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平成３０年第５回邑南町議会定例会（第５日目）会議録 
１．招集年月日   平成３０年９月３日（平成３０年８月２３日告示） 

２．招集の場所    邑南町役場  議場 
３．開   会     平成３０年９月１４日（金） 午前 ９時３０分 
                      閉会  午前１０時２１分 
４．応招議員  
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均  ３番 平野 一成  ４番 和田 文雄 
  ５番 宮田 博  ６番 漆谷 光夫  ７番 大屋 光宏  ８番 中村 昌史 
９番 日野原 利郎 １０番 清水 優文 １１番 辰田 直久 １２番 亀山 和巳 

１３番  石橋 純二 １４番 三上 徹 １５番 山中 康樹   
５．不応招議員  なし 
６．出席議員  １４名 
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均  ３番 平野 一成  ４番 和田 文雄 
  ５番 宮田 博  ６番 漆谷 光夫  ７番 大屋 光宏  ８番 中村 昌史 

１０番 清水 優文 １１番 辰田 直久 １２番 亀山 和巳 １３番 石橋 純二 

１４番 三上 徹 １５番 山中 康樹     

７．欠席議員   １名 
 議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名 
９番 日野原 利郎       

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 
職 名 氏  名 職 名 氏  名 職 名 氏  名 
町  長 石橋 良治 副 町 長 日高 輝和 総務課長 服部  導士 
管財課長 朝田 誠司 定住促進課長 三上 直樹 企画財政課長 柳川 修司 
町民課長 種 由美 税務課長 種 文昭 福祉課長 沖 幹雄 

農林振興課長 植田 弘和 商工観光課長 日高 始 建設課長 土﨑 由文 
水道課長 川中 栄二 保健課長 口羽 正彦 会計課長 渡邊 庸子 

羽須美支所長 服部 勲 瑞穂支所長 川信 学   
教 育 長 土居 達也 学校教育課長 洲濵 浩敏 生涯学習課長 大橋 覚 

監査委員 森脇 義博 農業委員会長 田中 正規   

９．本会議に職務のため出席した者の氏名 
    議会事務局長 大賀 定  事務局統括課長補佐 日高 泉 
１０．町長提出議案の題目  別紙のとおり 
１１．会議録署名議員の氏名 
  議席 氏 名 議席 氏 名 

４番 和田 文雄 ５番 宮田 博 

１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。 
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平成３０年第５回邑南町議会定例会議事日程（第５号） 
 
 

平成３０年９月１４日（金）午前９時３０分開議  
 
 
 開議宣告 
 
  議事日程の報告 
 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
 
日程第２ 陳情の委員長報告 
 
  陳情第 ３ 号 日本骨髄バンクドナーに対する支援制度の新設を求める陳情 
 
  陳情第 ４ 号 三江線廃止に伴う上田地区内関連個所改良を求める陳情 
 
日程第３ 議案の討論、採決  
 

議案第６７号 平成２９年度邑南町一般会計歳入歳出決算の認定について 
 
議案第６８号 平成２９年度邑南町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 
 
議案第６９号 平成２９年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計歳入歳出決 

算の認定について 
 
議案第７０号 平成２９年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 
 
議案第７１号 平成２９年度邑南町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
 
議案第７２号 平成２９年度邑南町電気通信事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

 て 
 
議案第７３号 平成２９年度邑南町水道事業会計決算の認定について 
 
議案第７４号 邑南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部改正について 
 
議案第７５号 邑南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部改正について 
 
議案第７６号 邑南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関す 

る条例の一部改正について 
 
議案第７７号 平成３０年度邑南町一般会計補正予算第３号について 
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議案第７８号 平成３０年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号につい 
 て 

 
議案第７９号 平成３０年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第 

３号について 
 
議案第８０号 平成３０年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第 1号につ 

いて 
 
議案第８１号 平成３０年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第２号について 
 
議案第８２号 平成３０年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第１号について 
 

日程第４ 町長提出議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
 
議案第８３号 工事請負契約の締結について 
 
議案第８４号 邑南町行財政改善計画の制定について 

 
日程第５ 閉会中の継続調査の付託 
 
日程第６ 議員派遣 
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平成３０年第５回 邑南町議会定例会（第５日目）会議録 
【平成３０年９月１４日（金）】 
―― 午前９時３０分 開議 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
開議宣告 

●山中議長（山中康樹） おはようございます。定足数に達しておりますので、これより、本日 

の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布をしたとおりでございます。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
●山中議長（山中康樹） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。４番、和田議員。５ 

番、宮田議員。お願いをいたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第２ 陳情の委員長報告 

●山中議長（山中康樹） 日程第２、陳情の委員長報告を議題といたします。本議会定例会にお 

いて、陳情第３号、日本骨髄バンクドナーに対する支援制度の新設を求める陳情が、総務教 

民常任委員会に。陳情第４号、三江線廃止に伴う上田地区内関連個所改良を求める陳情が、

産業建設常任委員会に付託されております。はじめに、陳情第３号の審査結果について、委

員長の報告を求めます。 

●中村委員長（中村昌史） 議長。 

●山中議長（山中康樹） 中村総務教民常任委員長。 

（委員長登壇） 

●中村委員長（中村昌史） 陳情審査の結果を報告いたします。報告書を読み上げます。平成３ 

０年９月１４日、邑南町議会議長、山中康樹様。総務教育常任委員会委員長、中村昌史。陳

情審査報告書、本委員会に付託された陳情を審査した結果、下記のとおり決定したので、会

議規則第９３条第１項の規定により報告します。記、陳情審査報告について。受理番号、陳

情第３号。付託年月日、平成３０年９月３日。件名、日本骨髄バンクドナーに対する支援制

度の新設を求める陳情。審査結果、一部採択。委員会の意見、この陳情は、日本骨髄バンク

邑智郡説明員、木村忍氏より提出されたものである。現在、骨髄・末梢血幹細胞提供者に対

して交通費、医療費、万が一の健康障害等は保障されているが、健康診断等の通院、細胞提

供のための入院に対する休業補償は行われておらず、本町に対して休業補償の助成制度の新

設を求めているものである。本委員会で審査した結果、島根県内でも８市１町が実施してお

り、本町に支援制度を設置することの意義は委員会全員で確認した。しかし、要望事項２点

目にある制度の内容（〔 〕内に、の記載のある部分）にまで言及すべきでないとの意見で

も一致し、全会一致で〔 〕部分を除いた一部採択とすべきと決した。措置、〔 〕部分を除

いた陳情書を町長に送付し、骨髄バンクドナーに対する支援制度の設置を求める。以上であ

りますが、補足で説明をいたします。陳情書をご覧ください。不採択とした部分でございま

すが、要望事項２点目の〔 〕以降の部分、ドナー通院時の休業補償、ドナー入院時の休業

補償、ドナーの勤務する事業所への協力金、ドナーの家族に対する助成金、その後のカッコ

は、それらの意味合いが書かれておりますが、それらの部分を除いた陳情書を採択しようと

いう意見でございます。 

●山中議長（山中康樹） 以上で、委員長の報告は終了いたしました。委員長の報告に対する質 

疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようでございますので、質疑を終了いたします。 
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（委員長降壇） 

●山中議長（山中康樹） これより、討論に入ります。本件に対する委員長の報告は、一部採択 

です。したがって、討論は、原案である陳情第３号に対する反対討論から始め、賛成討論、 

反対討論と交互に行います。はじめに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。本件に 

対する委員長の報告は、一部採択とすべきものであります。陳情第３号、日本骨髄バンクド 
ナーに対する支援制度の新設を求める陳情を委員長の報告のとおり、一部採択とすることに 

賛成の方の挙手を求めます。  
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、陳情第３号、日本骨髄バ 
ンクドナーに対する支援制度の新設を求める陳情につきましては、一部採択とすることに決

定をいたしました。 

●山中議長（山中康樹） 続きまして、陳情第４号の審査結果について、報告を求めます。本日、 

日野原産業建設常任委員長が欠席ですので、和田副委員長から報告をお願いします。 

●和田副委員長（和田文雄） 議長。 

●山中議長（山中康樹） 和田産業建設常任副委員長。 

（副委員長登壇） 

●和田副委員長（和田文雄） 産業建設常任委員会に付託されました陳情について、審査結果 

をご報告申し上げます。平成３０年９月１４日、邑南町議会議長、山中康樹様。産業建設常

任委員会委員長、日野原利郎。陳情審査報告書、本委員会に付託された陳情を審査した結果、

下記のとおり決定したので、会議規則第９３条第１項の規定により報告します。記、陳情審

査報告について。受理番号、陳情第４号。付託年月日、平成３０年９月３日。件名、三江線

廃止に伴う上田地区内関連個所改良を求める陳情。審査結果、採択。委員会の意見、この

陳情は、羽須美地域、上田自治会会長、永井則幸氏ほか役員８名により提出されたもので、

三江線廃止に伴い三江線と並進する町道西の原山根線関連個所の改良、整備を求めるもの

である。本委員会で審査した結果、関連個所４カ所の内３カ所は町も改良が必要と認め、

既にＪＲ西日本から無償譲渡を受けており、本委員会としても譲渡前の昨年１１月２９日

に現地を視察し、確認している。青山谷踏切から作木口駅までの間は、今年の７月豪雨時

のように江の川が増水する度に道路が冠水し、一部集落が孤立状態となることから避難路

として整備要望されている。長年不便な状態で生活されてきた中で、三江線が廃止となっ

た今、安全・安心な生活ができるようできるだけ早急に改良することが必要との意見で一

致した。採決の結果、全員賛成で採択すべきであると決した。措置、願意に沿い、陳情書

を町長に送付し、早急な改良を求める。以上でございます。 

●山中議長（山中康樹） 以上で、委員長の報告は終了いたしました。委員長の報告に対する質 

疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、質疑を終了いたします。 

（副委員長降壇） 

●山中議長（山中康樹） これより、討論に入ります。本件に対する委員長の報告は採択です。 

したがって、討論は、原案である陳情第４号に対する反対討論から始め、賛成討論、反対討 

論と交互に行います。はじめに、反対討論はありませんか。 
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（「ありません」の声あり） 
●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。本件に 

対する委員長の報告は採択とすべきものであります。陳情第４号、三江線廃止に伴う上田地 
区内関連個所改良を求める陳情を委員長の報告のとおり、採択とすることに賛成の方の挙手 

を求めます。 
（挙手全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、陳情第４号、三江線廃止 
に伴う上田地区内関連個所改良を求める陳情につきましては 採択とすることに決定をい

たしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第３ 議案の討論・採決 

●山中議長（山中康樹） 日程第３、議案の討論、採決。これより、議案の討論、採決に入りま 

す。はじめに、議案第６７号に対する討論に入ります。討論は、反対討論から始め、賛成討 

論、反対討論と交互に行います。議案第６７号に対する反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

●瀧田議長（瀧田均） ２番。 

●山中議長（山中康樹） ２番、瀧田議員。 

●瀧田議長（瀧田均） ２番議員、瀧田均でございます。議案第６７号、平成２９年度邑南町一 

般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論を行います。平成２９年度邑南町一

般会計の当初予算は、目指せ、町民が主役の地方創生をテーマに掲げた予算編成を行い、Ｊ

Ｒ三江線廃止後の生活交通の確保や石見地域日貫地区の旧山﨑家住宅改修事業など、地域課

題の解決に尽力された一年であったと考えます。このような状況の中でも、財政健全化へ向

けての取組も進められており、いわゆる健全化判断比率についても、実質公債費比率が０．

７ポイントの減、将来負担比率も１３．５ポイントの減と昨年に引き続き徐々に改善されて

きております。しかしながら、財政調整基金は１億２，８８０万円余りの取崩しとなってお

ります。これは、大雪等への対応によるものと聞いておりますが、財政の機動性を確保する

ためにも、早期に平成２８年度決算程度に積み戻されることを期待するものでございます。

平成２８年度より取り組んでおられます、邑南町版総合戦略による地区別戦略も各地区の

様々な活動事例が報告され、本町の将来に明るい兆しが見えて来たと感じており、今後も引

き続き充実した地方創生等の事業実施を期待するものでございます。以上により、議案第６

７号、平成２９年度邑南町一般会計歳入歳出決算の認定について、私は賛成をいたします。

全議員の賛同をお願い申し上げ、賛成討論とさせていただきます。 

●山中議長（山中康樹） 反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

６７号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、議案第６７号、平成２９年度邑南町一般 

会計歳入歳出決算の認定につきましては、原案のとおり認定することに決定をいたしました。 
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続きまして、議案第６８号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

６８号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第６８号、平成２９年 

度邑南町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、原案のとおり認定 

することに決定をいたしました。続きまして、議案第６９号に対する討論に入ります。反対 

討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

６９号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第６９号、平成２９年 

度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、原案の 

とおり認定することに決定をいたしました。続きまして、議案第７０号に対する討論に入り 

ます。反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

７０号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第７０号、平成２９年 

度邑南町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、原案のとおり認 

定することに決定をいたしました。続きまして、議案第７１号に対する討論に入ります。反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

７１号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第７１号、平成２９年 
度邑南町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、原案のとおり認定するこ 

とに決定をいたしました。続きまして、議案第７２号に対する討論に入ります。反対討論は 

ありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 
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●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

７２号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第７２号、平成２９年 
度邑南町電気通信事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、原案のとおり認定する 

ことに決定をいたしました。続きまして、議案第７３号に対する討論に入ります。反対討論 

はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

７３号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第７３号、平成２９年 
度邑南町水道事業会計決算の認定につきましては、原案のとおり認定することに決定をいた 

しました。続きまして、議案第７４号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

７４号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第７４号、邑南町家 

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、原

案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第７５号に対する討論に入ります。反

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

７５号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第７５号、邑南町放 

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして

は、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第７６号に対する討論に入りま

す。反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

７６号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第７６号、邑南町特 

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部改正につきま
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しては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第７７号に対する討論に入

ります。反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

７７号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第７７号、平成３０年 
度邑南町一般会計補正予算第３号につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続き 

まして、議案第７８号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

７８号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第７８号、平成３０年 
度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号につきましては、原案のとおり決定をい 

たしました。続きまして、議案第７９号に対する討論に入ります。賛成討論はありませんか。 

反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

７９号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第７９号、平成３０年度邑南町国 

民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第３号につきましては、原案のとおり決定をい 

たしました。続きまして、議案第８０号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

８０号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第８０号、平成３０ 

年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第１号につきましては、原案のとおり決

定をいたしました。続きまして、議案第８１号に対する討論に入ります。反対討論はあり

ませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 
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８１号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第８１号、平成３０年 
度邑南町下水道事業特別会計補正予算第２号につきましては、原案のとおり決定をいたしま 

した。続きまして、議案第８２号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

８２号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第８２号、平成３０年 
度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第１号につきましては、原案のとおり決定をいたし 

ました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第４ 町長提出議案の上程・説明・質疑・討論・採決 

●山中議長（山中康樹） 日程第４、町長提出議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入りま 

す。町長から、議案第８３号、工事請負契約の締結について。議案第８４号、邑南町行財

政改善計画の制定について。以上２議案が、提出をされましたので、これを議題といたし

ます。提出者からの、提案理由の説明を求めます。 

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 石橋町長。 

○石橋町長（石橋良治） 議案第８３号の提案理由をご説明申し上げます。議案第８３号、工 
事請負契約の締結についてでございますが、これは、平成３０年度邑南町国民健康保険直

営矢上診療所建設工事にかかる工事請負契約の締結について、議会の議決を求めるもので

ございます。すでに、相手方と仮契約を結んでおりますので、ご審議のほどよろしくお願

いします。詳細につきましては、町民課長から説明をさせますので、よろしくお願いいた

します。 

○種町民課長（種由美） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 種町民課長。 

○種町民課長（種由美） 議案第８３号、工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。 
工事名は、平成３０年度邑南町国民健康保険直営矢上診療所建設工事でございます。工事

場所は、邑南町矢上地内でございます。９月６日に６社により指名競争入札を実施しまし

た結果、石見工業株式会社、代表取締役、小泉賢咲氏が、予定価格、税抜き１億３，４３

４万６，０００円に対しまして、税抜き１億３，１００万円で落札され、契約金額は消費

税を加算した金額、１億４，１４８万円で９月７日、仮契約を締結したところでございま

す。なお、落札率は９７．５１％でございました。工事概要は、無床診療所の新築で、木

造平屋建、延べ床面積は３５１．１１㎡、屋根は石州和瓦で、使用木材のうち、構造材か

つ全体の８０％以上を邑南町産材としております。工期は、平成３１年３月１５日までと

しております。以上、工事請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項及び、

邑南町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 石橋町長。 
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○石橋町長（石橋良治） 議案第８４号の提案理由をご説明申し上げます。議案第８４号、邑 
南町行財政改善計画の制定についてでございます。これは、今後の財政推計を踏まえ、効

率的・効果的な行財政運営を行うための計画の制定について、議会の議決を求めるもので

ございます。詳細につきましては、総務課長から説明させますので、よろしくお願いしま

す。 

○服部総務課長（服部導士） 番外。 

●山中議長（山中康樹） 服部総務課長。 

○服部総務課長（服部導士） 議案第８４号、邑南町行財政改善計画の制定について、ご説明 

いたします。この計画は、町の最大の収入源である地方交付税の合併特例措置が平成３２

年度に終了を迎えるにあたり、財政的な影響が多大であること、また歳出面において、こ

れまでの権限移譲や重点施策への対応で拡大している組織と職員の規模などについて、全

体のスリム化を図ること、これまで投資を行ってきた多くの公共施設について将来的に膨

大な負担が懸念され整理を必要としていることなど、今後の行財政運営を懸念し改善を行

おうとするものでございます。計画書の１ページから２ページが、はじめにということで、

これまでの経緯、状況、考え方、進め方、そして意思とお願いを町長名で記載しておりま

す。３ページは、第１、行財政改善の基本的姿勢として公共施設の整理と組織・機構の見

直しが必要とし、５つの基本的姿勢を記載しています。（１）が協働のまちづくりの推進、

（２）が財源の確保、続いて４ページの（３）が歳出構造の見直し、（４）が公共施設等

の適正管理と有効活用、（５）が人材育成・組織の見直しとしております。次に６ページ

は、第２、行財政改善の重点事項としてこの行財政改善計画の具体的な事項を掲げており

ます。なお、求められている具体的な項目は、邑南町行財政改善審議会からいただきまし

た答申にある具体的な提言を記述したものですので、参考としてください。まず、１．事

務事業の見直しとして、(１)事務事業の整理合理化は、その必要性を精査し、整理統合を

進めること。（２）民間委託等の推進は、指定管理者制度などで外部資源の活用を積極的

に進めること。７ページの（３）補助金等の整理合理化は、公平性の観点に基づき見直し

を行い必要なものに限定すること。８ページの（４）自主財源の確保、受益者負担の適正

化と収入未済額の解消は、ふるさと寄附の推進などによる自主財源の確保、受益者負担の

適正化、債権管理条例による収入未済額の解消など。（５）公営企業等の経営合理化の推

進は、水道事業、下水道事業ともに独立採算制に基づく経営の確立を記載しています。次

に９ページの２．公共施設の管理運営等の見直しとして、（１）施設の整理合理化は、公

共施設等総合管理計画に基づき個別計画を作成し整理合理化を行うこと。（２）施設のあ

り方の見直しは、新たな公共施設の設置にあたっては、住民ニーズの把握とコスト意識を

もって効率的で質の高い公共サービスを提供すること。１０ページの（３）管理運営方法

の見直しは、指定管理や民間・地域住民の協力も仰ぎ利用者の立場に立った管理運営によ

り、住民サービスの向上と運営の効率化を進めること。３．組織・機構の見直し及び定員

管理・給与等の適正化として、（１）組織・機構の見直しは、事務の統合や効率化により

組織のスリム化を図ること。１１ページの（２）定員管理の適正化は、事務事業及び組織・

機構の見直し、定員適正化計画による適正化と職員採用の公表、定数、定員管理は類似団

体の状況を踏まえ行うこと。（３）給与制度の適正化は、職員研修と人事評価制度の運用

により職員の資質を向上し、他の地方公共団体の状況を参考に職員給与と諸手当の適正化

を図ること。１２ページの４．公正・信頼性の確保と透明性の向上として、（１）住民参

加・協働の推進は、町民と行政がそれぞれ主体となって、対等な関係と的確な役割分担に

より、共に力を合わせて町づくりを進めていく視点から改善を進めて、進めること。１３

ページの（２）公正の確保・透明性の向上は、町民参加の開かれた町政を進めるため、情
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報公開の推進、行政監査の充実、町民との情報共有、行政手続きの簡素化、町民に対する

説明責任能力の向上を図ること。（３）町民への情報提供は、積極的な情報提供に努める

ことを記載しています。また、１４ページの第３、行財政改善の進め方では、この計画を

進めるにあたっての具体的な項目について記載をしております。（１）推進期間は、平成

３０年度から平成３４年度までの５年間、ただし延長もありうること。（２）推進方法は、

毎年度において進捗・評価を行い、ローリングを行うこと。（３）推進体制は、行財政改

革推進本部を主体に専任職員を配置し、議会とも協力しながら行うこと。(４)具体的な取

り組みは、この計画に基づき項目ごとに実施計画を作成し具体的に実行すること。１５ペ

ージの（５）推進管理は、総務課と企画財政課で進捗状況の調査・把握・調整を行い、そ

の内容は広報、ホームページに掲載するほか、町政座談会等でも報告し、町民の皆さんの

理解と協力を得ながら推進することとしております。なお、１６ページ以降は資料として、

これまでの数値の変化や前回の集中改革プランの実績などを載せております。以上、邑南

町行財政改善計画の制定につきまして、地方自治法第９６条第２項の規定により及び邑南

町議会基本条例第８条第２号の規定により議会の議決を求めるものでございます。よろし

くお願いいたします。 

●山中議長（山中康樹） 以上で、提出者からの提案理由の説明は終了いたしました。これよ 

り、質疑に入ります。はじめに、議案第８３号に対する質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●中村議員（中村昌史） ８番。 

●山中議長（山中康樹） ８番、中村議員。 

●中村議員（中村昌史） はい、えぇと、これは一昨日ですか、えぇと、この場で町長の方か 

ら陳謝のありました事件の契約の、承認の件だと思います。あのぉ、直接、えぇ、契約金

額であるとか、内容には関係ないかもしれませんが、えぇ、議決を行う上で関連があると

考えますので、その時のことについて質疑を行いたいと思います。えぇと、一つはその、

えぇ、業者がこう挨拶に回った時にですね、同行した職員についてでありますが、その職

員が、に仮契約でありますとか、あのぉ、契約の議決というふうな基本的な仕組みについ

ての知識があったのかどうか。えぇ、また知識はあったんだけどこの契約が仮契約だとい

う認識が無かったのか。どういう状態で、えぇと、そういうふうな事態が発生したのかと

いうことをお聞かせください。それから、もう一点は、えぇと、公共工事において、業者

が、まぁ、えぇと、周辺に挨拶に回るということは、よくあることでありますが、それに

町職員が同行するということ、こういった例は今まであったのかどうか。その点も教えて

ください。 

●山中議長（山中康樹） えぇ、議案第８３号につきましては、工事請負契約の入札の締結に

ついてでございますが、関連がございますので執行部の答弁を求めます。 

○日高副町長（日高輝和） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 日高副町長。 

○日高副町長（日高輝和） はい。えぇ、あのぉ、工事の仮契約の関係でございますけれども、 

えぇ、まぁ、仮契約の段階で、すでに本契約に至ったかのような行動をとってしまったこ

とにつきましては、一昨日、町長より陳謝をさせていただいたものでございます。えぇ、

職員への指導の徹底が不足しておりましたこと、改めてお詫び申し上げたいと思っており

ます。中村議員のご質問でございますが、えぇ、業者と職員、あぁ、失礼しました。えぇ、

仮契約の段階で、その仕組み等について、職員に知識があったかどうかということでござ

いますけれども、えぇ、具体的には、あのぉ、そのように指導をしているつもりでござい

ますけれども、今回につきましては、あのぉ、認識が不足していたものだろうというふう
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に考えております。えぇ、あのぉ、この工事につきましては、普段そういう工事に携わら

ない町民課が行う工事ということで、職員にも不慣れな点があったいうふうに認識してお

りますし、えぇ、建設課等、普段工事をよく実施しております課の方とも連携してやって

いただくようにお願いはしておりましたけれども、えぇ、改めて、その私の方から仮契約

等について、しっかり説明しておるということはございませんでしたので、認識不足であ

ったというふうに思っております。それから、二つ目のご質問でございますが、えぇ、挨

拶に同行することがあるかということでございますが、基本的に通常の工事でございます

と、あまりそういうことは無いと思いますけれども、今回は町の、町の中と言いますか、

住宅密集地で行う工事ということもありますし、えぇ、まぁ、地域の皆さんにもその辺の

ことをしっかり徹底しなければいけないということで、同行したというふうに考えており

ますが、これは仮契約中に行うことにつきましては、大変問題があったというふうに考え

ておりますが。本契約後に行うことにつきましては、住民サービスの一環であろうと思い

ますので、特に問題は無いというふうに考えております。 

●中村議員（中村昌史） 議長。 

●山中議長（山中康樹） 中村議員。 

●中村議員（中村昌史） はい、えぇと、まぁ、職員を、個人を責める訳ではないんですが。 

知識はあったが、認識が無かった。認識が浅かったというふうな答弁だったと思います。

あのぉ、いずれにしてもですね、こういったことを扱う部署でないので、えぇ、うん、あ

のぉ、そういうことがあっても致し方ないというふうなことではない訳でありますので、

いずれにしても職員教育という意味、と、このあと審議をされますが、えぇ、行財政改善

計画でも職員の質の向上というふうなことがうたわれております。そういった意味でも、

あのぉ、今後の職員教育について、えぇ、どういうふうに対応しようと思われておるのか。

このことを受けて、特に緊急的にですね、契約の締結について、全体に対してそういうふ

うな教育を行うというふうなお考えは無いか、お伺いします。 

○服部総務課長（服部導士） 番外。 

●山中議長（山中康樹） 服部総務課長。 

○服部総務課長（服部導士） えぇ、実はこの入札、契約に対する研修につきましては、つい 

先だって、あのぉ、全、職員を対象にですね、管財課が研修をしておりまして、えぇ、ま

ぁ、その点を踏まえますと十分ではなかったのだろうというふうに考えておりますので、

もう一度ですね、こういう点も含めてですね、あのぉ、端的に職員の方には、指導してい

こうとは思っております。それと、まぁ、あのぉ、こうやって職員もある程度若返ってお

りますので、えぇ、まぁ、大切な第三者を交える入札、契約行為ですので、まぁ、回数も

頻度も高めてですね、きちんと、あのぉ、職員が把握、理解できてる、できるようにです

ね、研修をまた重ねていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

●山中議長（山中康樹） ほかに質疑はありませんか。 

●清水議員（清水優文） 議長。 

●山中議長（山中康樹） １０番、清水議員。 

●清水議員（清水優文） はい、えぇ、天川クリニック閉院後、地域医療がどうなるか心配し 

ましたが、ただちに国民健康保険直営矢上診療所を天川クリニックの建物で開院していた

だき、地元の方々と喜んでいるところです。ありがとうございました。そこで、新しい矢

上診療所の工事請負契約について、疑義がありますので伺います。現場に議会の議決をも

って工事に入るべきところを、現場にじなば、じなわ張りがしてありました。そのことに

町が了解したのか。それとも業者が勝手にしたのか。今後の請負契約のこともありますの

でお伺いいたします。 
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○日高副町長（日高輝和） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 日高副町長。 

○日高副町長（日高輝和） えぇ、現場での事前の行為ということでございます。えぇ、まず、 

仮契約のことでございますけれども、仮契約の効力につきましては、議会の議決をもって

はじめて契約となるということで、仮契約はいわゆる契約の予約というふうに解されてお

ります。えぇ、仮契約の間に成されたいわゆる行為は無効でございまして、例えば、金銭

的な債権、債務の発生というものはありません。えぇ、ただ仮契約の段階で禁止行為とい

うなものは規定がされているものではございませんので、業者の方が事前の準備をされる

ことが禁止されているということではございません。しかし、この度は業者の方がですね、

町有地に入られて作業をされたということで、これは、まぁ、誤解を招くような行為であ

るということで、業者の方のほうに、あのぉ、町の方から命じてやった訳ではございませ

んので、そこのところは業者の方に注意をさしていただきました。えぇ、とは言うものの

この、先程来あっておりますが、仮契約という行為のことにつきまして、やはり業者の方

にしっかり徹底をしていなかったという、この町の責任の方が重いと思いますので、その

辺、あのぉ、契約書を、仮契約という契約書を交わしますので、その交わす段階でいろい

ろと契約の内容等を話をさしていただきますので、業者の方の受け止めとしましては、あ

る程度契約を結ぶ方向だということで受け止められて、準備に入られると思いますので、

その辺のところでしっかり仮契約であるということを、しっかり注意を町の方がしなかっ

たというところがこういうことが起こった原因と考えておりますので、まぁ、今後はこの

ようなことがないように注意したいというふうに思っておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

●清水議員（清水優文） 議長。 

●山中議長（山中康樹） 清水議員。 

●清水議員（清水優文） はい、それはわかりましたが、えぇ、昨日の昼まではじなわ張りが 

あったんです。１時頃行ってみますとはずしてあったんです。これは町の指示ではずされ

たんですか。 

○日高副町長（日高輝和） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 日高副町長。 

○日高副町長（日高輝和） はい、えぇ、先ほど申しましたように、まだ議会の議決を受けて

いない段階でのそのような行為は、誤解を招くようなことがあるということを業者の方にお

伝えしましたところ、業者の方のほうではずし、はずされたということでございます。 

●山中議長（山中康樹） ほかに質疑はありませんか。ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、議案第８３号に対する質疑を終わります。続き 

まして、議案第８４号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、議案第８４号に対する質疑を終わります。以上 

で質疑を終わり、これより、討論、議案の討論・採決に入ります。討論は、反対討論から

始め、賛成討論、反対討論と交互に行います。はじめに、議案第８３号に対する反対討論

はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案 
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第８３号に賛成の方の挙手を求めます。 

        （全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第８３号、工事請負 
契約の締結につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第８４

号に対する討論・採決に入ります。反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案 

第８４号に賛成の方の挙手を求めます。 

        （全員挙手） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。全員賛成、したがって、議案第８４号、邑南町行 

財政改善計画の制定につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第５ 閉会中の継続調査の付託 

●山中議長（山中康樹） 日程第５、閉会中の継続調査の付託についてを、議題といたします。 
各委員長よりお手元に配付をしておりますとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

お諮りをいたします。各委員長の申し出のとおり、これを閉会中の継続調査に付することで、 

ご異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、各委員長の申し出のとおり、これ 

を閉会中の継続調査に付することに決定をいたしました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第６ 議員派遣について 
●山中議長（山中康樹） 日程第６、議員派遣について、を議題といたします。お諮りをいたし 

ます。邑南町議会会議規則第１２６条の規定により、お手元に配布のとおり、議員を派遣し

たいと思います。これに、ご異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣については、お手元に配 

布のとおり、議員を派遣することに決定をいたしました。 
～～～～～～～○～～～～～～～ 

閉会宣告 
●山中議長（山中康樹） 以上で、本定例会に付議されました案件は、全て議了いたしました。 
お諮りをいたします。本定例会に付議されました案件は全て議了いたしましたので、本日を 

もって閉会といたしたいと思います。これにご異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日をもって閉会する 

ことに決定をいたしました。以上をもちまして、本日の会議を閉じます。これをもちまして、 

平成３０年第５回邑南町議会定例会を閉会といたします。 
―― 午前１０時２１分 閉会 ―― 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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