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第１回日野町議会定例会会議録 

 

平成２６年３月３日（第１日） 

開会  ９時１４分 

散会 １１時０２分 

 

１．出席議員（１２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 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

 ８番  小 林  宏 （欠席）    

 

３．会議録署名議員 

 ５番  蒲 生 行 正   ９番  西 澤 正 治 

 

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（１５名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  平 尾 義 明 

 教 育 長  奥 村  薫  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     

 

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 



1-2 

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 １号 日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱に

ついて 

 〃  ４ 議第 ２号 日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱に

ついて 

 〃  ５ 議第 ３号 日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱に

ついて 

 〃  ６ 議第 ４号 日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱に

ついて 

 〃  ７ 議第 ５号 日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱に

ついて 

 〃  ８ 議第 ６号 日野町附属機関設置条例の制定について 

 〃  ９ 議第 ７号 日野町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 〃 １０ 議第 ８号 日野町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定

について 

 〃 １１ 議第 ９号 日野町使用料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 〃 １２ 議第１０号 日野町特別会計設置条例の一部を改正する条例の制

定について 

 〃 １３ 議第１１号 日野町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の

制定について 

 〃 １４ 議第１２号 日野町社会教育委員条例の一部を改正する条例の制

定について 

 〃 １５ 議第１３号 平成２５年度日野町一般会計補正予算（第７号） 

 〃 １６ 議第１４号 平成２５年度日野町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号） 

 〃 １７ 議第１５号 平成２５年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第

１号） 

 〃 １８ 議第１６号 平成２５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） 

 〃 １９ 議第１７号 平成２５年度日野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号） 
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 〃 ２０ 議第１８号 平成２５年度日野町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号） 

 〃 ２１ 議第１９号 平成２５年度日野町介護老人保健施設特別会計補正

予算（第２号） 

 〃 ２２ 議第２０号 平成２５年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

３号） 

 〃 ２３ 議第２１号 平成２５年度日野町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号） 

 〃 ２４ 議第２２号 平成２５年度日野町水道事業会計補正予算（第２号） 

 〃 ２５ 議第２３号 平成２６年度日野町一般会計予算 

 〃 ２６ 議第２４号 平成２６年度日野町国民健康保険特別会計予算 

 〃 ２７ 議第２５号 平成２６年度日野町簡易水道特別会計予算 

 〃 ２８ 議第２６号 平成２６年度日野町公共下水道事業特別会計予算 

 〃 ２９ 議第２７号 平成２６年度日野町農業集落排水事業特別会計予算 

 〃 ３０ 議第２８号 平成２６年度日野町介護保険特別会計予算 

 〃 ３１ 議第２９号 平成２６年度日野町後期高齢者医療特別会計予算 

 〃 ３２ 議第３０号 平成２６年度日野町西山財産区会計予算 

 〃 ３３ 議第３１号 平成２６年度日野町水道事業会計予算 

 〃 ３４ 報第 １号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更につ

いて（日野町役場庁舎耐震補強その他（電気設備）

工事）） 

 〃 ３５ 報第 ２号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更につ

いて（日野町立日野中学校空調機設置工事）） 

 〃 ３６ 報第 ３号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更につ

いて（日野町立必佐小学校空調機設置工事）） 

 〃 ３７ 報第 ４号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更につ

いて（日野町立日野小学校空調機設置工事）） 

 〃 ３８ 報第 ５号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更につ

いて（日野町立桜谷小学校給食室改築工事）） 
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会議の概要 

－開会 ９時１４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12名であります。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26年第１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（藤澤直広君） 議員の皆様方、おはようございます。開会にあたりまして、一

言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、平成26年第１回定例会にご出席を賜り、厚くお礼申し上げます。議員の皆

様方におかれましては、日々ご壮健で、議員活動にご精励いただいておりますこと

に深く敬意を表します。 

 さて、冬季オリンピック・ソチ大会は熱い戦いと多くの感動を残して閉幕いたし

ました。町内では昨年の６月から「伊藤みき選手応援実行委員会」が発足し、町民

と地域が一体となって応援する機運を盛り上げていただきました。けがで棄権とい

うご本人にとっては悔しい結果でございましたが、多くの皆さんから温かいご声援

をいただきましたことに対し、厚くお礼を申し上げます。けがの一日も早い回復と、

また、元気で力強い滑りが見られることを期待し、これからも応援をしたいと思い

ます。 

 今年も「日野ひなまつり紀行」が町なかでは開催されております。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計画されて

おります。先週からは春らしい日が続き、多くのお客様が町なかを散策し、日野町

での一日を楽しんでおられます。年々工夫を重ねられ、開催されている関係者の皆

さんのご努力に心より感謝を申し上げるところでございます。 

 また、３月は卒業の季節でございます。１日は日野高校をはじめ県内の高等学校

で卒業式が行われました。日野中学校は11日に197人の生徒が卒業し、新たな門出を

迎えます。各小学校では19日に、207人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心豊かに育ってくれることを願うものでございま

す。 

 間もなく３．11から３年がたとうとしております。被災地は厳しい状況が続いて

おります。特に福島第一原発では、区域内にあるタンクから高濃度の放射能汚染水

があふれ出すなど、依然として事故の収束とはかけ離れた状況にあります。原発事

故により避難を余儀なくされた人々は、家族や地域がばらばらになり、再建の見通
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しが立っておりません。自然、環境、地域、人が豊かさを回復していくことが復興

であり、地域で普通に暮らせることができるように国としての責任を最大限発揮し

てほしいと思います。 

 さて、国の新年度予算が衆議院を通過いたしました。補正予算と合わせると100

兆円を超える大型予算ですが、４月からの消費税増税により、消費が減退し、国民

の暮らしも経済も停滞するのではないかと危惧がされています。また、消費税増税

は、低所得者ほど負担が大きいことから、ますます格差と貧困が拡大することが懸

念されます。一方で、震災復興の財源に充てる特別法人税を前倒しして廃止するこ

ととされました。企業を優遇しても雇用や賃金を直接改善するものではありません。

国民の所得を増やし、暮らしも経済も立て直すことこそ大切ではないかと思います。 

 さて、ＴＰＰ交渉ですが、合意のめどが立たないと報道されています。食の安全・

安心、国民皆保険制度、ＩＳＤ条項など日本の根本にかかわる問題が国民合意のな

いまま秘密裏に交渉されてきましたが、当初から指摘してきたことが課題になって

いるようであります。「漂流」とも表現されていますが、気を抜くことなく、引き

続き注視する必要があると思います。 

 また、集団的自衛権をめぐる憲法解釈について、これまでの考え方を変えようと

いう動きがあります。これは、憲法の三権分立の原則をないがしろにするものであ

り、立憲主義の根本を崩すものであると思います。改めて、戦後、民主主義国家と

して国際社会に復帰した原点をしっかりと確認し、自由と平和を愛する文化国家と

して世界の国々と信頼関係を築くことが必要ではないかと思います。 

 さて、本議会に提案させていただいております当初予算ですが、82億5,900万円と

なり、前年度当初比１億8,100万円の減額となりました。昨年度計上いたしておりま

した「リスタあすなろ」の譲渡に伴う経費約６億7,000万円を考慮すると、実質的に

は増額となります。これは、平成24年度、国の補正予算に伴う「地域の元気臨時交

付金基金」から全額約３億3,000万円を繰り入れて、普通建設事業を実施することな

どが要因でございます。具体的には、大谷公園整備事業としてグラウンドゴルフ場

等の増設整備、保育所こばと園整備事業、旧山中邸整備事業、学童保育所「太陽の

子」の増設事業、日野幼稚園、必佐小学校の改修、町単独道路改良事業などを行い

ますほか、中学校に太陽光発電設備を設置したいと考えております。 

 また、子どもの医療に係る福祉医療費助成を通院について小学校３年生まで拡大

すること、さらには、町立図書館から学校図書室への司書派遣の増員、第一分団日

野地区の消防車の更新、県内６町で共同して取り組む自治体クラウド事業に要する

経費などを計上いたしております。 

 また、昨年の台風18号の災害復旧工事に要する経費について今年度も補助をする

ことといたしております。また、継続的に実施しております太陽光発電システム設
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置補助事業や住宅リフォーム促進事業、さらには、防犯灯ＬＥＤ化などに要する経

費を計上いたしております。また、３月補正予算において、国の補正予算を活用し、

農業基盤整備促進事業約１億3,000万円を計上したところでございます。 

 それぞれの事業について、町民の皆さんのニーズに応えるよう努力をしてまいっ

たところでございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 本定例会には、条例の制定をはじめ、平成25年度補正予算案、平成26年度予算案

など、議案32件と報告５件を提案させていただきました。各議案に関しまして、十

分なるご審議をいただき、適切なるご採択を賜りますようお願い申し上げまして、

開会にあたりましてのご挨拶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、５番 蒲生行正君、

９番 西澤正治君を指名いたします。 

 日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から３月26日までの24日間にいたし

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。 

 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、平成25年第５回東近江行政組合議会定例会が昨年12月26日に開会されまし

た。付議されました議案は、議案第18号、平成25年度東近江行政組合一般会計補正

予算（第１号）の１件で、繰越金を財源とした燃料費や光熱水費などの増額補正で

あり、質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決され、定例会の

日程を全て終了し、閉会となりました。 

 次に、平成26年第１回八日市布引ライフ組合議会定例会が去る２月24日に開会さ

れました。付議されました議案は、議案第１号、平成25年度八日市布引ライフ組合

一般会計補正予算（第２号）および議案第２号、平成26年度八日市布引ライフ組合

一般会計予算であります。平成25年度の補正予算は、旧近江八幡市の受託業務終了

に伴う事業収入の減額や近江八幡市からの特別負担金の入金などであり、また、平

成26年度一般会計予算の総額は６億1,160万6,000円となり、前年度と比較し、3,878
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万8,000円の減額で、率にして６パーセントの減となっています。以上２議案が一括

提案され、質疑、討論なく、それぞれ全員賛成で原案のとおり可決され、定例会の

日程を全て終了し、閉会となりました。 

 次に、平成26年第１回中部清掃組合議会定例会が去る２月25日に開会されました。

付議されました議案は、議第１号、平成25年度中部清掃組合一般会計補正予算（第

３号）および議第２号、平成26年度中部清掃組合一般会計予算の２件と、能登川清

掃センターにおいて、ごみの搬入車輌を破損させたことによる損害賠償額を定める

ことについての専決処分の報告１件であります。平成25年度の補正予算は、職員の

給与削減に伴う各市町負担金の減額や繰越金の額の決定に伴うものなどであり、ま

た、平成26年度一般会計予算の総額は17億1,045万7,000円となり、前年度と比較し

て１億2,922万2,000円の増額で、率にして8.17パーセントの増となっています。以

上２議案については、質疑、討論なく、それぞれ全員賛成で原案のとおり可決され、

定例会の日程を全て終了し、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

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、滋賀県町村議会議長会第４回理事会が昨年12月25日に開催され、特に、構

成団体の平成26年度会費負担額について協議が行われました。滋賀県町村議会議長

会の財政運営は、構成団体が43町村から６町となった今、会費収入の減尐分を、経

費節減に努めながら財政調整基金の取り崩しで補塡するという苦しい状況でありま

す。このままでは、取り崩しをしている基金も３年から４年で枯渇するおそれがあ

ることから、平成26年度の会費を今年度と比較し、率にして50パーセントの増額を

することとし、それぞれの議長が執行側にお願いすることとなりました。日野町に

おいても、翌日、私の方から平尾副町長に状況を説明し、お願いを申し上げたとこ

ろであります。 

 次に、滋賀県町村議会議長会第５回理事会が去る２月12日に開催され、平成26年

度の事業計画や予算など６件の審議が行われ、原案のとおり可決されました。 

 また、同日２月12日には、平成26年滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合定

例会が開催されました。まず、議長選挙が行われ、伊藤定勉豊郷町長が当選されま

した。次に、議案第１号および議案第２号で、監査委員の選任同意を求める議案が

２件あり、知識経験者から専任される監査委員には、滋賀県町村会監事の竹山秀雄

竜王町長を、議会選出の監査委員には、野洲市議会議長の立入三千男議長を選任す

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。続いて、

議案第３号、平成26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、議案第４号、滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合財政調整基
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金の設置、管理および処分に関する条例の制定についての提案があり、全員賛成で

原案のとおり可決されました。 

 次に、平成26年第１回滋賀県市町村職員退職手当組合議会定例会が去る２月20日

に開催されました。付議された議案は３件で、議第１号、専決処分につき承認を求

めることについては、55歳を超える職員の昇給抑制を行うための「滋賀県市町村職

員退職手当組合職員の給与に関する条例」の一部改正であり、議第２号、平成25年

度滋賀県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算（第２号）および議第３号、平

成26年度滋賀県市町村職員退職手当組合一般会計予算が提案され、それぞれ全員賛

成で原案のとおり可決されました。また、副組合長の選挙が行われ、伊藤定勉豊郷

町長が当選されました。 

 次に、去る２月25日午前10時より、平成25年度第65回滋賀県町村議会議長会定期

総会が、嘉田滋賀県知事をはじめ、宇賀武滋賀県議会議長、伊藤定勉滋賀県町村会

会長などを来賓に迎え、琵琶湖ホテルにおいて開催され、私と西澤副議長、對中議

員が出席いたしました。会長挨拶に続き、全国町村議会議長会自治功労者の表彰の

伝達ならびに滋賀県町村議会議長会の表彰が行われ、日野町議会からは、私が全国

町村議会議長会自治功労者表彰を、滋賀県町村議会議長会自治功労者の特別功労者

表彰として對中議員が、また優良町村議会表彰を日野町議会が受賞しました。続い

て議事に移り、平成25年２月から平成26年２月までの会務報告と、平成24年度の一

般会計決算および特別会計決算、ならびに平成26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の鈴木副部長を助言者として迎え、議会運営

等に関する事例研究を行いました。 

 以上で議長公務の報告を終わります。 

 次に、平成25年12月１日から平成26年２月28日までの間に置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等のとおりであ

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。 

 次に、副町長より、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会の報告があります。副町

長。 

副町長（平尾義明君） 議長のお許しをいただきましたので、去る２月５日、滋賀県

庁北新館３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。 

 まず、議案審議の前に、伊藤定勉副議長から副議長の辞職願が提出され、同意さ

れました。このことから、「副議長の選挙」の追加議案が提出され、副議長の選挙

が行われました。選挙は、指名推選の方法により竜王町の竹山秀雄議員が副議長に
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選出されました。 

 次に、橋川広域連合長から「平成26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、条例案件２件、人事案件２件の計８件について議案が提

出されました。 

 まず、平成25年度一般会計および特別会計補正予算が提案され、一般会計補正予

算につきましては、554万円の減額補正で、その内容は、肺炎球菌ワクチン予防接種

費用助成を300万円増額するとともに、議会費や事務局運営費、保険基盤整備事業費

の所要額の精査により減額するものであります。 

 また、特別会計補正予算については、15億5,922万7,000円の増額補正で、その内

容は、これまでの給付実績をもとに今後の保険給付費を推計したところ、当初予定

を下回る見込みであることから約４億8,000万円を減額するとともに、想定外の医療

費増加に備えて国庫負担金約20億4,000万円が超過交付されることから、これを予備

費に措置するというものであります。 

 次に、第４期保険料率設定に伴う関係条例の改正案件でございます。 

 まず、保険料について所要の改正を行おうとするものであり、その改正内容は次

の４点です。１点目は、平成26・27年度の第４期保険料については、所得割率を100

分の8.73、均等割額を４万4,886円と定めるもので、被保険者１人当たりの平均保険

料額は年額で６万5,888円となり、前回の第３期保険料と比べると5.99パーセントの

引き上げ率となります。２点目は、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」の

改正に伴い、保険料の賦課限度額が引き上げられたことから、その額を57万円と定

めるものであり、３点目は、「同法律施行令」の改正に伴い、平成26年度から保険

料軽減対象の拡大を行うものであります。４点目は、平成26年度においても保険料

軽減の特例措置を継続するというものです。また、平成26年度における保険料軽減

措置を実施するための財源として、後期高齢者医療制度臨時特例基金を処分するこ

とができるよう所要の改正を行おうとするものであります。 

 次に、平成26年度の一般会計および特別会計当初予算が提案され、増加する医療

費に対応する保険給付費や、高齢者の健康づくりのための取り組み、医療費適正化

に要する経費などを計上し、この結果、平成26年度の一般会計当初予算総額は約１

億4,600万円、後期高齢者医療特別会計の総額は約1,395億9,400万円、広域連合全体

では約1,397億4,000万円となり、平成25年度に比べて約51億9,800万円、率にして3.9

パーセント増となっております。 

 以上６件について、質疑、討論なく、原案どおり可決されました。 

 次に、人事案件についてでありますが、公平委員会委員である野村正昭氏が３月

31日付をもって任期満了となることから、引き続き同氏を公平委員会委員として選

任することについて議会の同意を求める提案があり、同意されました。 
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 次に、村西俊雄副広域連合長が３月４日の任期をもって愛荘町長を勇退されます

ことから、広域連合規約の規定により同日付で副広域連合長の職を退かれることと

なり、その後任として伊藤定勉氏を副広域連合長に選任することについて議会の同

意を求める提案があり、同意されました。 

 以上が、定例会で可決、同意されたものでございます。 

 後期高齢者医療制度につきましては、今年度で６年を終えることとなり、年々定

着してきているところであります。昨年末に成立・交付された「持続可能な社会保

障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づき、持続可能な医療保

険制度等を構築するため、70歳代前半者に係る患者負担特例の見直しや高額療養費

制度の見直し、国保および後期高齢者医療の低所得者に対する保険料軽減措置の拡

充等について、現在見直しに向けた手続が進められております。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１号から日程第33 議第31号まで、日野町情報公開・個人情報保

護審査会委員の委嘱について、ほか30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34 報第１号から日程第38 報第５号まで、専決処分の報告につい

て（工事請負契約の変更について（日野町役場庁舎耐震補強その他（電気設備）工

事）、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。 

 まず、日程第３から第７、議第１号から議第５号、日野町情報公開・個人情報保

護審査会委員の委嘱について。本案は、委員の任期が平成26年３月31日で任期満了

となることに伴い、後任の委員を委嘱するものでございます。いずれも任期につき

ましては、平成26年４月１日から平成28年３月31日までの２年間でございます。 

 まず、議第１号は、石塚武志委員の後任の委員として、引き続き石塚武志氏を委

嘱するため同意を求めるものでございます。石塚氏は、現在、龍谷大学法学部に講

師として勤務し、公法学を専門とされておられ、適任者であると考えております。 

 議第２号は、本多滝夫委員の後任の委員として、引き続き本多滝夫氏を委嘱する

ため同意を求めるものでございます。本多氏は、現在、龍谷大学大学院法務研究科

に教授として勤務し、行政法を専門とされておられ、適任者であると考えておりま

す。 
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 議第３号は、吉田和宏委員の後任の委員として、引き続き吉田和宏氏を委嘱する

ため同意を求めるものでございます。吉田氏は、現在、京町法律事務所に弁護士と

して勤務しておられ、適任者であると考えております。 

 次に、議第４号は、端野とみ子委員の後任の委員として、新たに井上順子氏を委

嘱するため同意を求めるものでございます。井上氏は、昭和46年から36年間、郵便

局に勤務されておられ、現在は、守秘義務の課せられている統計調査員としてもご

活躍いただいており、適任者であると考えております。 

 議第５号は、西田三枝子委員の後任の委員として、新たに清水一江氏を委嘱する

ため同意を求めるものでございます。清水氏は、日野町役場に昭和48年から32年間

勤務され、現在は甲賀市デイサービスセンターに勤務されています。行政経験も豊

富であり、適任者であると考えております。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第８ 議第６号、日野町附属機関設置条例の制定について。本

案は、地方自治法第138条の４第３項の規定に基づき、その担任する事務について、

調査、審議などを行う日野町の附属機関を設置するため、本案を提出するものでご

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９ 議第７号、日野町財産の交換、譲与、無償貸付等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について。本案は、寄附等により町名義となっ

ている財産を、地縁による団体であって認可を受けた団体へ譲与できるようにする

ため、地方自治法第237条第２項の規定に基づき、譲与に必要な事項を追加するもの

でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第10 議第８号、日野町手数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、滋賀県知事の権限に属する事務の特例に関する条例にお

いて、日野町が処理している事務のうち、火薬類取締法に基づく事務が東近江行政

組合へ移管されることから、日野町手数料徴収条例における当該規定を削除するも

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11 議第９号、日野町使用料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて。本案は、日野町公民館使用料および日野町農業構造改善センターの使用料に

ついて、館長または所長が必要と認める場合に限り、１時間単位での使用を可能と

するための改正等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。 

 日程第12 議第10号、日野町特別会計設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて。本案につきましては、日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計を設置してお

りましたが、その役割を終えましたことから、同特別会計の廃止を行うため、日野

町特別会計設置条例の一部を改正しようとするものです。また、日野町住宅新築資
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金等貸付事業基金条例もあわせて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13 議第11号、日野町福祉医療費助成条例の一部を改正する

条例の制定について。本案は、子育て家庭に対する支援の一環として、小学校１年

生から３年生の通院時の医療費助成を新たに実施するため、福祉医療費助成条例の

一部を改正するものです。子どもたちと子育て世代をサポートするため現物給付に

よる助成を行いますが、一部自己負担をお願いすることとしております。また、小

学校１年生から３年生の入院時の医療費について、これまでの償還払いから現物給

付に変更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。 

 次に、日程第14 議第12号、日野町社会教育委員条例の一部を改正する条例の制

定について。本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律」の制定・公布に伴い、これまで社会教育法で

定められていた社会教育委員の委嘱の基準を町の条例で定めるものでございます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第15 議第13号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第７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8,998万9,000円を追加し、予算の総額を95億861万8,000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、国の補正予

算に伴う事業費の増が主なものでございます。 

 詳細をご説明いたします。12ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書をご覧

下さい。 

 歳入でございますが、14、15ページの町税では、法人町民税の均等割および法人

税割について、税収増が見込まれることから増額補正をしております。地方譲与税

から地方特例交付金につきましては、本年度の収入見込みに応じた増減の補正を計

上しております。分担金及び負担金につきましては、国の補正予算に伴い実施しま

す農業基盤整備促進事業の分担金の増額等を補正しております。 

 16、17ページの使用料及び手数料につきましては、各種料金収入の見込みに応じ

た増減の補正を計上しております。 

 また、16から19ページにかけての国庫支出金につきましては、農業基盤整備促進

事業補助金の増額補正を計上するほか、各種国庫補助金の精算見込みに伴う補正や、

12月補正予算により、各事業の充当財源として計上しておりました「地域の元気臨

時交付金」について、各事業費の執行見込みに応じた財源の補正を計上しておりま

す。 

 18から23ページにかけての県支出金につきましては、各事業の精算に伴う県補助

金等の増減のほか、国から県に対して交付された「地域の元気臨時交付金」を原資
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として、新規に県に創設された「滋賀県地域の元気臨時交付金」の計上に伴う財源

の補正を計上しております。 

 22、23ページの財産収入につきましては、町有財産の売却に伴う土地売払収入を

増額補正しており、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。

ご寄附をいただきました皆様に感謝しているところでございます。 

 24、25ページの繰入金につきましては、財源不足に対応するため、取り崩してお

ります財政調整基金繰入金の減額補正および介護老人保健施設「リスタあすなろ」

の資産譲渡に伴う町債の繰上償還の財源として、取り崩しております減債基金繰入

金の減額補正をするものでございます。また、今年度限りで廃止する住宅新築資金

等貸付事業特別会計の残余金について、特別会計繰入金として計上しております。

諸収入につきましては、滋賀県市町村振興協会交付金などを新規に計上しておりま

す。 

 26、27ページの町債では、現在実施しております東近江行政組合日野消防署の移

転に伴う経費の財源として、他の事業債と比較して財源的に有利な緊急防災・減災

事業債を計上する一方、交付税算入の見込めない社会福祉施設整備事業債を減額す

るなど、各事業に応じた増減の補正をしております。 

 続きまして、歳出の主なものについてご説明申し上げます。 

 28、29ページの議会費は、年度末に伴う予算の精算見込みによる減額補正でござ

います。 

 総務費でございますが、各事業の精算見込みに伴うもののほか、主なものとして、

29ページの庁舎等施設管理事業において、今年度の事業の精算見込みに応じた減額

補正をしております。また、地域の元気臨時交付金について、基金積み立てを行い、

平成26年度へ繰り越して活用するための積立金を増額補正しております。 

 34から37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、35ページの介護保険特別会計繰出金にお

いて、介護給付費の増に伴う増額補正をしております。また、滋賀県後期高齢者医

療広域連合負担金において、医療費の定率負担分の増に伴う増額補正をしておりま

す。 

 36から39ページの衛生費では、37ページの母子保健事業の妊婦検診委託料の減や

39ページの予防接種事業の委託料の減など、各事業の実績見込みに応じた減額補正

が主なものでございます。 

 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、県補助金および今

後の執行見込み額を精査し、減額補正しております。 

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

た国庫補助金を活用し、町内の農道および農業施設を整備するための経費を計上し

ております。 

 42から45ページの商工費でございますが、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。 

 土木費でございますが、主なものとして、45ページの土木工事等補助事業につき

まして、台風18号の災害復旧事業に係る地元補助金を、現在の補助金申請状況に合

わせ、減額補正しております。 

 46から49ページの消防費につきましても、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。 

 48から55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補正が主なも

のでございます。大きな補正といたしましては、49ページの幼稚園設備改修事業に

ついて、全幼稚園に設置いたしました空調施設の設置工事費の確定に伴い、減額補

正しております。 

 54、55ページの公債費では、定期償還利子において、平成24年度末における町債

の新規借り入れ分の利子の不用額を減額補正しております。 

 56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条の継続費補正につきましては、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の総額および平成25年度分の年割額を

変更するものでございます。 

 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、日野消防署敷地造成事業をはじめ８件について翌年度へ繰り越しを行い、予算

執行するものでございます。 

 第４条の債務負担行為の補正につきましては、８ページの「債務負担行為補正」

のとおり、県営ため池整備事業をはじめ５件の変更と、今年度で事業負担金の支払

いが終了する県営日野川地区かんがい排水事業について廃止するものでございます。 

 第５条の地方債の補正につきましては、９ページから10ページの「第５表 地方

債補正」のとおり、緊急防災・減災事業債をはじめ３件の追加を計上するほか、２

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25年度一般会計補正予算（第７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16 議第14号、平成25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から歳入歳出そ

れぞれ9,260万4,000円を減額し、予算の総額を21億1,744万4,000円とするものでご
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ざいます。 

 今回の補正の主な内容は、一般および退職被保険者に係る医療費が比較的落ち着

いた状況にあることから、療養給付費を減額し、その財源である国庫支出金、県支

出金等を減額するものでございます。 

 歳入につきましては、国民健康保険税で513万1,000円、国庫支出金で3,443万5,000

円、療養給付費等交付金で3,742万6,000円、前期高齢者交付金で456万6,000円、県

支出金で783万2,000円、共同事業交付金で4,934万4,000円、繰入金で2,337万9,000

をそれぞれ減額し、繰越金を6,950万9,000円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、総務費で11万円、前期高齢者納付金等で8,000円、基金積立

金で5,000万円をそれぞれ増額し、保険給付費で１億2,517万7,000円、後期高齢者支

援金等で323万5,000円、老人保健拠出金で6,000円、介護納付金で402万2,000円、共

同事業拠出金で673万8,000円、保健事業費で354万4,000円をそれぞれ減額しようと

するものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第17 議第15号、平成25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16万7,000円を減額し、予算の総額を1,225万6,000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12万7,000円、前年度繰越金で４万円をそ

れぞれ減額するものでございます。歳出につきましては、業務費を事業精査により

16万7,000円減額するものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続いて、日程第18 議第16号、平成25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1,251万8,000円を追加し、予算の総額を1,304万8,000円とす

るものでございます。 

 今回の補正は、特別会計の役割を終えましたことから、日野町住宅新築資金等貸

付事業基金を、全額取り崩しを行い、精算するものです。第１表の歳入につきまし

ては、繰越金を22万1,000円、貸付金元利収入を35万円、住宅新築資金等貸付事業基

金からの繰入金を1,194万7,000円増額しようとするものです。歳出につきましては、

基金費を35万円、一般会計への繰出金を1,216万8,000円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。 

 日程第19 議第17号、平成25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6,684

万円を減額し、予算の総額を10億3,299万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。第１表

の歳入につきましては、繰入金で239万4,000円、諸収入で16万6,000円を増額し、国
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庫補助金で3,740万円、町債で3,200万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、下水道事業費で6,684万円を減額しようとするものです。 

 第２条の地方債の補正につきましては、第２表のとおり、下水道事業債（流域下

水道施設災害復旧事業）を追加し、限度額を200万円と定め、下水道事業債（特定環

境保全公共下水道事業）ほか１件につきまして、限度額を8,320万円に変更するもの

でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第20 議第18号、平成25年度日野町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）。本案は、日野町農業集落排水事業特別会計予算の総額から歳

入歳出それぞれ372万4,000円を減額し、予算の総額を２億2,821万1,000円とするも

のでございます。 

 今回の補正の主なものは、農業集落排水事業費の精算によるものでございます。

第１表の歳入につきましては、財産収入で1,000円を増額し、繰入金で372万4,000

円、諸収入で1,000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、

農業集落排水事業費で372万4,000円を減額しようとするものです。ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

 続いて、日程第21 議第19号、平成25年度日野町介護老人保健施設特別会計補正

予算（第２号）。本案は、日野町介護老人保健施設特別会計予算の総額から歳入歳

出それぞれ752万5,000円を減額し、予算の総額を６億6,666万円とするものでござい

ます。 

 今回の補正は、主に介護老人保健施設の譲渡に伴う国・県への補助金返還額が確

定したことにより、一般会計からの繰入金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、過年度事業収入を１万8,000円増額し、繰入金で754万3,000

円を減額するものでございます。歳出につきましては、介護老人保健施設費を752

万5,000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22 議第20号、平成25年度日野町介護保険特別会計補正予算

（第３号）。本案は、平成25年度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2,026万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ17億

2,200万7,000円とするものでございます。 

 今回の補正は、年度末を迎え、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、事業費の精算見込みから

組み替えしようとするものでございます。 

 保険事業勘定第１表の歳入では、使用料及び手数料で1,000円、国庫支出金で318

万円、支払基金交付金で500万7,000円、県支出金で377万5,000円、財産収入で2,000

円、繰入金で829万5,000円をそれぞれ増額しようとするものでございます。 
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 歳出では、総務費を116万8,000円、保険給付費で1,908万円、基金積立金で3,000

円、諸支出金で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23 議第21号、平成25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289万8,000円を追加し、予算の総額を２億2,040万2,000円とするものでご

ざいます。 

 今回の補正の主な内容は、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200万円、繰入金で89万8,000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、後期高齢者医療広域連合納付金289万8,000

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24 議第22号、平成25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から600万円減

額し、５億7,975万5,000円に、支出予定額から75万8,000円減額し、５億5,883万6,000

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から7,673万9,000円を

減額し、１億758万9,000円に、支出予定額から１億1,360万円減額し、２億1,821万

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、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減価償却費、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、五月台配水管布設工事等の事業精査に伴う企業

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。 

 第４条、企業債の補正につきましては、第１表のとおり、限度額を5,800万円に変

更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。 

 次に、日程第25 議第23号、平成26年度日野町一般会計予算。平成26年度の政府

予算は、一般会計の総額で前年度に比べ3.5パーセント増の95兆8,823億円と過去最

大になりました。また、昨年に引き続き経済対策を柱とする25年度補正予算と一体

的なものとして編成する一方で、経済再生と財政健全化という相反する目標を掲げ、

現在の景気回復基調の好循環により、消費税増税による景気腰折れの回避を目指す

とされております。 

 歳入では、税収が前年度に比べ16.0パーセント増の50兆10億円と７年ぶりの高水
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準となり、新規国債発行額は前年度に比べ3.7パーセント減の41兆2,500億円となり

ました。 

 歳出では、政策的経費である一般歳出が56兆4,697億円で、前年度に比べ7.1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

12.9パーセント、4.8パーセントの増となっています。社会保障関係費は30兆5,175

億円となり、一般歳出に占める割合は54.0パーセントと過半数を超えています。 

 こうした中で、通常収支分の地方財政計画の規模は前年度に比べ1.8パーセント増

の約83兆3,700億円となり、公債費などを除く政策的経費である地方一般歳出では、

2.0パーセント増の約67兆7,500億円となり、３年ぶりの増加となりました。 

 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、前年度に

比べ1.5パーセント減の約16兆1,400億円と４年連続の減額となり、地方自治体に配

分される出口ベースで、前年度に比べ1.0パーセント減の16兆8,855億円となり、２

年連続の減額となりました。これに地方税、地方譲与税、臨時財政対策債等を加え

た地方一般財源総額は、前年度と同水準の60兆3,577億円となったところでございま

す。 

 このような中、当町の平成26年度の歳入については、町民税では、主要法人の業

績回復基調により、法人分では前年度に比べ増収が見込まれるものの、個人分では

減尐を見込まざるを得ない厳しい状況にあります。固定資産税では、土地・家屋分

の大幅増は見込めませんが、企業の設備投資の回復により償却資産の増等を見込み、

町税全体では増収になると見込んでおります。また、消費税増税に伴う地方消費税

交付金は増収となりますが、普通地方交付税および臨時財政対策債は平成25年度と

ほぼ同額であることや、地方譲与税および地方消費税交付金を除く各種交付金の増

を見込むことも難しい状況となっております。 

 なお、地方消費税交付金等の消費税増税に伴う地方の財源は確保されましたが、

これは社会保障の充実分等の地方負担額に充当するものとされており、これまでか

ら社会保障関係経費は毎年増嵩してきており、全てを賄うことは難しい状況でござ

います。 

 このように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、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、老朽化する公共施設等の維持改修や住民福祉の向上のための福祉

施策に要する予算を確保する必要がありますことから、必要性の高い普通建設事業

に対して、地域の元気臨時交付金基金を充当することとあわせ、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をそれぞれ取り崩したほか、なお不足
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する部分には、財政調整基金の取り崩しで補塡をいたしたところでございます。 

 こうした中、平成26年度当初予算は、第５次日野町総合計画の４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」に関する事業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26年度日野町各会計予算書および予算説明書により、予算の主な

内容についてご説明申し上げます。 

 １ページをご覧願います。 

 まず、平成26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82億5,900万円となり、前年度

の当初予算に比べまして１億8,100万円、率にして2.1パーセントの減となりました。

これは、昨年度において町立介護老人保健施設を民間事業者へ資産譲渡するために

計上しておりました経費約６億7,000万円の減が主な要因でございます。予算の詳細

につきましては、歳入歳出予算事項別明細書でご説明いたします。 

 まず、歳入につきまして、８ページの総括表により説明申し上げます。 

 まず、町税でございます。町民税は、主要法人の業績回復基調により法人税割は

3,500万円増となりましたが、個人所得は依然として厳しい状況が続いており、所得

割は1,800万円減となり、町民税として前年度に比べ2,400万円の増、固定資産税で

は、企業の設備投資の回復による償却資産の増が大きく、前年度に比べ約4,200万円

の増となりました。町たばこ税では、前年度に比べ800万円の減を見込んでおります。

町税全体では、前年度に比べ5,799万7,000円、率にして1.9パーセント増の31億8,589

万円の見込みとなりました。 

 また、地方譲与税および利子割交付金をはじめとする各種交付金につきましては、

平成25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。特に消費税増税の影響により、地方消費税交付金が6,200万円増と大幅な増額と

なっております。 

 地方交付税につきましては、普通地方交付税では地方公務員給与の削減による影

響が今年度はなくなり、社会保障の充実分等の負担額に係る基準財政需要額の増に

よる交付額増加要素はあるものの、法人町民税等の増加傾向による基準財政収入額

の増により前年度と同額の12億5,000万円を見込みました。 

 一方、特別地方交付税は、これまでの歳入実績により2,000万円増の１億円として

おります。また、普通交付税から振りかえられております臨時財政対策債について

は、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
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負担金や学校給食費負担金が主なもので、第２わらべ保育園の開園に伴い、前年度

に比べ約2,800万円増となっております。 

 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、幼稚園児保育料

などでございます。また、国庫支出金では、臨時福祉給付金給付事業および子育て

世帯臨時特例給付金給付事業に係る補助金の増等により、前年度と比べて約１億

5,900万円増となりました。 

 次の県支出金では、再生可能エネルギー等導入推進基金事業費補助金や市町急傾

斜地崩壊対策事業補助金等の増額要因がありますが、木造公共施設等整備事業費補

助金の減等により、前年度と比べ約4,800万円減となっております。 

 財産収入では、介護老人保健施設の譲渡による財産売払収入の減により、約５億

200万円の減となりました。 

 寄附金では、日野町を応援して下さる皆さんからのふるさと納税制度によりご寄

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塡いたしました。また、

地域の元気臨時交付金により造成した基金から、交付金の目的に合致する地方単独

事業に充当するため約３億3,200万円を全額取り崩しております。 

 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。 

 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利収入や、高額療養

費償還金などで、今年度は大谷公園改修のために独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンターから地域スポーツ施設整備助成金6,800万円を見込んでおります。 

 町債につきましては、社会資本整備総合交付金事業や消防防災施設整備事業のそ

れぞれの事業に見合った借り入れを見込んでおりますほか、普通交付税の振りかえ

となっております臨時財政対策債を計上しております。町債全体では、前年度に比

べ約１億7,120万円、率にして23.9パーセントの減となりました。 

 これらの歳入予算の確保につきましては、国や県の動向を注視しつつ、常に収支

の均衡を保つよう留意しながら、適切な財政運営に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、歳出予算の主なものについてご説明申し上げます。 

 説明にあたりましては、右側の説明欄のページで申し上げますので、よろしくお

願いいたします。 

 35ページの議会費では、議員報酬や議会運営事業などでございます。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。 
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 37ページの文書広報費では、町の行政情報を迅速に分かりやすくお知らせするた

めにホームページをリニューアルする経費を、財産管理費では、昨年度から進めて

おります日野消防署の水道給水工事負担金や役場庁舎北側駐車場整備費を計上して

おります。 

 41ページの企画費では、平成27年３月の町村合併60周年記念式典経費や第５次総

合計画の進捗管理経費を計上するとともに、路線バス対策経費を計上し、引き続き、

デマンドタクシーについても試行運行を行いつつ、今後の公共交通の検討を行いま

す。 

 43ページの情報管理費では、滋賀県町村会において協議が調いました電算システ

ムの共同利用への移行準備費用を、また、自治の力で輝くまちづくり事業では、女

性のむらづくり講座等に要する経費や地域コミュニティ施設整備事業補助金等を計

上しております。交通安全対策費では、町が管理する道路の防犯灯300ヵ所のＬＥＤ

化経費および自治会等が管理する防犯灯のＬＥＤ化に対する補助金600ヵ所分を計

上しております。 

 47ページの戸籍住民基本台帳費では、町内在住外国人の生活支援、外国人子女の

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、戸籍総合システ

ムの機器等の更新経費を計上しております。 

 49ページの選挙費では、平成26年７月19日任期満了の滋賀県知事選挙および同日

満了の日野町農業委員会委員選挙などに係る選挙経費でございます。 

 51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等のほか、国の補正予算による消費税増税への

影響緩和のための臨時福祉給付金給付事業の費用を、次の老人福祉費では、老人ク

ラブ活動事業、老人福祉施設入所措置事業、介護保険特別会計への繰出金などでご

ざいます。 

 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

を計上しています。 

 障害福祉費では、補装具費支給事業や57ページの障害児地域活動支援事業、障害

者総合支援事業、障害者地域生活支援事業、障害者外出支援助成事業などでござい

ます。なお、新規に軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業を県からの移譲事務

として計上しております。 

 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。 

 59ページの町単独福祉医療助成事業においては、今年度10月から小学校１～３年

の通院医療について一部負担金500円にて受診できるよう医療費助成を拡大するた

めの経費を計上しております。 

 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
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の運営に対する助成を行うとともに、必佐地区学童保育所の増設に向けた用地取得

費用等を計上しております。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、つどいの広場の開催

や子育て支援事業計画の策定のための経費を計上しています。早期療育事業では、

就学前の発達支援のための「くれよん」を運営します。また、児童虐待防止のため

に児童家庭相談員等を配置する経費や、国の補正予算による子育て世帯臨時特例給

付金給付事業の費用を新規計上しております。 

 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、現在準備を

進めております公立保育所こばと園の改築に伴う旧園舎解体経費等を計上しており

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が、保健衛生総務費では、65ページの母子保健事業で、母子

の心身の健全な育成を促進するため、妊婦健診、乳幼児健診、食育事業を実施し、

妊婦健診については、妊婦にかかる経済的負担をより軽減するため、出産までに必

要とされる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

成事業を実施します。また、健康増進事業では、健康増進法に基づき、生活習慣病

やがんの早期発見のための健康診査、健康教育、女性特有のがん検診、大腸がん検

診を含めたがん検診推進事業や、男女とも高い死亡比率を示している肺がん検診を

実施します。 

 また、予防費では、小児用肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチン、子宮頸がん予防ワ

クチンを含む各種の予防接種を実施する予防接種事業を、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、また平成25年

度に引き続き自然エネルギーの有効利用を促進するため、太陽光発電システム設置

助成事業を計上しております。 

 清掃総務費では、69ページの合併浄化槽の保守点検等の維持管理を集落ぐるみで

実施されている維持管理組合に対して、その経費の一部を助成する浄化槽維持管理

事業、し尿や汚泥を処理する衛生センターおよび火葬場の布引斎苑を所管する八日

市布引ライフ組合への負担金が主なものでございます。塵芥処理では、ごみ収集事

業や中部清掃組合負担金、リサイクル促進事業が主なものです。 

 労働費では、緊急雇用創出特別対策事業において、国の補正予算による地域のひ

とづくり事業として２事業を計上するとともに、昨年度まで老人福祉費で計上して

おりましたシルバー人材センター運営事業を労働費へ移管しております。 

 農林水産業費でございます。農業振興費では、73ページの特産農産物振興事業に

おいて、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や野菜の生産振興を図るための条件整備への助成経費を計
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上し、生産者や生産量の拡大および販売ルートの確保を図っていきたいと考えてお

ります。 

 水田農業推進対策事業では、日野町農業再生協議会の運営経費を見込み、また、

有害鳥獣駆除事業においては、県自治振興交付金および湖国と森林と自然を守るニ

ホンジカ特別対策事業補助金等を活用し、猿、イノシシ、鹿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

ています。 

 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」に委託する経

費を計上しております。 

 また、都市農村共生・対流等総合対策交付金事業では、農産物の６次産業化と「食」

が人間形成に果たす役割の情報発信、空き家を活用した農村環境の保全、地域間交

流、移住・定住の促進等を目的とした活動の拠点として旧山中邸を利活用するため、

厨房などを改修する経費を計上しております。 

 75ページの農地費では、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、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、町単独土

地改良事業では、昨年の台風18号の災害復旧対応分をあわせて計上しております。 

 77ページの林業振興費では、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。また、

町単独林道・作業道整備事業では、昨年の台風18号の災害復旧対応分をあわせて計

上しております。 

 次に、商工費でございます。商工振興費では、79ページの商工会運営事業で、運

営補助および地域経済の活力向上のために実施される商業活性化対策事業および商

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。 

 81ページの住宅リフォーム促進事業は、町内商工業者の経営状況を踏まえ、建築

組合日野支部および日野町商工会より制度の継続要望をいただいており、引き続き

実施していこうと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推進事業では、町内にある観光案内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83ページの地籍調査事業では、奥之池
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地区において引き続き調査を実施することとしております。 

 85ページの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、町道西大

路鎌掛線および奥之池線の道路改良工事に係る土地購入費等を、同事業（防災・安

全）分では、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３橋の長寿命化修繕工事、町道橋梁修繕計画更新業務

等を計上しております。 

 町単独道路改良事業では、緊急性の高い４路線について改良工事、５路線につい

て測量設計業務を見込んでおります。 

 土木工事等補助事業では、昨年の台風18号の災害復旧対応分をあわせて計上して

おります。 

 河川砂防総務費では、地元住民のご協力のもと、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、台風18号災害復旧対応を含む熊野地区の急傾斜地

崩壊対策調査設計業務および工事請負費を計上いたしました。 

 87ページの公園費では、大谷公園などの公園の管理運営に要する経費を計上し、

新たに日本スポーツ振興センターの助成金を活用して、大谷公園のグラウンドゴル

フ場整備および野球場の防球ネットの改修等を実施します。 

 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26年度では老朽化した第１分団

日野地区の消防ポンプ自動車の更新を予定しております。消防施設費の消防施設整

備事業では、山本地区の防火水槽設置および上駒月地区の小型動力ポンプの整備に

係る経費を計上しております。また、消防設備等補助事業では、自治会が管理する

消防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、防災意

識の高まりを受け、自主防災組織活動支援補助を拡充し、補助を行うこととしてお

ります。 

 教育費でございます。93ページの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、発達障がいの早期発見、早期支援

をはじめ、子育てに関する相談等を子ども、保護者、学校など幅広く行っておりま

すが、近年の相談件数の増加に対応するため、相談員増員のための経費を計上いた

しました。 
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 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。 

 97ページの教育振興費では、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・支援を必要

とする児童等に対する学習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。 

 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の学習支援員を引き続き配置するとともに、

県が選択制としている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、幼稚園費で日野幼稚園の建具改修を、小学

校費では昨年に引き続き体育館のトイレの洋式化を日野・必佐・桜谷小学校で実施

することとあわせ、必佐小学校校舎のトイレおよび排水管改修や西大路小学校体育

館前駐車場の舗装整備を行います。中学校費では、給食棟において再生可能エネル

ギーの利用拡大と災害時の拠点施設としての機能を確保するため、太陽光発電装置

を設置します。また、情報教育の推進のため、教育用パソコンの更新を行います。 

 社会教育費でございます。101ページからの社会教育総務費では、社会教育団体育

成事業、子ども読書活動推進事業などが主なものでございます。103ページの子ども

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、効果があらわれてきており、平成25年度に派遣人数を３名と

していたものをさらに増やし、４名とするものでございます。 

 公民館費でございますが、中央公民館費の中央公民館運営事業では、町民大学講

座、わたむき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

を提供するよう考えております。 

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

交流の場として公民館を運営できるように、引き続き所要の経費を計上しておりま

す。また、必佐公民館屋根の改修および西桜谷公民館壁・雤漏れ等の改修に要する

経費を計上しました。 
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 105ページの民俗資料館費は、近江日野商人館の運営管理経費で、文化財保護費は、

文化財保存団体への補助経費および昨年取得した旧山中邸において町史編さん事業

により収集された資料の展示や保管を行い、活用するための経費となっております。 

 107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の「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、

わたむきホール大ホールの音響反射板、どんちょう等ウェイトカバー改修等を行い

ます。 

 109ページの町史編さん費では、町史編さんに係る調査、執筆に係る経費を見込ん

でおり、平成26年12月に最終となる第９巻「絵図・要覧編」を発刊する予定でござ

います。 

 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。 

 学校給食費では、各幼稚園、学校の給食に要する経費でございます。 

 公債費につきましては、平成26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。なお、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

在高が大幅に増嵩することが見込まれます。据え置き期間が終了する数年後、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

実施できるよう引き続き関係機関に働きかけていきます。 

 最後になりますが、114ページからは給与費の明細書等の資料となっております。 

 議案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、情報管理事業におけ

る滋賀県６町行政情報システムクラウド共同利用事業に係る負担分ほか６件におい

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。なお、滋賀県

６町行政情報システムクラウド共同利用事業につきましては、日野町負担分を該当

する各特別会計において按分しております。 

 ７ページの「第３表 地方債」でございますが、公共事業等債（社会資本整備総

合交付金事業）ほか２件につきまして、限度額などを定めるものです。 

 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の最高額

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
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のでございます。 

 以上、平成26年度日野町一般会計予算の概要を申し上げ、提案説明とさせていた

だきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、特別会計の説明に移らさせていただきます。 

 日程第26 議第24号、平成26年度日野町国民健康保険特別会計予算。本案は、平

成26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

8,116万7,000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32万円

の増となりました。 

 第１表の歳入につきましては、国民健康保険税４億9,212万8,000円、使用料及び

手数料20万1,000円、国庫支出金４億2,124万7,000円、療養給付費等交付金２億4,077

万9,000円、前期高齢者交付金５億5,000万円、県支出金１億580万8,000円、共同事

業交付金２億100万円、財産収入２万5,000円、繰入金１億2,636万円、繰越金4,249

万9,000円、諸収入112万円となっております。 

 歳出につきましては、総務費4,119万円、保険給付費14億8,411万7,000円、後期高

齢者支援金等２億9,402万7,000円、前期高齢者納付金等28万4,000円、老人保健拠出

金１万8,000円、介護納付金１億2,200万円、共同事業拠出金２億879万円、保健事業

費2,761万2,000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、滋

賀県６町行政システムクラウド共同利用事業につきまして、平成37年度までの期間

および限度額を定めるものでございます。また、集団健康診査等業務委託料につい

て、平成27年度の実施に向けて、平成26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。 

 続きまして、日程第27 議第25号、平成26年度日野町簡易水道特別会計予算。本

案は、平成26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

1,314万2,000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、71万

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、使用料及び手数料215万円、繰入金1,089万1,000

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14万3,000円、業務費518万円、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、一時借入金の最高額は300万円としております。 
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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28 議第26号、平成26年度日野町公共下水道事業特別会計予

算。本案は、平成26年度日野町公共下水道事業特別会計歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ８億8,781万3,000円と定めるものでございます。 

 平成26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、

曙、椿野台、五月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3,178万8,000円、使用料及び手

数料２億916万円、国庫支出金１億円、繰入金３億1,185万5,000円、繰越金10万円、

諸収入21万円、町債２億3,470万円となっております。 

 歳出につきましては、下水道事業費３億5,491万3,000円、公債費５億3,280万円、

予備費10万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表のとおり、滋賀県６町行政情報シ

ステムクラウド共同利用事業につきまして期間および限度額を定めるものでござい

ます。 

 第３条の地方債につきましては、第３表のとおり、下水道事業債ほか３件につき

まして、限度額を２億3,470万円と定めるものでございます。 

 第４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。 

 続きまして、日程第29 議第27号、平成26年度日野町農業集落排水事業特別会計

予算。本案は、平成26年度日野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２億470万6,000円と定めるものでございます。 

 平成26年度におきましては、南比都佐処理区と砂川処理区で機能強化事業を進め

る予定としております。また、住宅用ディスポーザー設置補助制度を新たに始める

予定としております。 

 第１表の歳入につきましては、使用料及び手数料4,857万6,000円、財産収入７万

円、繰入金9,730万8,000円、繰越金10万円、諸収入５万2,000円、町債4,540万円、

県支出金1,320万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8,260万6,000円、公債費１億2,200万円、

予備費10万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表のとおり、滋賀県６町行政情報シ

ステムクラウド共同利用事業につきまして、期間および限度額を定めるものでござ

います。 

 第３条の地方債につきましては、第３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4,540万円と定めるものでございます。 
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 第４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、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第30 議第28号、平成26年度日野町介護保険特別会計予算。本

案は、平成26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17億9,660万4,000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499万3,000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２億997万2,000円、率にして13.2パーセ

ントの増、介護サービス事業勘定につきましては21万8,000円、率にして4.2パーセ

ントの減となりました。第５期介護保険事業計画の最終年にあたり、居宅介護およ

び施設介護等の利用者増による保険給付費に対応するとともに、介護予防事業に重

点を置いて次期介護保険制度改正に向けた諸事業を盛り込んだ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３億1,089万円、使用料及び手数料を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４億2,369万3,000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を４億9,752万8,000円、

県の負担分となります県支出金を２億5,994万9,000円、財産収入では基金利子4,000

円、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を２億7,174万3,000円、その他前年度繰越金を100万円、保

険給付費の大幅な増加により第１号被保険者保険料の不足を補うため、県に拠出し

た財政安定化基金からの借入金として町債3,144万2,000円、諸収入として35万4,000

円を見込んでおります。 

 歳出につきましては、要介護認定に要する費用を含む総務費が5,056万3,000円、

介護サービス費用の保険給付費が17億35万円、介護予防事業などの地域支援事業費

として4,428万6,000円、基金積立金5,000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100万円を計上いたしております。 

 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

としまして439万7,000円、一般会計からの繰入金54万6,000円、繰越金５万円を見込

んでおります。 

 歳出につきましては、介護予防サービス計画作成に係る経費となります総務費499

万3,000円を計上しております。 

 第２条の債務負担行為につきましては、滋賀県６町行政情報システムクラウド共

同事業に伴い、介護保険特別会計の保険事業勘定および介護サービス事業勘定につ

きまして、期間および限度額を定めるものでございます。 
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 第３条の地方債につきましては、保険給付費の増加が著しく、財源が不足するこ

とが見込まれるため、滋賀県に拠出した財政安定化基金からの貸付金を計上するも

のでございます。 

 第４条の一時借入金の借入限度額は5,000万円としております。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、日程第31 議第29号、平成26年度日野町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて。本案は、平成26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２億3,317万1,000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2,030万7,000円、率にして9.54パーセントの増となりました。 

 後期高齢者医療制度の保険料は、平成26年度と27年度を第４期とし、去る２月５

日の後期高齢者医療広域連合議会定例会において決定をされました。そのことを考

慮し、町で行っています後期高齢者医療制度の業務に係る予算を計上いたしており

ます。 

 第１表の歳入につきましては、後期高齢者医療保険料１億5,599万7,000円、使用

料及び手数料1,000円、繰入金7,647万1,000円、繰越金1,000円、諸収入70万1,000

円となっております。 

 歳出につきましては、総務費2,157万3,000円、後期高齢者医療広域連合納付金２

億1,089万6,000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。 

 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、滋

賀県６町行政システムクラウド共同利用事業につきまして、期間および限度額を定

めるものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第32 議第30号、平成26年度日野町西山財産区会計予算。本案

は、平成26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230

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206万7,000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33 議第31号、平成26年度日野町水道事業会計予算。本年度

の水道事業会計は、46年ぶりに大幅改正された地方公営企業会計制度により予算編

成をしております。これにより、平成26年度日野町水道事業会計の収益的収支、収

入予定額を６億6,512万6,000円に、支出予定額を６億962万4,000円とし、資本的収

支の収入予定額を7,815万2,000円に、支出予定額を２億1,104万9,000円とするもの

であり、資本的収支の不足額１億3,289万7,000円は、過年度分の損益勘定留保資金
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および当年度分の消費税資本的収支調整額で補塡するものでございます。 

 平成22年度より進めてまいりました五月台をはじめ三団地への給水拡張につきま

しては、一部が仮設ながら平成26年２月に全て日野町上水道へ切りかわったところ

でございます。今後は、節水意識の高まりと合わせて、給水戸数、使用水量とも横

ばいから減尐傾向に向かうとともに、水道経営を取り巻く状況は厳しいものとなっ

てまいります。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26年度の建設改良事業の主なものとしては、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、中央配水池と東部配水池を結ぶ基幹管路の耐震化を行う

配水管整備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。予算書302ページの予算説明書、収益的収

支の収入では水道料金、消火栓維持管理負担金、長期前受金戻入などを、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。 

 305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、五月

台配水管布設工事と青葉台舗装本復旧工事、基幹管路の耐震化を行う配水管整備に

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条の債務負担行為につきましては、第１表のとおり、滋賀県６町行政情報シ

ステムクラウド共同利用事業につきまして、期間および限度額を定めるものでござ

います。 

 第６条の企業債につきましては、第２表のとおり、限度額を1,700万円と定めるも

のでございます。 

 第７条の一時借入金の借入限度額は2,000万円とさせていただきます。 

 第８条は、議会の議決を経なければ流用できない経費を3,475万円と定めるもので、

第９条では、一般会計からの補助金は９万3,000円でございます。また、第10条は、

たな卸資産購入限度額を500万円と定めたものでございます。 

 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34 報第１号、専決処分の報告について（工事請負契約の変

更について（日野町役場庁舎耐震補強その他（電気設備）工事））。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もので、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で、株式会社ニシデン代表

取締役、西田幹夫と工事請負契約を締結している日野町役場庁舎耐震補強その他（電

気設備）工事の工事内容の変更を行い、請負金額を１億133万3,400円に変更し、平

成26年１月17日に契約を締結したものです。 
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 日程第35 報第２号、専決処分の報告について（工事請負契約の変更について（日

野町立日野中学校空調機設置工事））。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で、株式会社スズキエンジニアリング代表取締役、鈴木敏

弘と工事請負契約を締結している日野町立日野中学校空調機設置工事の工事内容の

変更を行い、請負金額を4,998万8,400円に変更し、平成26年１月30日に契約を締結

したものです。 

 日程第36 報第３号、専決処分の報告について（工事請負契約の変更について（日

野町立必佐小学校空調機設置工事））。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で、株式会社テクノミツボシ代表取締役、谷口 学と工事

請負契約を締結している日野町立必佐小学校空調機設置工事の工事内容の変更を行

い、請負金額を6,354万3,900円に変更し、平成26年２月10日に契約を締結したもの

です。 

 続きまして、日程第37 報第４号、専決処分の報告について（工事請負契約の変

更について（日野町立日野小学校空調機設置工事））。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で、有限会社村上文化堂代表取締役、村上

幸彦と工事請負契約を締結している日野町立日野小学校空調機設置工事の工事内容

の変更を行い、請負金額を5,628万7,350円に変更し、平成26年２月12日に契約を締

結したものです。 

 日程第38 報第５号、専決処分の報告について（工事請負契約の変更について（日

野町立桜谷小学校給食室改築工事））。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で、株式会社奥田工務店代表取締役、古谷 孝と工事請負

契約を締結している日野町立桜谷小学校給食室改築工事の工事内容の変更を行い、

請負金額を7,781万3,400円に変更し、平成26年２月14日に契約を締結したものでご

ざいます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

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全て終了いたしました。 
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 ご承認いただきました日程表により、３月４日から３月11日までは議案熟読のた

め休会とし、３月12日には午前９時より本会議を開き、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。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０２分－ 


