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第６回日野町議会定例会会議録 

 

平成２５年９月２日（第１日） 

開会  ９時０４分 

散会 １０時５１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 

 ７番  髙 橋  渉  １３番  對 中 芳 喜 

 

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  教 育 長  奥 村  薫 

 総 務 政 策 主 監  平 尾 義 明  教 育 次 長  岡  常 夫 

 総 務 課 長  池 内 俊 宏  企 画 振 興 課 長  高 橋 正 一 

 税 務 課 長  山 田 繁 雄  住 民 課 長  川 東 昭 男 

 福 祉 課 長  壁 田  文  介 護 支 援 課 長  西 沢 雅 裕 

 農 林 課 長  高 岡 良 三  商 工 観 光 課 長  森 口 雄 司 

 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 査  山 添 史 郎 
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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５９号 日野町教育委員会委員の任命について 

 〃  ４ 議第６０号 町道の路線の認定について 

 〃  ５ 議第６１号 町道の路線の一部廃止について 

 〃  ６ 議第６２号 平成２５年度日野町一般会計補正予算（第２号） 

 〃  ７ 議第６３号 平成２５年度日野町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

 〃  ８ 議第６４号 平成２５年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

１号） 

 〃  ９ 議第６５号 平成２４年度日野町一般会計歳入歳出決算について 

 〃 １０ 議第６６号 平成２４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 

 〃 １１ 議第６７号 平成２４年度日野町簡易水道特別会計歳入歳出決算

について 

 〃 １２ 議第６８号 平成２４年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算について 

 〃 １３ 議第６９号 平成２４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 

 〃 １４ 議第７０号 平成２４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 

 〃 １５ 議第７１号 平成２４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 

 〃 １６ 議第７２号 平成２４年度日野町介護保険特別会計歳入歳出決算

について 

 〃 １７ 議第７３号 平成２４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 

 〃 １８ 議第７４号 平成２４年度日野町西山財産区会計歳入歳出決算に

ついて 

 〃 １９ 議第７５号 平成２４年度日野町水道事業会計決算について 

 〃 ２０ 報第 ７号 平成２４年度日野町一般会計継続費精算報告書 

 〃 ２１ 報第 ８号 平成２４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 

 〃 ２２ 報第 ９号 平成２４年度決算に基づく日野町資金不足比率の報
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告について 

 〃 ２３ 報第１０号 平成２４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 

 〃 ２４ 報第１１号 平成２５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０４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６回定例会を開会いたします。 

 町長より招集の挨拶があります。 

 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25年第６回定例会開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 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、定例議会を招集させていただきましたところ、議員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。 

 今年の夏は記録的な猛暑となりましたが、朝夕は秋の気配を感じるようになりま

した。早いところでは８月末から稲刈りも始まっており、収穫の秋も迎えておると

ころでございます。 

 さて、９月は防災月間でございます。防災の日の昨日は、日野町地域防災計画に

基づき、鎌掛地区におきまして日野町総合防災訓練を実施させていただきました。

鎌掛地区住民の皆さんをはじめ、鎌掛自主防災会、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300名を超える皆さんのご参加のもとで、実りある

訓練となりました。大変ありがとうございました。 

 さて、東日本大震災から２年半が経過することとなりました。まだまだ収束のめ

どが立っていない東京電力福島第１原子力発電所の貯蔵タンクからの放射性物質を

含む汚染水漏れが発覚するなど、大変な状況が続いております。政府は東電の管理

体制に不備があることを認識し、今後は収束作業を東電任せにせずに、汚染水対策

に国費を投入することを方針といたしたところでございます。先週には東北３県か

ら滋賀県町村会の方へ、職員派遣のお礼や今後の引き続く要請にお見えになり、町

村会事務局で対応をさせていただいたところでございますが、まだまだ東北３県の

状況というのは大変深刻なものであるということを実感いたしたところでございま

して、改めて防災対策についてしっかりと住民の皆さんとともに取り組むことが大

切であると、こういう認識をしたところでございます。 

 さて、８月末には政府の方では概算要求の締め切りがされたところでございまし
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て、総額99兆円とも呼ばれる概算要求になったと、こういうふうに報道されていま

す。特にリーマンショック以降、大変、政府の予算額が大きな数字で推移している

ところでございまして、今回の数字も大変な額であるというふうに思っております。

そうした中で、政府の方では来年４月からの消費税増税の是非について有識者から

意見を聞き、秋の臨時国会までに首相が判断すると、このように言われているとこ

ろでございます。消費税増税が国民の購買力を低下させ、中小業者の売り上げを減

らし景気を悪化させるのではないかと、こういう危惧も議論の中でもされていると

ころでございまして、こうした状況を来年度予算とのかかわりも含めて見ていかな

ければならないと、このように思っております。 

 もう１つ国民生活に影響を与えるものとしてＴＰＰ交渉がございます。交渉に本

格参加した政府は、消費者団体や農業団体など国内の利害関係団体に説明を開き、

交渉は大変厳しいと話をされているところでございます。国の形の根本にかかわる

ＴＰＰ交渉でありまして、情報が開示されないまま、こうした中で突き進んでいく

ことは大変問題なのではないかと、このようにも思っており、今後の推移をこれま

たしっかりと注視していかなければならないものと、このように思っております。 

 さて、９月は敬老月間でもございます、明日は、90歳になられた方と95歳以上の

方を対象に敬老訪問をさせていただくこととしております。また、各地域において

は敬老会の開催も計画をいただいております。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。 

 本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24年度の各会計決算など、議案17件と報告５件でございます。 

 一般会計補正予算につきましては、後ほど提案理由の説明で概略を説明申し上げ

ますが、東近江行政組合の日野消防署の移転に伴うもののほか、通学路の交通安全

対策、行政懇談会の要望事項等に対応するため、２億6,475万9,000円の増額を提案

させていただくものでございます。 

 提案案件につきまして、それぞれ十分なるご審議を賜りまして、適切なご採決を

いただきますようお願いを申し上げまして、開会にあたりのご挨拶とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） これより本日の会議を開きます。なお、暑い時期でございます

ので、上着を外していただいても結構かと思います。 

 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については、会議規則第118条の規定により、７番 髙橋 

渉君、13番 對中芳喜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24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

９月25日までの24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25年第２回東近江行政組合議会臨時会が、去る６月28日に開会さ

れました。 

 付議されました案件は報告１件と議案３件で、報告につきましては、地方自治法

施行令に基づく平成24年度東近江行政組合繰越明許費繰越決算書で救急医療特別会

計のうち、東近江地域医療センター整備事業費として繰り越されたものの報告であ

りました。 

 次に、議案第10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

の一部を改正する条例の制定について、および議案第11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一部を改正する条例の制定

については、東近江行政組合地域医療支援センターの開設時期が９月１日になるこ

とから、平成25年第１回組合議会定例会において可決した条例の施行日を「７月１

日」から「９月１日」に改められたものであります。 

 議案第12号、水槽付消防ポンプ自動車（Ⅱ型）１台の取得につき議決を求めるこ

とついて、一般競争入札により、東近江市の西澤自動車工業株式会社代表取締役、

西澤文男氏と3,853万5,000円で契約し、愛知消防署へ配置するものであります。 

 提案のあった３件については、質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成により原

案のとおり可決し、閉会となりました。 

 次に、平成25年第３回八日市布引ライフ組合議会臨時会が、去る７月16日開会さ

れました。 

 付議されました議案は１件で、７月１日付で専決処分された八日市布引ライフ組

合職員の給与の特例に関する条例の制定についての承認を求めるものであります。

提案理由は、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえて、組合職員の給与について

も減額支給するための条例の制定でありますが、質疑はなく討論に入り、２名の議

員から反対、賛成それぞれの討論が行われ、採決の結果、賛成多数で承認されまし

た。 

 次に、平成25年第２回中部清掃組合議会定例会が、去る８月26日に開会されまし

た。 
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 付議されました案件は、議案４件で、報告が１件ありました。議第８号および議

第９号は専決処分の承認であり、３月26日付の専決処分、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の数の減少および滋賀県市町村職員退職手当組合規

約の変更についてと、６月26日付の専決処分、中部清掃組合職員の給与の特例に関

する条例の制定についてであります。 

 議第10号、平成25年度中部清掃組合一般会計補正予算（第１号）は、公用車の自

動車事故による損害賠償の支払いに伴うものであり、議第11号は、平成24年度中部

清掃組合一般会計歳入歳出決算の認定についての提案でありました。 

 また、報第２号、専決処分の報告は、公用車の自動車事故による損害賠償額の確

定であります。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、全員賛成で可決、承認され、決算についても認定されました。ここで暫

時休憩となり、追加日程が４件ありました。 

 まず、空席となっていました副議長の選挙が行われ、議長の指名推選により、東

近江市選出の大橋保治議員が副議長に当選されました。続いて、東近江選出の田郷 

正議長から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、近江八幡市選出の橋 博議員が議長に当選さ

れました。 

 次に、議第12号、中部清掃組合監査委員の選任について提案があり、竜王町選出

の若井敏子議員から辞職の申し出に伴い、その後任として、東近江市選出の大澤 貢

議員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。 

 以上で定例会の日程は全て終了し、閉会となりました。 

 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、事務局においてご

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、去る７月17日、全国町村議会議長会臨時総会が開催され、任期満了に伴う

役員選挙が行われ、私も昨年７月19日に副会長に就任させていただきましたが、今

回任期満了により副会長を退任させていただくことのご報告をいたします。 

 次に、滋賀県町村議会議長会第２回理事会が、去る７月25日に開会され、平成26

年度の県予算ならびに施策に関する要望の取りまとめについて協議を行うとともに、

今年度の広報研修会および町議会議員研修会の内容について検討いたしました。 

 また、任期満了に伴う役員選挙が行われ、会長には豊郷町の堀 常一議長が、副

会長には竜王町の蔵口嘉寿男議長が、監事には愛荘町の本田秀樹議長がそれぞれ当

選されました。このことによりまして、私は会長職を平成21年から２期にわたりま

して務めさせていただくことができました。今回の役員改選により退任することに

なりましたことをご報告し、皆様方には全国町村議会議長会副会長ならびに滋賀県
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町村議会議長会の会長在任中には何かとご協力いただきましたことに、この場をお

借りいたしまして深く感謝しますとともに御礼を申し上げたいと存じます。 

 次に、去る８月５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。 

 付議されました議案は、任期満了に伴う議長等の選挙が行われ、議長には村西俊

雄愛荘町長が、副議長には藤澤直広日野町長が再選され、組合長には堀 常一豊郷

町議会議長が、副組合長には蔵口嘉寿男竜王町議会議長が当選されました。監査委

員には三和郁子野洲市議会議長を選任することの提案があり、全員賛成で同意され

ました。 

 また、平成24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歳入歳出決

算の認定を求める議案が提案され、質疑なく、全員賛成で認定されました。 

 ８月22日には、滋賀県市町村職員退職手当組合議会臨時会が開催され、付議され

た案件は、任期満了に伴う議長等の選挙と２件の専決処分の承認ならびに監査委員

の選任同意でありました。選挙の結果、議長には清水日出夫高島市議会議長が、副

議長には私、杉浦和人日野町議会議長が当選し、監査委員には北川豊昭甲良町長、

的場収治米原市議会議長と識見を有する者として中桐 正氏がそれぞれ選任同意を

得られました。 

 次に、平成25年６月１日から平成25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、報告をいたします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第３ 議第59号から日程第19 議第75号まで、日野町教育委員会委員の任命

について、ほか16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20 報第７号から日程第24 報第11号まで、平成24年度日野町一般

会計継続費精算報告書ほか４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59号、日野町教育委員会委員の任命について。本案は、柚木記久

雄委員の任期が平成25年９月30日で満了するため、その後任として、石岡孝浩氏を

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25年10月１日から平成29年９月30日までの４年間とな

ります。 

 略歴を紹介させていただきます。石岡氏は、平成20年度に町ＰＴＡ連絡協議会副

会長として、また、平成22年度には必佐公民館実行委員長としてそれぞれご活躍い

ただくなど、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。さらに、
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日野町消防団員として第３分団の班長も務めていただいたところでございます。 

 ご同意のほどよろしくお願いをいたします。 

 続きまして、日程第４ 議第60号、町道の路線の認定について。本案は、主要地

方道土山蒲生近江八幡線から椿野台へ、バス路線として地域住民の生活に密着した

道路であることから、新たに路線の町道路線認定をいたしたく、道路法第８条第２

項の規定に基づき、本案を提出するものでございます。 

 日程第５ 議第61号、町道の路線の一部廃止について。本案は、中部清掃組合日

野清掃センターが日野町大字北脇１番地１に建設されたことにより、町道の路線の

一部が一般交通の用に供する必要がなくなったことに伴い、道路法第10条第２項の

規定により町道の路線の一部を廃止したく、同条第３項の規定に準用する同法第８

条第２項の規定に基づき、本案を提案するものです。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６ 議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２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２億6,475万9,000円を追加し、予算の総額を87億9,919万8,000円とするもので

ございます。今回の補正は、国・県補助金の決定に伴うもの、東近江行政組合日野

消防署の移転に伴う費用、公共施設の維持のために必要な修繕工事に係る費用、交

通安全対策や道路改良などの生活基盤整備に関する経費について、所要の予算措置

を講じるものでございます。 

 詳細をご説明いたします。お手元の議案、議第62号、平成25年度日野町一般会計

補正予算（第２号）に添付しております歳入歳出補正予算事項別明細書をご覧願い

ます。 

 まず、６ページ、７ページの歳入でございますが、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、１億9,338万2,000円を増額補正してお

ります。本年度の普通地方交付税につきましては、交付決定額が14億4,338万2,000

円となり、前年度決算に比べ、6,563万4,000円の増となりました。また、分担金及

び負担金につきましては、農林水産業費分担金で基幹水利施設管理事業分担金の増

額補正を、国庫支出金につきましては、民生費国庫補助金の子育て支援交付金の減

額補正をしております。県支出金については、民生費県補助金の子育て支援環境緊

急整備事業費補助金等の増額補正をしております。 

 ８ページ、９ページの繰入金につきましては、財政調整基金からの繰入額を減額

補正し、１億9,654万2,000円の繰り戻しを計上しております。繰越金につきまして

は、額の確定に伴い、前年度繰越金を増額補正するものでございます。 

 続きまして、10ページ、11ページからの歳出でございます。まず総務費でござい

ますが、財産管理費の財産管理事業で、東近江行政組合日野消防署の移転に伴う用



 

1-10 

地の取得、造成費用を新規に計上しております。また、交通安全対策費の交通安全

施設対策事業では、行政懇談会等でご要望いただきました区画線や防犯灯等の補修

費用や交通安全対策のための町道の区画線の工事費用を、また、通学路の防犯灯の

ＬＥＤ化工事を実施するための経費を増額補正しております。同じく街灯設置補助

事業につきましても、行政懇談会等での要望を踏まえ、街灯のＬＥＤ化に対する補

助申請に迅速に対応し、また、ＬＥＤ化を積極的に支援するため、補助金の増額補

正をしております。 

 次に民生費でございますが、児童福祉総務費の地域子育て支援事業では、子育て

交流広場「ぽけっと」や障害児学童保育所「ともだち」として活用しております旧

桜谷幼稚園の園舎に空調設備を設置する経費を増額補正しております。また、保育

所費のわらべ保育園運営事業におきましては、県補助金を活用し、保育士等処遇改

善臨時特例事業を実施するため、わらべ保育園運営事業費補助金を増額補正してお

ります。 

 12ページ、13ページの労働費では、勤労福祉会館費の勤労福祉会館運営事業にお

きまして、経年劣化により破損し、危険となった玄関前タイルを補修する経費を計

上しております。同ページの農林水産業費の農地費では、日野川基幹水利施設管理

事業におきまして、電気料の改定や、少雨による琵琶湖逆水の利用による電力使用

量の増に対応するため、基幹水利施設管理事業負担金を増額補正しております。 

 14ページ、15ページの商工費の商工振興費では、商店街基盤施設等整備事業にお

いて、国の商店街まちづくり事業を活用し、老朽化により危険となった街路灯の更

新を実施されます上野田商店街ひばりの会へ補助をするための経費を計上しており

ます。 

 同ページの土木費につきましては、道路新設改良費の町単独道路改良事業におい

て、町道野出山本線および町道大窪這上線の工事費や町道本町２号線の整備を実施

するための経費を増額補正しております。また、土木工事等補助事業につきまして

は、行政懇談会等の要望を踏まえ、補助金の増額補正をしております。 

 16ページ、17ページの消防費の消防施設費につきましては、地域の防災力強化の

ため、消防・防災設備補助金を増額補正しております。 

 同ページの教育費では、公民館費の地区公民館管理事業につきまして、各地区公

民館の修繕工事のための経費を増額補正しております。また、文化財保護費の埋蔵

文化財調査事業につきましては、日野消防署や公立保育所こばと園の整備予定地に

文化財が埋蔵されている可能性があることから、発掘調査に備えるための経費を増

額補正しております。 

 以上、平成25年度一般会計補正予算（第２号）の提案説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議をいただきますようお願いいたします。 
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 続きまして、日程第７ 議第63号、平成25年度日野町国民健康保険特別会計補正

予算（第１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3,213万円を追加し、予算の総額を22億1,297万7,000円とするものでございます。 

 今回の補正の主な内容は、前年度に交付された療養給付費等負担金の精算に伴う

償還金などでございます。 

 第１表の歳入につきましては、繰越金3,213万円を増額しようとするものでござい

ます。歳出につきましては、保健事業費18万1,000円、諸支出金3,194万9,000円をそ

れぞれ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８ 議第64号、平成25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920万1,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ15億

9,583万3,000円とするものでございます。今回の補正は、前年度の国庫支出金、支

払基金交付金、県支出金を精算するため、償還金を増額するものでございます。 

 第１表の歳入では、繰越金を920万1,000円増額し、歳出では、諸支出金を920万

1,000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９から19 議第65号から75号、平成24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24年度日野町

一般会計ほか各特別会計及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

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をいたします。 

 続きまして、日程第20 報第７号、平成24年度日野町一般会計継続費精算報告書。

本件につきましては、先に平成23年度から平成24年度にわたり継続する事業として

議決をいただきました町道北脇中在寺線（宮前橋）橋梁災害関連事業について、平

成24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21 報第８号、平成24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24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ご報告をするものでございます。 

 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、赤字額は生じておりませんので、比率
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は該当がございません。なお、町の早期健全化基準は14.66パーセントでございます。 

 次に、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全ての会計を対

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

は該当ございません。なお、本町の早期健全化基準は19.66パーセントでございます。 

 次に、実質公債費比率でございます。これは、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10.8パーセントとなっております。昨年度の比率は12.7パーセン

トでございましたが、本年度は1.9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。 

 次に、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74.1パーセン

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

17.4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、

今後も適切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24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22 報第９号、平成24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24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するものでございます。 

 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24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23 報第10号、平成24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。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年度事業の経営状況を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24 報第11号、平成25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25年度事業計画および収支予算ならび



 

1-13 

に資金計画を報告させていただくものでございます。よろしくお願いいたします。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

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24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いて、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24年度の各会計決算につきましては、去る７月５日から８月19日にかけ、曽

羽監査委員さんと蒲生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、

議会の認定を賜りたく、提案をさせていただいたものでございます。 

 なお、主要施策の成果ならびに審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９ 議第65号、平成24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24年度日野町一般会計・特別会計歳入歳出決算書および事項別明細書

127ページ、実質収支に関する調書をご覧下さい。 

 歳入歳出予算現額97億8,516万2,000円に対し、歳入総額86億1,552万493円、歳出

総額82億870万4,322円となり、歳入歳出差引額４億681万6,171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、２万2,000円は継続費逓次繰越額として、1,513万9,000円は繰越明許費

繰越額として翌年度に繰り越しすべき財源ですので、実質収支額は３億9,165万

5,171円となっています。 

 歳入総額につきましては、前年度に比べ４億8,883万4,452円、率にして5.4パーセ

ントの減、歳出総額でも、前年度比３億9,805万4,684円、率にして4.6パーセントの

減となっております。 

 なお、平成24年度予算におきましては、国政の政権交代後に経済対策を中心とし

た大型補正が成立したことに伴い、町でも国庫支出金や町債等を財源とした教育施

設・生活基盤等の整備のための補正予算約10億円を編成し、平成25年度に繰り越し

て対応しております。このため、これらを含む予算総額に対する歳入の収入率およ

び歳出の執行率につきましては当然低くなっておりますので、ご留意をよろしくお

願いいたします。 

 また、平成24年度におきまし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、日野

中学校給食施設整備事業や社会資本整備総合交付金事業による町道豊田中山線およ
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び町道野出山本線の歩道設置工事等を実施することができました。また、東日本大

震災を教訓として、災害対策の拠点施設整備のため、緊急防災・減災事業により役

場庁舎耐震補強工事に着手しました。あわせて、将来の財政健全化に向け、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への繰出金により、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下さい。 

 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数は、事項別明細書を

見開きいただきまし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ページ第１款・町税でございますが、32億2,609万8,082円を収入いたし

ました。対前年度比約２億円、率にして5.9パーセントの減となりました。 

 そのうち、固定資産税が３年ごとの評価がえに伴い、約１億3,500万円の減となり

ました。内訳としましては、土地家屋分約１億2,000万円、償却資産分約1,500万円

の減となっています。また、町民税では約6,400万円の減となっています。内訳とし

ましては、個人町民税は税制改正による年少扶養控除廃止により約5,500万円の増と

なりましたが、法人町民税が約１億2,000万円の減となっています。法人町民税は、

町内主要企業の業績が一定回復し、税収も上向くものとの観測もありましたが、そ

れに反して大幅な減となりました。軽自動車税では約50万円の増、たばこ税は、健

康志向の高まりもあって約200万円の減となりました。町税全体の調定額に対する収

納率は95.6パーセントで、約１億3,000万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をしてまいります。 

 なお、地方税法の規定に基づき、1,861万5,323円を不納欠損として処理いたして

おります。 

 第２款・地方譲与税は、8,750万3,120円を収入し、対前年度比約620万円、率にし

て6.7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92万円、率にして11.4パーセント減の716

万9,000円を収入いたしました。 

 第４款・配当割交付金は、503万円を収入し、対前年度比約18万円、率にして3.7

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、130万7,000円を収入し、対

前年度比約17万円、率にして15.8パーセントの増となりました。 

 次に第６款・地方消費税交付金は、１億9,390万6,000円を収入し、対前年度比111

万円、率にして0.6パーセントの減となりました。 
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 次の第７款・ゴルフ場利用税交付金は、利用者の減少が影響し、7,619万280円を

収入し、対前年度比約530万円、率にして6.5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、3,377万7,000円を収入し、対前年度比約700

万円、率にして26.1パーセントの増となりました。これは、低公害車や低燃費車の

エコカー減税終了に伴い、増となったものでございます。 

 第９款・地方特例交付金は、1,256万8,000円を収入し、対前年度比約2,370万円、

率にして65.4パーセントの大幅な減となりました。これは、児童手当および子ども

手当特例交付金および自動車取得税減税分の補填が終了し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、15億7,056万7,000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、地方交付税総額が確

保されました。しかしながら、普通交付税の算定においては町民税法人税割の増収

見込みによる基準財政収入額の増加により交付税額が減少することとなり、普通交

付税では対前年度比で約１億400万円、率にして7.0パーセントの減の13億7,774万

8,000円の収入となりました。特別交付税では、対前年度比で約1,200万円、率にし

て6.1パーセントの減の１億9,281万9,000円を収入しました。なお、普通交付税に臨

時財政対策債を含めた総額は、対前年度比約１億800万円、率にして5.4パーセント

の減となっています。 

 次の第11款・交通安全対策特別交付金は、258万8,000円を収入し、対前年度比で

約19万円、率にして7.0パーセントの減となりました。 

 次に18ページ、第12款・分担金及び負担金は、２億4,762万5,700円を収入し、対

前年度比約5,000万円、率にして25.8パーセントの増となりました。これは農業体質

強化基盤整備促進事業繰越明許分に係る分担金収入が増となったことが主な要因で

ございます。そのほか、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

負担金等が主な収入となっています。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・使用料及び手数料

についてでございます。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。使用料及び手数料全体では、対前年度比約130万円、率にして1.8パーセント

減の7,569万4,583円を収入いたしました。なお、行政財産目的外使用料と表記して

あるものにつきましては、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きまし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26ページにかけましての第14款・国庫支出金は、児童手当交
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付金約２億3,000万円、農業体質強化基盤整備促進事業補助金１億2,500万円を新規

に収入しましたが、子ども手当交付金約２億8,200万円の減、社会資本総合整備交付

金が前年度繰越明許費と合わせて約１億2,600万円の減などにより、国庫支出金全体

では７億7,402万9,576円を収入し、対前年度比約4,800万円、率にして5.9パーセン

トの減となりました。なお、予算のうち約４億円につきましては、平成25年度への

繰越事業費繰越財源充当額としております。 

 次に、26ページからの第15款・県支出金です。県支出金においては、障害者自立

支援給付費負担金および児童手当交付金の県負担金が合わせて約6,400万円が増額

となりましたが、緊急雇用創出特別対策事業・ふるさと雇用再生特別対策事業の縮

小、廃止などにより、県支出金全体では対前年度比約１億4,500万円、率にして22.0

パーセントの減の５億1,464万6,479円の収入となりました。 

 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、1,432万1,483円を収入し、対前年度比約3,000万円、率に

して68.2パーセントの減となりました。 

 38ページの第17款・寄附金は、774万9,350円を収入し、対前年度比約9,500万円、

率にして92.5パーセントの減となりました。多くの皆様からいただきましたまちづ

くり応援寄附金などでございます。 

 次の第18款・繰入金では、基金繰入金として対前年度比約8,600万円減の１億4,480

万4,000円を収入しました。平成23年度に行った地方債の繰り上げ償還のための減債

基金繰入金が、24年度はなかったことが減額の主な要因でございます。また、中学

校給食施設整備事業のため、教育施設整備資金積立基金から9,101万4,000円を繰り

入れております。 

 38ページの第19款・繰越金は、前年度繰越金および繰越事業費繰越金で、４億9,759

万5,939円を収入いたしています。 

 40ページの第20款・諸収入全体では、対前年度比約850万円減の１億1,153万9,901

円を収入しました。主なものは、40ページの小口簡易資金融資預託金元金収入のほ

か総務費雑入で、42ページになりますが、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、後期高齢者医療広域連合市町負担金過年度精算金、46ページに

移りまして、教育費雑入の町史頒布代などでございます。 

 次に48ページの第21款・町債ですが、役場庁舎耐震改修事業に係る緊急防災・減

災事業債、町道北脇中在寺線宮前橋の道路橋梁災害復旧事業債、農業体質強化基盤

整備促進事業に係る一般補助施設整備等事業債、中学校給食施設整備事業に係る学

校教育施設等整備事業債等、各事業の実施に伴うものおよび臨時財政対策債の借り
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入れでございます。全体では10億1,081万円の借り入れとなりました。対前年度比２

億3,557万8,000円、率にして30.4パーセントの増となりました。予算のうち約９億

円につきましては、平成25年度への継続費および繰越事業費繰越財源充当額として

おります。 

 続きまして、歳出でございます。まず50ページの第１款・議会費ですが、9,062

万9,157円の支出となり、対前年度比約1,500万円、率にして14.4パーセントの減と

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

金が前年に比べて減となったことによるものでございます。執行率は99.4パーセン

トでございます。 

 次に第２款・総務費です。総務費全体では８億7,600万5,479円の支出となり、対

前年度比約４億2,300万円、率にして32.6パーセントの減となりました。その主な要

因は、平成23年度の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

金積立金の減によるものです。執行率は、継続費の逓次繰り越しの関係により77.6

パーセントとなっています。 

 財産管理費は54ページから56ページにわたりますが、まず庁舎等施設管理事業で

は、東日本大震災を教訓として災害対策の拠点施設の整備のため、耐震強度が不足

する役場庁舎の耐震補強工事を平成25年度までの継続費の設定により着手していま

す。また、後年度の財政健全化に向け、減債基金の積み立てを行いました。 

 次に、56ページからの企画費では、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。 

 自治振興費では、小野区の公園整備に対してコミュニティー助成事業補助を行い

ました。 

 58ページからの交通安全対策費の交通安全施設対策事業では、通学路安全確保の

ために、歩車道分離のグリーンベルト設置工事等を実施しました。 

 次に、62ページからの選挙費の主なものは、日野町長選挙、衆議院議員総選挙等

の執行経費でございます。 

 次に、66ページからの第３款・民生費です。民生費全体では、対前年度比約6,100

万円、率にして2.7パーセントの増の23億2,151万3,308円を支出しました。執行率は

97.6パーセントとなっています。 

 まず、社会福祉総務費では、社会福祉事務事業において都市開発基金により先行

取得をしておりました旧福祉ゾーン内の土地について、買い戻しにより精算をいた

しております。そのほか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となっています。 

 68ページからの老人福祉費では、70ページになりますが、介護保険特別会計繰出

金を、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
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療特別会計繰出金を、障害者福祉では障害者自立支援事業や障害者地域生活支援事

業を、72ページですが、福祉医療費給付費では県単独･町単独福祉医療費助成事業な

どを実施しています。 

 次に74ページの児童福祉総務費では、児童健全育成事業で各学童保育所への運営

補助を行い、76ページになりますが、保育所費の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引き続き実施しました。 

 次に児童措置費では、子ども手当支給事業から再度移行した児童手当支給事業を

実施し、ゼロ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５億8,748万9,672円の支出で、対前年

度比約1,700万円、率にして3.0パーセントの増となりました。これは、主に中部清

掃組合の炉の管理費増加に伴う負担金の増によるものでございます。執行率は95.8

パーセントとなっています。 

 保健衛生総務費では、78ページの母子保健事業、妊婦健診の全額公費負担を実施

するとともに、子どもを望まれる夫婦への不妊治療費補助を新たに実施しました。

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、

80ページですが、水道事業における給水車が老朽化したことから、更新に係る経費

を繰り出しています。 

 予防費では、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。 

 82ページの清掃総務費では、八日市布引ライフ組合負担金、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、82ページの第５款・労働費は、3,078万3,973円の支出となりました。対前年

度比約１億1,700万円、率にして79.3パーセントの減となりました。執行率は98.1

パーセントでございます。減額の主な要因は、平成21年度から雇用・失業対策とし

て実施しておりました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、国の事業縮小により、ふるさと雇用再生特別対策事業は廃止、緊急

雇用創出特別対策事業も被災者対策分のみに縮小されたことによるものでございま

す。 

 次に84ページ、第６款・農林水産業費です。農林水産業費は７億4,482万486円の

支出となり、対前年度比約6,000万円、率にして8.8パーセントの増となりました。

増の要因は、県営日野川かんがい排水事業に係る償還負担金の繰り上げ償還分など

の減額要因はありましたが、国の平成23年度補正予算による農業体質強化基盤整備

促進事業を繰越明許費により実施したこと等によるものでございます。執行率は、

農業基盤整備促進事業の繰越明許費の関係で、74.7パーセントとなっています。 

 農業総務費では、86ページになりますが、補助金適正化法の期限が過ぎた豊田共



 

1-19 

同作業所等について、一定の改修を行った上で地元へ譲与いたしました。農業振興

費では、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では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るとともに、集落などが実施する箱わなによる駆除に対して

助成を行いました。 

 88ページの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

民泊受け入れにより、19の小中学校、海外２ヵ国４団体、合計2,949名の受け入れを

行いました。 

 また、農地費では、町内39集落137ヵ所の農道舗装工事等を実施しました農業体質

強化基盤整備促進事業のほか、日野川流域土地改良事業償還負担金、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。なお、農業集落排水事業特別会計

において、縁故地方債の繰上償還を行う費用の繰り出しを行っています。 

 92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、林業センター費では、林業センター屋根防水工事の負担金を支出しました。 

 次の94ページの第７款・商工費では、対前年度比約880万円、率にして7.6パーセ

ント増の１億2,445万5,805円の支出となりました。執行率は96.3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。 

 観光費では、観光協会に対する補助金のほか、観光資源としての曳山の修理や巡

行、各種観光イベント実施等に対する補助を行いました。 

 96ページの第８款・土木費です。土木費は８億392万6,320円の支出となり、対前

年度比約１億6,000万円、率にして16.7パーセントの大幅な減となりました。これは、

社会資本整備総合交付金事業等の減によるものでございます。執行率は、社会資本

整備総合交付金事業に伴う繰越明許費の関係で、87.6パーセントとなっています。 

 土木総務費では、98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。 

 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23年度からの繰

越明許費および平成24年度事業により、町道豊田中山線歩道設置工事等を行いまし

た。また、町道にかかる橋梁について長寿命化計画に基づき２橋の修繕を実施して

います。町単独道路改良事業では、町道深山口中央線ほか８線の改良工事を行いま

した。 
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 102ページの公園費では、大谷公園体育館のバスケットゴール等の改修工事を実施

しました。なお、公共下水道費において公共下水道事業の縁故地方債の繰上償還を

行うため、繰り出しを行っています。また、住宅管理費では、今後の公営住宅のあ

り方を含めた住生活基本計画を策定するとともに、西山団地の下水道接続工事等を

行いました。 

 次に第９款・消防費では、３億852万9,467円の支出となり、対前年度比約1,300

万円、率にして4.1パーセントの減となりました。執行率は97.5パーセントです。 

 104ページの常備消防費は、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。 

 消防施設費では、消防施設整備事業において中在寺区に防火水槽１基の設置、内

池東・蔵王区に小型動力ポンプの購入を各１台行いました。 

 災害対策費では、非常時の連絡手段である防災行政無線の屋外拡声器バッテリー

を交換しました。 

 次に、106ページからの第10款・教育費です。教育費全体では15億9,392万3,043

円の支出となりました。対前年度比約４億600万円、率にして34.2パーセントの増と

なりました。これは、繰越明許費による中学校給食施設整備事業によるものです。

執行率は、桜谷小学校大規模改修事業等の繰越明許費の関係で、65.1パーセントと

なっています。 

 まず教育総務費では、108ページになりますが、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、

発達障がい等に関する相談活動を行うとともに、全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、中学校給食施設整備事業で取り崩した教育施設整備

基金について、今後の教育施設改修等のために積み立てを行いました。 

 110ページの小学校費では、小学校管理運営事業で日野小学校、西大路小学校およ

び南比都佐小学校の体育館屋根改修工事、必佐小学校屋外便所改修工事等を行いま

した。また、小学校教育振興事業では、各小学校に電子黒板等のＩＴ教育機器の整

備等を行いました。 

 112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、建築

工事および厨房機器等を整備いたしました。 

 次に、社会教育費に移ります。114ページからの社会教育総務費で、116ページに

なりますが、子ども読書活動推進事業では、小学校へ派遣する司書２名を配置して、

読書活動を支援しました。公民館費の地区公民館活動事業では、各地区公民館にお

いて社会教育活動が活発に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、日野、西桜谷および東桜谷公民館の空調機取りかえ工事等を行いまし

た。 
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 次に、118ページからでございますが、文化財保護費の文化財保存事業では、里山

と文化財が織りなす地域資産再生事業としてシャクナゲ群落保全整備事業を実施し

ました。 

 120ページからの図書館費の図書館運営事業では、図書館管理システムの更新を行

っています。 

 また、122ページの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、冷暖房効率をよくするため、地下ピット内改修

工事を行いました。 

 町史編さん費では、『近江日野の歴史』第７回配本第３巻「近世編」を発刉いたし

ました。 

 124ページの第11款・公債費でございます。６億1,976万8,412円を支出し、対前年

度比約２億5,800万円、率にして29.4パーセントの大幅な減となりました。これは、

平成23年度に縁故債の繰り上げ償還を約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、１億685万9,200円を支出し、対前年度比約3,600

万円、率にして51.9パーセントの増となりました。平成23年５月の大雨により、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を平成23年度からの継

続費として施工したほか、熊野地区における県単独林道災害復旧工事でございます。 

 次の第13款・予備費の支出はございません。 

 130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、平成24年度中の増減および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24年度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。 

 続きまして、日程第10 議第66号、平成24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。決算書138ページからでございます。平成24年度日野町国民健康

保険特別会計は、歳入歳出予算現額22億5,811万2,000円に対し、収入済額22億3,158

万5,902円、支出済額21億1,466万6,897円となり、歳入歳出差引額は１億1,691万

9,005円となりました。 

 歳入につきましては、国の交付率の改正等により前期高齢者交付金が大幅増とな

ったこと、および医療費の増に伴い療養給付費等交付金、県支出金等の増により、

前年度と比べ増額となっております。 

 歳出につきましては、医療費が増嵩したことから、保険給付費が対前年度比11.3

パーセント、額にして約１億4,600万円の増となったほか、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比約10パーセントの増加となってい

ます。 
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 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ています。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11 議第67号、平成24年度日野町簡易水道特別会計歳入歳出

決算について。174ページからでございます。平成24年度日野町簡易水道特別会計は、

歳入歳出予算現額1,168万円に対し、収入済額1,138万4,232円、支出済額1,132万

3,965円となり、歳入歳出差引額は６万267円でございます。水道使用料は、前年度

とほぼ同額の収入となっています。また、給水人口は83人、年間給水量は9,136立米

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68号、平成24年度日野町住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算について。186ページでございます。平成24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236万4,000円に対し、収入済額261

万1,743円、支出済額236万623円となり、歳入歳出差引額は25万1,120円になりまし

た。貸付償還金につきましては、借り受け人より毎月納入していただいており、平

成24年度中の収入額は210万7,055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13 議第69号、平成24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。198ページからでございます。平成24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９億9,182万7,000円に対し、収入済額９億3,558

万5,777円、支出済額９億3,536万1,813円となり、歳入歳出差引額は22万3,964円に

なりました。平成24年度は、曙、椿野台、五月台で管渠工事を実施いたしました。

曙、椿野台では、平成25年２月より全地域において供用開始しております。 

 歳入では、公共下水道受益者負担金が4,268万8,500円となりました。下水道使用

料は１億9,200万5,538円、前年度に比べ732万6,688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7,640万円でございます。 

 一般会計繰入金は４億2,961万円、繰越金は43万5,139円、町債は１億9,410万円と

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、起債の償還金でございます。また、償還金のうち繰上償還につきまして

は、将来の財政健全化に向けて実施したものでございます。 

 なお、平成24年度末の下水道整備区域内における水洗化人口は１万2,154人となり、

前年度に比べ347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14 議第70号、平成24年度日野町農業集落排水事業特別会計
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歳入歳出決算について。214ページからでございます。平成24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２億9,663万9,000円に対し、収入済額２億

3,523万7,726円、支出済額２億3,514万7,874円となり、歳入歳出差引額は８万9,852

円となりました。歳入のうち、使用料につきましては4,830万2,390円となりました。

これは、各処理施設の維持管理費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5,186万3,122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。公債費は起債の償還

金でございます。また、償還金のうち繰上償還につきましては、将来の財政健全化

に向けて実施したものでございます。 

 なお、平成24年度末における９地区の供用率は95.7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。 

 日程第15 議第71号、平成24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。230ページからでございます。平成24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7,198万7,000円に対し、収入済額7,198万6,283円、支出済

額7,194万7,955円となり、歳入歳出差引額は３万8,328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て、利用者の能力に応じたきめ細か

なサービスを提供し、指定管理者制度の指定から７年が経過しました。 

 平成24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6,543万1,488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。使用料及び手数料は２万220円、

財産収入が10円、繰入金が648万9,000円、繰越金が４万5,565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656万5,467円、公債費は前年

度と同じ6,538万2,488円でございます。また、施設の効率的かつ効果的な管理運営

に資することを目的として、町有財産を医療法人社団昴会に有償譲渡する契約を締

結いたしました。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、町民の皆さんが安心して利用することができる施設となるよう支援してま

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16 議第72号、平成24年度日野町介護保険特別会計歳入歳出

決算について。242ページからでございます。平成24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15億8,773万1,000円に対し、収入済額15億8,889

万3,136円、支出済額15億6,180万5,108円となり、歳入歳出差引額は2,708万8,028

円となりました。本年度は第５期介護保険事業計画の初年度として、計画に基づく

介護予防を含む諸事業を実施したところです。 

 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。
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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

で一般会計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24年度で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

利用が多くなるとともに、特別養護老人ホーム等への施設入所者が増加し、介護サ

ービス等諸費が前年度を上回り、保険給付費全体では対前年度比4.5パーセント、額

にして約6,300万円の伸びとなっています。 

 地域支援事業費では、要介護・要支援状態にならないための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、高齢者の日常生活や権利、高齢

者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510万9,000

円に対し、収入済額478万5,929円、支出済額445万6,122円となり、歳入歳出差引額

は32万9,807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

て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17 議第73号、平成24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。290ページからでございます。平成24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２億1,461万8,000円に対し、収入済額２億1,534

万5,292円、支出済額２億1,210万7,258円となり、歳入歳出差引額は323万8,034円に

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

の保険料軽減分としての保険基盤安定繰入金および事務費の繰入金が主なものでご

ざいます。なお、平成24年度に保険料が改正されたことに伴い、前年度決算と比較

して、後期高齢者医療保険料が約15.8パーセントの増加となりました。 

 歳出につきましては、歳入しました保険料および保険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

が主なものでございます。 

 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18 議第74号、平成24年度日野町西山財産区会計歳入歳出決
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算について。300ページからでございます。平成24年度日野町西山財産区会計は、歳

入歳出予算現額270万1,000円に対し、収入済額269万2,814円、支出済額258万8,298

円となり、歳入歳出差引額は10万4,516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。ご審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 以上で、平成24年度日野町一般会計ほか各特別会計の決算の提案説明といたしま

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） 引き続いて、企業出納員の上下水道課長からの説明を求めます。 

 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19 議第75号、平成24

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24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及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６億5,727万2,000円に対して、決算額６億5,380万7,457

円となりました。決算額の対前年度比は、4.1パーセントの増となりました。このこ

とは主に、高料金対策補助の対象となったことから補助金収入が得られたことによ

るものと、新規加入者が３団地拡張工事に伴い増加し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５億9,338万7,000

円に対して、決算額５億6,309万8,401円となりました。決算額の対前年度比は、1.0

パーセントの減となったところでございます。このことは主に、固定資産除却費が

減少したことによるものでございます。 

 主な支出は、滋賀県湖南水道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及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がえ工事、老朽に伴う配水管の更新およ

び災害復旧工事、また、給水車１台を購入しております。 

 収入の部の第１款・資本的収入は、予算額１億2,427万5,000円に対して、決算額

１億2,984万2,361円となり、決算額の対前年度比は15.9パーセントの減となりまし

た。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

水管布設がえ事業の減により、国庫補助金、出資金、企業債が減額となったことに
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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・資本的支出は、予算額２億8,994万2,000

円に対して、決算額２億5,247万7,097円となり、決算額の対前年度比は18.2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がえ

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

支出額に対して１億2,263万4,736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及び地方消費税資本的収支調整額で補填いたしました。

補填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。先にご説明申し上げま

した決算報告につきましては、消費税及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、消費税及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５億9,559万9,324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168万39円の増となりました。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５億1,947万8,954円となりました。

その結果、営業利益は7,612万370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

2,873万8,010円となり、４の営業外費用は、企業債償還利息などで2,190万9,031円

となりました。その結果、営業外利益は682万8,979円となりました。 

 当年度純利益は8,294万9,349円となり、前年度繰越欠損金３億1,146万922円と差

し引きし、当年度未処理欠損金は２億2,851万1,573円となりました。 

 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３億1,146万922円に（３）の当年

度純利益8,294万9,349円を差し引きし、当年度未処理欠損金は２億2,851万1,573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、宮前橋水管橋災害復

旧事業などで724万8,000円を受け入れております。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4,273万4,525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28億6,348万9,927円となりました。 
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 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２億2,851万1,573

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35億482万7,819円となっております。 

 ２の流動資産合計は７億9,172万7,052円となり、資産合計は42億9,655万4,871円

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１億5,040万7,955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15億1,116万8,562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26億3,497万8,354円となり、資本金と剰余金

を合わせた資本合計は41億4,614万6,916円となりました。負債資本の合計は42億

9,655万4,871円となり、８ページの資産合計と合致しております。 

 10ページ以降は、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い

たしております。 

 以上、平成24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、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を終わります。 

 次に、平成24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24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、地方公営企業法、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定

により、町長から審査に付されました平成24年度日野町一般会計歳入歳出決算およ

び日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算ほか８件の特別会計ならびに日野町水

道事業会計決算の11会計の決算審査を、去る７月、８月にかけての７日間にわたり

まして、蒲生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、さらには事項別明細書、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
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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、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いました。 

 その結果、平成24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に

ついて、関係諸帳簿をはじめ、審査のために提出されました決算関係資料と照合し

た結果、全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、その他前年度との比較、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ございますので、ご高

覧をいただきたいと存じます。 

 平成24年度は、第５次日野町総合計画がスタートして２年目となりましたが、予

算編成では重点施策を設定し、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が、決算においては全体的に不用

額が多く、実質収支比率を上げる要因となっています。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１億4,700万円、

率にして11.3パーセントの大きな伸びとなりましたが、国の制度改革により、前期

高齢者交付金が前年度と比較して約１億3,800万円、率にして31.8パーセントの増と

なったことから、単年度収支は3,075万9,170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、町民に対しま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。 

 次に、水道事業会計においては、高料金対策補助の対象と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、8,294万9,349円の経常利益とな

りました。昨年度に引き続いて大きな経常利益を得られたところでありますが、次

年度からは、本年１月に施行されました水道使用料の引き下げの影響が考えられる

ことから、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向けて、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、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収入未済額は、対前年度比約2,700万円、率にして7.8パーセン

トの減になりましたが、平成24年度末の収入未済額合計は約３億2,300万円となって
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おります。横断的な組織を立ち上げ、より有効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24年度決算審査の報告とさせていただきます。 

 平成25年９月２日、監査委員 曽羽松司、蒲生行正。 

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、本日の日程は全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３日から９月11日までは、議案熟読

のため休会とし、９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。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 １０時５１分－ 


