよんを

運営します。 

 保育所費では、公立保育所およびわらべ保育園の運営経費とともに、老朽化した

公立保育所こばと園を木造公共施設等整備事業費補助金を受けて改築する経費を計

上しております。また、児童措置費では児童手当に要する経費を計上しております。 

 衛生費でございます。59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軽減するため、出産までに必

要とされる14回の妊婦健診費を公費負担しております。また、不妊治療を希望され

る夫婦への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、大腸がん検診、肺がん検診を含めた、がん検診推進事

業を実施いたします。61ページでは、新たな県移譲事務として、18歳未満の障害を

有する児童の障害を軽減するための医療費および１歳未満の未熟児医療費の助成を

行うための育成医療・養育医療給付事業を新規計上いたしております。 

 予防費では、平成24年度まではワクチン接種緊急促進事業として実施しておりま

した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が、

予防接種法改正により定期接種に位置づけられるため、これらを予防接種事業に振

り替えて実施するものです。なお、これまで妊婦健診およびワクチン緊急接種促進

事業については約２分の１の国庫補助金を財源として実施しておりましたが、今回

の地方財政計画において、年尐扶養控除等の廃止による住民税の増収分により対応

することとされております。 

 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

調査に要する経費を、また原子力発電所事故を契機とした節電意識の高まりとあわ

せて、自然エネルギーの有効利用を促進するため、個人の住宅用太陽光発電システ

ム設置に対して助成を行うこととし、太陽光発電システム設置助成事業を新規計上

いたしております。 

 清掃総務費では、63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
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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管する八日

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、布引斎苑負担金では、

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。塵芥処理費では、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。 

 労働費では、65ページの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事業を引き続き計上すると

ともに、起業支援型地域雇用創造事業を計上いたしております。 

 農林水産業費でございます。67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原種保存、生産拡大、生産振興に対する助成

等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、

69ページの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や防護柵設置に対する補助金を計上

するとともに、地域において箱わなを設置し捕獲していただいた場合の助成に係る

経費を計上しております。 

 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事業を、三方よし！近江日野田舎体験推進協議会に委託を行

う経費を計上いたしております。協議会では、引き続き教育旅行の積極的な誘致活

動を進めているところでございます。 

 環境保全型農業直接支援対策事業では、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。 

 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、71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、農地・水保全管理支払交付金事業を計上しております。ま

た、農業基盤整備促進事業については、農業用施設の整備を地元からの要望にこた

え平成24年度３月補正と一体的に実施するものです。 

 次に、林業振興費では、73ページの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

整備事業を実施いたします。 
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 商工費でございますが、商工振興費、75ページの商工会運営事業では、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および、商店街

等活性化推進事業として実施されるお買い物バス運行に対する支援を引き続き行い

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

り制度の拡充に対して強い要望をいただいたこともあり、総額を700万円として、引

き続き実施するものでございます。 

 観光費では、観光協会運営事業で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事業では町内にある自立型観光看板の順次更新を予定しておりま

す。 

 次に、土木費でございます。土木総務費の79ページの地籍調査事業では、町道西

大路鎌掛線の整備に向けて、西大路地区において引き続き調査を実施し、また、地

元要望により奥之池地区を今年度から調査することとしております。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、町道大窪内池線側溝改修工事、町道橋梁７橋の長寿命化

修繕工事、町道西大路鎌掛線道路改良工事に係る補償金、町道奥之池線の調査設計

業務等を計上しております。また、町単独道路改良事業では、緊急性の高い５路線

について改良工事、４路線について測量設計業務を見込んでおります。 

 81ページの河川砂防総務費では、地元自治会のご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ます。 

 急傾斜地崩壊対策事業費では、熊野地区の急傾斜地崩壊危険区域において、崩壊

防止工事のための調査設計業務を行います。 

 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

谷プールのろ過機改修工事およびグラウンドゴルフ場増設の調査業務等に要する経

費を見込んでおります。 

 83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

ございます。 

 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、町営住宅の維持管理に必要な経費を計上しております。 

 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25年度では消防団員活動用雨合

羽の支給を予定しています。 

 85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、音羽地区の防火水

槽設置に係る経費を計上しております。消防・防災設備補助事業では、自治会が管
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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、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ます。 

 教育費でございます。87ページ事務局費の教育相談・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

ため相談員増員のための経費を計上いたしました。 

 89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。91

ページの小学校費の教育振興費では、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の配置および各小学校で特別に配慮・支援

を要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、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を引き続き実施いたします。

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

る経費を引き続き計上しております。 

 93ページの中学校費では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

を、中学校教育振興事業では、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を引き続き配置するとと

もに、県が今年度から選択制で導入する35人学級等の実施を、町においてより充実

させるための臨時講師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、各幼稚園の施設危険箇所の修

繕、小学校では、学校開放事業で利用いただいております体育館トイレの洋式化を

順次実施することとし、今年度はまず２校分の経費を、また、西大路小学校体育館

ステージ幕の取りかえ等の経費を計上しております。 

 社会教育費では、まず、社会教育総務費でございますが、97ページの社会教育団

体育成事業では、今年度、滋賀県青年大会が日野町を主会場として開催されること

から、青年団体の育成を支援するため経費を計上しています。その他アドベンチャ

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。子どもの読書活動推進事業では、平成23年

度から学校図書室の環境整備を図るため、司書の派遣に要する経費を計上しており

ますが、派遣した学校では図書室の利用、図書の貸し出し冊数も増え効果があらわ

れており、平成24年度に派遣人数を２名としたものをさらに１名増やし、３名とす
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るものでございます。 

 次に、公民館費でございますが、中央公民館運営事業では町民大学講座、わたむ

き検定講座等の開催経費を見込み、できるだけ多くの町民の方々に学習機会の提供

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、引き続き

所要の経費を計上しております。 

 99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。 

 民俗資料館費は、近江日野商人館の運営管理費で、文化財保護費は、文化財保存

団体への補助経費、101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、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、日野町尐年尐女カルチャー教室を引き続き開催すると

ともに、施設の設備改修としてわたむきホールの大ホール音響反射板ワイヤ交換等

を行います。 

 103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25年度において第

４巻「近現代編」を発刊する予定でございます。 

 次に、体育振興費でございますが、スポーツ振興事業および体育協会活動事業に

必要な経費を計上し、町民の皆さんのスポーツ振興を図りたいと考えております。

学校給食費は、各学校の給食に要する経費でございますが、平成25年度からは中学

校における給食開始に伴い、必要な食材料費、需用費等を計上しております。食材

料につきましては、可能な限り地場産の野菜等を使用できるよう、ＪＡや農林課と

連携し町内の野菜農家の方々から仕入れられるよう調整を進めているところでござ

います。なお、保護者にご負担いただく給食費につきましては、給食運営協議会の

ご意見もいただきながら、中学校については月額4,400円と設定することとしており

ます。 

 次の公債費につきましては、平成25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。また、経済対策のための国の補正予算への対応や、

庁舎耐震補強事業等による起債借り入れが一時的に増加していることから、地方債

現在高が増嵩することが見込まれます。据え置き期間が満了する数年後、その償還

に対応できる財政基盤を整えるとともに、可能な限り繰上償還を進め、現在は認め

られていない５パーセント以下の公的資金について、補償金免除の繰上償還が実施
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できるよう引き続き関係機関に働きかけてまいります。 

 最後になりますが、108ページからは給与費の明細書等の資料でございます。 

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

につきましては、健康増進事業における集団健康診査等業務委託料および日野町小

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、一般事業債（庁舎耐震改修事業）

ほか４件につきまして、限度額を定めるものでございます。 

 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条での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25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。 

 続きまして、特別会計の説明に移らせていただきます。 

 日程第29 議第30号、平成25年度日野町国民健康保険特別会計予算。本案は、平

成25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

億8,084万7,000円と定めるものでございます。前年度の当初予算に比べまして5,706

万9,000円、率にして2.7パーセントの増となりました。人口構造の高齢化、医療技

術の高度化などにより医療費が増え続けており、特に平成24年度は、前年度と比較

して伸びが著しい状況でございます。 

 第１表の歳入につきましては、国民健康保険税４億9,490万9,000円、使用料及び

手数料20万1,000円、国庫支出金４億2,907万4,000円、療養給付費等交付金２億4,040

万9,000円、前期高齢者交付金５億3,000万円、県支出金１億767万8,000円、共同事

業交付金２億1,700万円、財産収入２万5,000円、繰入金１億4,515万1,000円、繰越

金1,528万円、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4,418万8,000円、保険給付費14億8,995万円、後期高

齢者支援金等２億8,102万2,000円、前期高齢者納付金等27万3,000円、老人保健拠出

金１万8,000円、介護納付金１億2,600万円、共同事業拠出金２億763万2,000円、保

健事業費2,863万5,000円、基金積立金２万5,000円、公債費10万円、諸支出金200万

4,000円、予備費100万円を計上いたしております。第２条の債務負担行為につきま

しては、「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26年度の実施に向けて、平成25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。第３条の一時借入金の借入限度額は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。 
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 続きまして、日程第30 議第31号、平成25年度日野町簡易水道特別会計予算。本

案は、平成25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1,242万3,000円と定めるものでございます。前年度の当初予算と比べまして、４

万9,000円の増となりました。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入れ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210万円、繰入金1,022万2,000

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

８万8,000円、業務費451万6,000円、公債費780万9,000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31 議第32号、平成25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25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53万円と定めるものでございます。前年度の当初

予算に比べまして2,000円の減となりました。 

 第１表の歳入につきましては、県支出金を４万2,000円、財産収入を8,000円、繰

越金を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７万2,000円、諸支出金として基金積立金を45万8,000円計

上しております。 

 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32 議第33号、平成25年度日野町公共下水道事業特別会計予

算。本案は、平成25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９億1,789万9,000円と定めるものでございます。平成25年度におき

ましては、五月台工区の汚水管渠築造工事を継続するとともに、湖南サンライズ、

曙、椿野台では舗装復旧工事を進める予定としております。 

 第１表の歳入につきましては、分担金及び負担金2,620万円、使用料及び手数料１

億9,737万円、国庫支出金１億1,640万円、繰入金３億3,761万9,000円、繰越金10万

円、諸収入21万円、町債２億4,000万円となっております。歳出につきましては、下

水道事業費３億7,979万9,000円、公債費５億3,800万円、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２億4,000万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限

度額につきましては、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。 

 次に、日程第33 議第34号、平成25年度日野町農業集落排水事業特別会計予算。
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本案は、平成25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１億7,116万7,000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、使用料及び手数料4,770万円、財産収入７万円、繰入金8,084万5,000円、

繰越金10万円、諸収入５万2,000円、町債4,240万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4,786万7,000円、公債費１億2,320万円、予備費10

万円を計上しております。 

 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

債につきまして限度額を4,240万円と定めるものでございます。第３条の一時借入金

の借入限度額につきましては、１億円と定めるものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 日程第34 議第35号、平成25年度日野町介護老人保健施設特別会計予算。本案は、

平成25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６億7,419万7,000円と定めるものでございます。前年度の当初予算に比べまし

て６億123万円の増となりました。本年度につきましては、平成７年４月に開設し、

18年が経過した介護老人保健施設リスタあすなろを医療法人社団昴会に有償譲渡す

る際、必要となる経費を計上いたしております。 

 第１表の歳入につきましては、施設サービス過年度利用料を事業収入として５万

円を見込み、繰入金として、一般会計より譲渡に関する費用として６億7,409万7,000

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

で国・県への補助金返還分等として6,418万8,000円を、公債費では、定期償還分お

よび譲渡に伴う繰上償還分として６億1,000万9,000円を計上しております。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 日程第35 議第36号、平成25年度日野町介護保険特別会計予算。本案は、平成25

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15億8,663万2,000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521万1,000円と定めるものでございます。前年度の当初予算に比べま

して、保険事業勘定では3,565万4,000円、率にして2.3パーセントの増、介護サービ

ス事業勘定につきましては87万4,000円、率にして20.2パーセントの増となりました。 

 第５期介護保険事業計画の２年目にあたり、居宅介護および介護予防に重点を置い

た事業に取り組み、地域に密着したサービスの提供など、計画に基づいた諸事業を盛

り込み予算編成を行いました。 

 まず、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３億219万6,000円、使用料及び手数料1,000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３億7,439万6,000円、40歳から64歳までの第

２号被保険者負担分として交付を受ける支払基金交付金が４億3,877万3,000円、県の
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負担分となります県支出金２億2,887万円、財産収入では基金利子１万3,000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、および介護給付費準

備基金からの繰入金２億4,102万9,000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4,379万6,000円、介

護サービス費用の保険給付費が15億23万8,000円、介護予防事業などの地域支援事業

費として4,118万5,000円、基金積立金１万3,000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463万1,000円、繰入金が53万円、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521

万1,000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入限度額は5,000万円と定めるものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 次に、日程第36 議第37号、平成25年度日野町後期高齢者医療特別会計予算。本

案は、平成25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２億1,286万4,000円と定めるものでございます。前年度の当初予算に比べま

して182万1,000円、率にして0.85パーセントの減となりました。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町における業務につきましては、申請書の

受け付けや保険料の徴収業務などを行っていることから、特別会計で総務費および

保険料の徴収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１億4,651万9,000円、使用

料及び手数料1,000円、繰入金6,565万1,000円、繰越金1,000円、諸収入69万2,000

円を計上しております。歳出につきましては、総務費1,864万7,000円、後期高齢者

医療広域連合納付金１億9,351万5,000円、諸支出金60万2,000円、予備費10万円を計

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。 

 次に、日程第37 議第38号、平成25年度日野町西山財産区会計予算。本案は、平

成25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330万

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220万円と、基金繰入金100万円が主なも

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

308万7,000円が主なものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第38 議第39号、平成25年度日野町水道事業会計予算。本案は、
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平成25年度日野町水道事業会計の収益的収支、収入予定額を５億8,349万8,000円に、

支出予定額を５億7,181万9,000円とし、資本的収支の収入予定額を１億8,432万

8,000円に、支出予定額を２億9,872万円とするものであり、資本的収支の不足額１

億1,439万2,000円は、過年度分の損益勘定留保資金および当年度分の消費税資本的

収支調整額で補てんするものでございます。現在、五月台をはじめ３団地へ給水の

拡張を行っており給水戸数は増加していますが、全体的に節水意識の高まりや節水

型生活機器の発達により水需要の伸びは大きく望めず、水道運営を取り巻く状況は

依然として厳しいものとなっております。また、本年度から改定後の水道料金とな

り、引き続き有収率の向上と収支のバランスがとれた無駄のない水道経営に努め、

安全で安定した水道供給に取り組んでまいります。平成25年度の建設改良事業の主

なものとして、五月台の配水管布設工事と青葉台地区の舗装本復旧工事を計画して

おります。 

 詳細につきまし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

企業債償還利息、減価償却費、その他維持管理費を計上しております。 

 294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昨年度

に引き続き、五月台配水管布設工事と青葉台舗装本復旧工事に取り組みます。また、

企業債償還金として元金分を計上しております。 

 第５条の企業債は、第１表のとおり限度額を１億2,500万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、2,000万円としております。第７条は、

議会の議決を経なければ流用できない経費を4,408万円と定めるもので、第８条では、

一般会計からの補助金は17万2,000円でございます。また、第９条は、たな卸資産購

入限度額を500万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。 

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５日から３月11日までは、議案熟読の

ため休会とし、３月12日には午後１時30分より本会議を開き、質疑を行いますので、

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１４分－ 


