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平成２５年第３回邑南町議会臨時会（第１日）会議録 
１．招 集 月 日   平成２５年４月２６日 告示 

２．招集の場所    邑南町役場  議場 
３．開   会    平成２５年５月７日（火）  午前１１時１５分 
                       閉会 午後 ５時１８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  ５番 和田 文雄 
  ６番 宮田 博  ７番 漆谷 光夫  ８番 大屋 光宏  ９番 中村 昌史 
１０番 日野原 利郎 １１番 清水 優文 １２番 辰田 直久 １３番 亀山 和巳 
１４番  石橋 純二 １５番 三上 徹 １６番 山中 康樹   
５．不応招議員  なし 
６．出席議員  １５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  ５番 和田 文雄 
  ６番 宮田 博  ７番 漆谷 光夫  ８番 大屋 光宏  ９番 中村 昌史 
１０番 日野原 利郎 １１番 清水 優文 １２番 辰田 直久 １３番 亀山 和巳 
１４番  石橋 純二 １５番 三上 徹 １６番 山中 康樹   
７．欠席議員   なし 
 議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名 
        
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 桑野 修 総務課長 藤間 修 
危機管理課長 細貝 芳弘 定住促進課長 原  修 企画財政課長 日高 輝和 
情報推進課長 小林 雅博 町民課長 服部 導士 税務課長 上田 洋文 
福祉課長 飛弾 智徳 農林振興課長 植田 弘和 商工観光課長 日高 始 
建設課長 森上 寿 水道課長 土崎 由文 保健課長 日高 誠 
会計管理者 安原 賢二 瑞穂支所長 川信 学 羽須美支所長 加藤 幸造 
教育委員長 河野 義則 教育長 土居 達也 学校教育課長 田中 節也 
生涯学習課長 能美 恭志 農業委員会長 田中 正規 監査委員 實田 譲 

９．本会議に職務のため出席した者の氏名 
    議会事務局長 沖 幹雄  事務局係長 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  

３番 平野 一成 ５番 和田 文雄 
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２５年第３回邑南町議会臨時会議事日程 
 

平成２５年５月７日（火） 
 
 開会、開議宣告 
 
 議事日程の報告 
 
日程第１  仮議席の指定 
  
日程第２   議長の選挙 
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平成２５年第３回邑南町議会臨時会追加議事日程 
 
                                                平成２５年５月７日（火） 
 
追加日程第１   議席の指定 
 
追加日程第２  会議録署名議員の指名 
 
追加日程第３  会期の決定 
 
追加日程第４  副議長の選挙 
 
追加日程第５  常任委員会委員の選任 
 
追加日程第６  常任委員会委員長、副委員長の互選 
 
追加日程第７  議会運営委員会委員の選任 
 
追加日程第８  議会運営委員会委員長、副委員長の互選 
 
追加日程第９  議会広報特別委員会の設置 
 
追加日程第１０ 浜田作木線改良促進特別委員会の設置 
 
追加日程第１１ 特別委員会委員の選任 
 
追加日程第１２ 特別委員会委員長、副委員長の互選 
 
追加日程第１３  邑智郡総合事務組合議会議員の選挙 
 
追加日程第１４  邑智郡公立病院組合議会議員の選挙 
 
追加日程第１５  江津邑智消防組合議会議員の選挙 
 
追加日程第１６  議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
 

議案第４７号 監査委員の選任の同意について 
 
 
追加日程第１７  議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
 

議案第４８号 専決処分の承認を求めることについて 
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（邑南町高齢者等介護予防生活支援事業費用徴収条例の一部改正） 
 
  議案第４９号 専決処分の承認を求めることについて 

（邑南町税条例の一部改正） 
 
  議案第５０号 専決処分の承認を求めることについて 

（邑南町国民健康保険税条例の一部改正） 
 
  議案第５１号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２４年度邑南町一般会計補正予算第９号） 
 
   議案第５２号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２４年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第４号） 
 
  議案第５３号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２４年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第４号） 
 
  議案第５４号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２４年度邑南町簡易水道事業特別会計補正予算第５号） 
 
  議案第５５号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２４年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第４号） 
 
  議案第５６号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２４年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第５号） 
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平成２５年第３回邑南町議会臨時会（第１日）会議録 
平成２５年５月７日（火）  

―― 午前１１時００分 ―― 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

臨時議長の紹介 
●沖事務局長（沖幹雄） おはようございます。議会事務局長の沖でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。本臨時会は、一般選挙後、初めての議会でございます。議長が選

挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定によりまして、出席議員の中で年長の議

員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。出席議員の中で、清水優文議員が年

長の議員でございますので、ご紹介いたします。清水優文議員、よろしくお願いいたしま

す。議長席にご登壇ください。 
（清水優文議員、議長席に着席） 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
臨時議長のあいさつ 

●清水臨時議長（清水優文） ただいま、紹介をいただきました、清水でございます。これ

から地方自治法第１０７条の規定によりまして、臨時に議長の職務を行います。どうぞよ

ろしくお願いします。ここで、開議に先立ちまして、ご当選の栄誉により、議席を得られ

ました議員の皆さまの自己紹介をお願いし、続いて町長のごあいさつをいただき、その後、

執行部の皆さま、それぞれから簡単に自己紹介をお願いしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 
（「異議なし」の声あり） 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
議員自己紹介 

●清水臨時議長（清水優文） ご異議がないようでありますので、 初に議員の皆さまにご

着席の前列の右側１番議員から、自席において、順次お願いしたいと思います。住所、氏

名は必ずいれていただき、簡潔に自己紹介をお願いしたいと思います。それではよろしく

お願いいたします。 
●大和議員（大和磨美） １番大和磨美です。下田所に住んでおります。皆さんとともに考

え町民の皆さんのためになることを精一杯頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願

いいたします。 
●滝田議員（瀧田均） ２番瀧田均でございます。邑南町の日貫出身でございます。初めて

の議員でわからないことばかりですが、一生懸命勉強して議員活動を全うしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

●平野議員（平野一成） ３番平野一成と申します。邑南町は田所の出身でございます。初

めてでございますので皆様方と一緒にですね、素敵な邑南町を作れるように頑張らせてい

ただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

●和田議員（和田文雄） ５番の和田文雄と申します。出身地は出羽三日市でございます。

私、行政何も携わったことがなくわかりませんが、これから一生懸命勉強して町のために

役立っていこうと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 
●宮田議員（宮田博） ６番宮田博でございます。井原の皆井田の出身でございます。信用
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金庫というところに４２年勤めておりまして、現在はＪＡ島根おおちの監事と邑智福祉振

興会の監事も勤めております。段魚の観光ガイドもしております。年間１０万人を目指し

ております。よろしくお願いします。 

●漆谷議員（漆谷光夫） ７番漆谷光夫です。邑南町矢上の出身です。今の心境は小学校一

年生です。今、机について非常にピカピカの一年生ではありますが今の気持ちを忘れずに、

町民の皆さんが幸せに、元気に暮らせる町づくりに皆さんと取り組んでいきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

●大屋議員（大屋光宏） 大屋光宏です。家は矢上です。引き続きよろしくお願いします。 

●中村議員（中村昌史） 無事２期目を迎えることができました。中村昌史です。羽須美地

区下口羽の出身です。変わりませずよろしくお願いします。 

●日野原議員（日野原利郎） 矢上出身の日野原利郎でございます。２期目に入ります。よ

り一層頑張らしていただきます。よろしくお願いいたします。  

●辰田議員（辰田直久） １２番辰田です。ようやく後ろの席に座ることができました。今

回の選挙で私が公約しましたこと実現に向けて頑張らせていただきたいと思います。今後

ともよろしくお願いいたします。 

●亀山議員（亀山和巳） １３番亀山和巳です。邑南町市木４６番地に住んでおります。よ

ろしくお願いします。 

●石橋議員（石橋純二） １４番石橋純二でございます。引き続きよろしくお願いをいたし

ます。邑南町高原の出身でございます。 

●山中議員（山中康樹） １５番瑞穂地域の高原の山中康樹でございます。今後もよろしく

お願いいたします。 

●三上議員（三上徹） 三上徹でございます。とうとう一番古い議員になってしまいました。

また、邑南町のために執行部ともども、けんけんがくがくやりましょう。よろしくお願い

いたします。 

●清水議員（清水優文） １１番の清水優文でございます。矢上の出身でございまして、役

場に一番近い議員でございます。今後ともよろしくお願いします。 

●清水臨時議長（清水優文） 以上で議員の皆さまの自己紹介が終わりました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
（町長あいさつ・執行部の紹介） 

●清水臨時議長（清水優文） 続きまして、執行部の皆さまに、お願いいたします。 
初めに石橋町長のごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

●石橋町長（石橋良治） 議長 

●清水臨時議長（清水優文） 石橋町長 
●石橋町長（石橋良治） 議員の皆様方には、ご当選まことにおめでとうございます。心よ

りお祝いを申し上げます。１５人の議員さんには、これまでお世話になったベテラン議員

さんはもちろんのこと、初当選された議員さんも６人いらっしゃって大変期待されている

ところでございます。執行部の方も新しく課長が５人、また、新人の支所長が２人この４

月に昇格をいたしました。後ほど執行部全ての紹介をやらせますけども、これからもご指

導いただきながら活発な議論を行い、お互い切磋琢磨して一層町民の負託にこたえていき

たい決意でございます。えー、その中でこれからの町を取り巻く環境を考えるときに、さ
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らにその厳しさが増してくることは間違いございません。少子高齢化の一段の高まりと相

まって一つ目には財政的には合併後１０年間の交付税の優遇措置が２６年度で終わり、２

７年度からは１本算定となりそれ以降推計でございますけども５年間で約１０億円が当町

の場合減少してくることはほぼ間違いございません。２つ目には、今の、現政権下におき

ましてはＴＰＰや道州制の問題等一層この地方の自立を求めてくることが予想されます。

私の３期目の実質のスタートもこの４月から既に始まっております。えー、合併後積極的

に取り組んできた定住対策、とりわけ、公立邑智病院の維持発展、また、矢上高校の存続

発展、さらには公民館単位の特色ある地域づくり等々、こういったものを基本としながら、

さらなる定住対策の２本柱でございます日本一の子育て村づくり、そしてＡ級グルメの町

づくり、こうしたものを町民総参加のなかで全町的に展開する本年度は勝負の年というふ

うに位置づけております。厳しさはどこの自治体も一緒です。生き残りをかけ、今後とも

人口減少を少しでも食い止めて維持発展していく邑南町でなければなりません。また、来

年は合併１０周年を迎える大きな節目の年でございます。議員の皆さん方、町民の皆さん

と一緒にお祝いをできるめでたい年にしていきたいと考えております。 後になりますけ

ども、これからも町民の幸せを第一に町民の皆さんとともに歩んでまいりたい覚悟でござ

いますので、議員の皆様方にはよろしくご指導をお願いいたしまして、私からのあいさつ

とさせていただきます。ありがとうございました。 
●清水臨時議長（清水優文） ありがとうございました。続きまして、副町長以下、執行部

の自己紹介をしていただきます。自己紹介は自席でお願いいたします。桑野副町長さん側、

向かって左側の席の自己紹介をしていただきまして、それから右側、河野教育委員長さん

側の席の自己紹介をお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。 
●桑野副町長（桑野修） 副町長の桑野です。よろしくお願いいたします。２期目に入って

おります。出身は瑞穂地域の下田所でありまして、田所郵便局のとなりに住まいをしてお

ります。よろしくお願いいたします。 

●藤間総務課長（藤間修） 総務課長の藤間と申します。よろしくお願いいたします。 

●日高企画財政課長（日高輝和） ４月１日より企画財政課長を拝命いたしました日高輝和

と申します。よろしくお願いします。 

●細貝危機管理課長（細貝芳弘） 失礼します。危機管理課２年目の細貝芳弘と申します。

どうぞよろしくお願いします。 

●服部町民課長（服部導士） 失礼します。町民課長と併せまして邑南町の選挙管理委員会

の事務局長をしております。服部と申します。よろしくお願いいたします。 

●飛弾福祉課長（飛弾智徳） 失礼します。福祉課長及び邑南町福祉事務所長の飛弾智徳と

申します。よろしくお願いいたします。 

●原定住促進課長（原修） 定住促進課長原と申します。今年で３年目を迎えます。 

●日高商工観光課長（日高始） 商工観光課長の日高始でございます。２年目を迎えており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

●森上建設課長（森上寿） 建設課長の森上と申します。２年目を迎えました。よろしくお

願いします。 

●植田農林振興課長（植田弘和） 農林振興課長の植田と申します。今年４月１日に課長を

拝命いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。 
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●土崎水道課長（土崎由文） この４月に昇格により水道課長を拝命しました土崎と言いま

す。よろしくお願いします。 
●日高保健課長（日高誠） 保健課長の日高誠と言います。３年目を迎えました。よろしく

お願いいたします。 

●河野教育委員長（河野義則） 教育委員長をおおせつかっております河野義則と申します。

田所の出身です。日本一の子育て村のために邑南町の教育は何をすべきか一生懸命検討し

ております。よろしくお願いします。 

●土居教育長（土居達也） 教育長の土井達也です。どうぞよろしくお願いいたします。 

●田中農業委員会長（田中正規） 農業委員会の会長をしております田中正規です。どうか

よろしくお願いします。 
●實田代表監査委員（實田譲） 監査委員をしております實田と申します。瑞穂地区の高原

出身でございます。３期目になりますのでマンネリ化しないように頑張っていきたいと思

っております。よろしくお願いします。 

●小林情報推進課長（小林雅博） 情報推進課長の小林でございます。３年目となります。

どうかよろしくお願いいたします。 

●上田税務課長（上田洋文）４月１日より税務課長を拝命しました上田洋文と申します。よ

ろしくお願いします。 
●能美生涯学習課長（能美恭志） 失礼いたします。同じく４月１日から生涯学習課長を拝

命いたしました能美と申します。よろしくお願いいたします。 

●田中学校教育課長（田中節也） 学校教育課長の田中節也と申します。出身は羽須美地域

の雪田でございます。よろしくお願いいたします。 

●安原会計管理者（安原賢二） 会計管理者兼会計課長の安原です。住まいは矢上郡山です。

本課３年目になります。よろしくお願いします。 
●川信瑞穂支所長（川信学） ４月１日より瑞穂支所長を拝命しました川信学と申します。

よろしくお願いします。出身は瑞穂地域高原でございます。よろしくお願いします。 

●加藤羽須美支所長（加藤幸造） 失礼いたします。４月１日より羽須美支所長を拝命しま

した加藤と申します。出身は羽須美地域の阿須那です。よろしくお願いいたします。 

●清水臨時議長（清水優文） ありがとうございました。 
―― 午前１１時１５分 開会 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
（開会・開議宣告） 

●清水臨時議長（清水優文） ただいま議員１５名、全員出席しております。定足数に達し

ておりますので、これより平成２５年第３回邑南町議会臨時会を開会いたします。直ちに

本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめ、お手元に配布のとおりでござい

ます。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（日程第１ 仮議席の指定） 

●清水臨時議長（清水優文） 日程第１、仮議席の指定。仮議席の指定をいたします。仮議

席は、ただ今、ご着席の議席といたします。ここで暫時休憩といたします。議員の皆様は

そのままでお待ちください。 
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―― 午前１１時１６分 休憩 ―― 
（執行部退席、選挙準備） 

―― 午前１１時１７分 再開 ―― 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（日程第２ 議長の選挙） 

●清水臨時議長（清水優文） 再開いたします。日程第２、議長の選挙。これより議長の選

挙を行います。選挙は、地方自治法第１１８条第１項の規定により、投票により行うこと

といたします。 
●清水臨時議長（清水優文） 議場の出入り口を閉鎖いたします。 

（議場の閉鎖、事務局長、議場の閉鎖を確認） 
●清水臨時議長（清水優文） ただ今の出席議員数は１５名でございます。次に、立会人を

指名いたします。邑南町議会会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に１番、大和

議員、２番、瀧田議員を指名いたします。それでは、投票用紙を配布いたします。 
（事務局長、投票用紙を配布） 

●清水臨時議長（清水優文） 念のために申しあげます。投票は単記無記名でございます。

投票用紙の配布漏れはございませんか。 
（「なし」の声あり） 

●清水臨時議長（清水優文） 配布漏れなしと認めます。それではご記入ください。 
（記載） 

●清水臨時議長（清水優文） 投票箱を点検いたします。 
（事務局長、投票箱の点検を行う。） 

●清水臨時議長（清水優文） 異常なしと認めます。ただいまから投票を行います。 
事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票をお願いします。 

（順次投票） 
●沖事務局長（沖幹雄） １番、大和議員。 ２番、瀧田議員。 ３番、平野議員。 ５番、

和田議員。 ６番、宮田議員。 ７番、漆谷議員。 ８番、大屋議員。 ９番、中村議員。

 １０番、日野原議員 １２番、辰田議員。 １３番、亀山議員。 １４番、石橋議員。

 １５番山中議員。 １６番、三上議員。 １１番、清水議員。 
（ 後に臨時議長が議長席で投票） 

●清水臨時議長（清水優文） 投票漏れはありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●清水臨時議長（清水優文） 投票漏れなしと認めます。これをもって投票を終わります。

ただいまから、開票を行います。１番、大和議員、２番、瀧田議員。開票の立会をお願い

いたします。 
（開票・事務局長開票。臨時議長、１番議員、２番議員は立会。） 

●清水臨時議長（清水優文） 選挙の結果を報告いたします。投票総数１５票、有効投票１

５票、無効投票はありませんでした。有効投票のうち、山中康樹議員１４票、大和磨美議

員１票、以上のとおりでございます。この選挙の法定得票数は４票です。したがって、山

中康樹議員が議長に当選されました。議場の閉鎖を解きます。 
（事務局長、議場の閉鎖を解く。） 
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●清水臨時議長（清水優文） ただいま議長に当選されました山中議員が議場におられます

ので、本席から邑南町議会会議規則第３２条第２項の規定によりまして、当選の告知をい

たします。議長に当選されました山中議員に当選の受諾及びごあいさつをお願いいたしま

す。自席でお願いします。 
●山中議員（山中康樹） ありがとうございました。謹んで議長をお受けいたします。よろ

しくお願いいたします。   
●清水臨時議長（清水優文） 以上をもちまして、臨時議長としての職務はすべて終了いた

しました。皆さんの、ご協力、まことにありがとうございました。ここで、休憩といたし

ます。再開は１１時４０分といたします。 
―― 午前１１時２９分 休憩 ―― 

（事務局、副議長選挙用意、追加日程の配布） 
―― 午前１１時３７分 再開 ―― 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（日程の追加） 

●山中議長（山中康樹） それでは再開をいたします前に一言ごあいさつを申し上げます。

えー、ただいまは大勢の皆様方のご支援を賜り議長に選任を賜りまして身に余る光栄に存

じます。心から厚くお礼申し上げます。えー、私はまだ浅学菲才の身ではございますが、

皆様方のお力添えをいただきながら、全身全霊を持ち、邑南町発展のために、邑南町議会

発展のために全力で働く決意でございます。どうぞ議員各位、皆様方の今後ますますのご

指導ご鞭撻を賜りながら一生懸命やっていきたいと思っております。えー、 初でござい

ますが、ごあいさつとさせていただきます。どうもこのたびはありがとうございました。

それでは改めまして再開をいたします。お諮りします。ただいま、お手元に配布いたしま

したとおり、追加日程第１、議席の指定から追加日程第１７、議案の上程、説明、質疑、

討論、採決までを日程に追加し、議題にいたしたいと思います。これにご異議ございませ

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。したがいまして、追加日程第１、議席の指

定から追加日程第１７、議案の上程、説明、質疑、討論、採決までを日程に追加し、議題

とすることに決定をいたしました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（追加日程第１ 議席の指定） 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第１、議席の指定。これより邑南町議会会議規則第３条

第２項の規定によりまして、議長において議席の指定を行います。事務局長より議席番号、

氏名を朗読させますので定められた席に、移動、ご着席をお願いいたします。 
●沖事務局長（沖幹雄） それでは朗読いたします。 
１番、大和磨美議員。２番、瀧田均議員。３番、平野一誠議員。５番、和田文雄議員。６

番、宮田博議員。７番、漆谷光夫議員。８番、大屋光宏議員。９番、中村昌史議員。１０

番、日野原利郎議員。１１番、清水優文議員。１２番、辰田直久議員。１３番、亀山和巳

議員。１４番、石橋純二議員。１５番、三上徹議員。１６番、山中康樹議員。以上でござ

います。 
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（移動） 
●山中議長（山中康樹） 以上で議席の指定を終わります。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
（追加程第２ 会議録署名議員の指名） 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第２、会議録署名議員の指名をいたします。３番、平野

議員、５番、和田議員、お願いをいたします。  
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（追加日程第３ 会期の決定） 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第３、会期の決定を議題といたします。お諮りをいたし

ます。本臨時会の会期は、本日５月７日の１日限りといたしたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 
（「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。したがって会期は、本日５月７日の１日限

りと決定をいたします。ここで暫時休憩といたしますのでそのままでお待ちください。 
―― 午前１１時４２分 休憩 ―― 

（事務局選挙準備） 
―― 午前１１時４３分 再開 ―― 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
（追加日程第４ 副議長の選挙） 

●山中議長（山中康樹） 再開をいたします。追加日程第４、副議長の選挙。これより副議

長の選挙を行います。選挙は、地方自治法第１１８条第１項の規定により、投票により行

うことといたします。 
●山中議長（山中康樹）  議場の出入り口を閉鎖いたします。 

（議場の閉鎖、事務局長、議場の閉鎖を確認） 
●山中議長（山中康樹） ただ今の出席議員数は１５名でございます。次に、立会人を指名

いたします。邑南町議会会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に６番、宮田議員、

７番、漆谷議員を指名いたします。それでは、投票用紙を配布いたします。 
（事務局長、投票用紙を配布する。） 

●山中議長（山中康樹） 念のために申しあげます。投票は単記無記名でございます。投票

用紙の配布漏れはございませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検いたします。 
（事務局長、投票箱の点検を行う。） 

●山中議長（山中康樹） 異常なしと認めます。ただいまから投票を行います。 
事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票をお願いします。 

（事務局長、議席番号と氏名を読み上げる、順番に投票する。） 
●沖事務局長（沖幹雄） １番、大和議員。２番、瀧田議員。３番、平野議員。５番、和田

議員。６番、宮田議員。７番、漆谷議員。８番、大屋議員。９番、中村議員。１０番、日

野原議員。１１番、清水議員。１２番、辰田議員。１３番、亀山議員。１４番、石橋議員。

１５番、三上議員。１６番、山中議長。 
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（ 後に議長が議長席で投票（事務局長が投票箱移動対応）） 
●山中議長（山中康樹） 投票漏れはございませんか。 

（「なし」の声あり） 
●山中議長（山中康樹） 投票漏れなしと認めます。これをもって投票を終わります。 
ただいまから、開票を行います。６番、宮田議員、７番、漆谷議員。開票の立会をお願い

いたします。 
（開票・事務局長開票する。議長、６番議員、７番議員は立会。） 

●山中議長（山中康樹） 選挙の結果を報告いたします。投票総数１５票、有効投票１５票、

無効はありませんでした。有効投票のうち、辰田直久議員１４票、大和磨美議員１票、以

上のとおりでございます。この選挙の法定得票数は４票です。したがって、辰田直久議員

が副議長に当選されました。議場の閉鎖を解きます。 
（事務局長、議場の閉鎖を解く。） 

●山中議長（山中康樹） ただいま副議長に当選をされました辰田議員が議場におられます

ので、本席から邑南町議会会議規則第３２条第２項の規定によりまして、当選の告知をい

たします。副議長に当選されました辰田議員に当選の受諾及びごあいさつをお願いいたし

ます。 
●辰田議員(辰田直久) ただ今は副議長の選挙におきまして多くの皆様のご推薦をいただき

ました。謹んで役職をお受けいたします。私、副議長職２回目になりますが、まだ人生経

験があまり豊富ではございませんので議員の皆様方のご協力を得ながら、議長の女房役と

して頑張らさせていただきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

●山中議長（山中康樹） ここで、暫時休憩といたします。 
―― 午後１１時５４分 休憩 ―― 
（各常任委員会委員名簿を配布） 
―― 午後 ３時２２分 再開 ―― 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（追加日程第５ 常任委員会委員の選任） 

●山中議長（山中康樹） それでは再開をいたします。追加日程第５、常任委員会委員の選

任についてを議題といたします。お諮りをいたします。常任委員会委員の選任につきまし

ては、邑南町議会委員会条例第７条第４項の規定によりまして、お手元に配布しておりま

す名簿のとおり指名をしたいと思いますが、これにご異議はございませんか。 
（「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、常任委員会委員の選任につき

ましては、お手元に配布しております名簿のとおり決定をいたしました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（追加日程第６ 常任委員会委員長、副委員長の互選） 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第６、常任委員会委員長、副委員長の互選を議題といた

します。常任委員会の委員長及び副委員長を、邑南町議会委員会条例第８条第２項及び第

９条の規定により互選していただき、決定次第、ご報告を願います。ここで、暫時休憩と

いたします。再開は３時２７分といたします。 
―― 午後３時２３分 休憩 ―― 
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（各常任委員会の正副委員長名簿、議会運営委員会委員名簿を配布） 
―― 午後３時２６分 再開 ―― 

●山中議長（山中康樹） 再開をいたします。各常任委員会の委員長及び副委員長の互選結

果の報告をいたします。各常任委員会の委員長ならび副委員長は、お手元に配布をいたし

ました名簿のとおりでこざいます。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（追加日程第７ 議会運営委員会委員の選任） 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第７、議会運営委員会委員の選任についてを議題といた

します。お諮りをいたします。議会運営委員会委員の選任につきましては、邑南町議会委

員会条例第７条第４項の規定によりまして、お手元に配布しておりますが、おります名簿

のとおり指名いたしたいと思いますが、これにご異議はございませんか。 
（「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、議会運営委員会委員の選任に

つきましては、お手元に配布しております名簿のとおり決定をいたしました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（追加日程８ 議会運営委員会委員長、副委員長の互選） 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第８、議会運営委員会委員長、副委員長の互選を議題と

いたします。議会運営委員会の委員長ならび副委員長を、邑南町議会委員会条例第８条第

２項及び第９条の規定により互選をしていただき、決定次第、ご報告願います。ここで、

暫時休憩といたします。 
―― 午後３時２７分 休憩 ―― 

（議会運営委員会の正副委員長名簿、特別委員会の設置を配布） 
―― 午後３時３４分 再開 ―― 

●山中議長（山中康樹）  それでは再開をいたします前に、事務局より資料の訂正がありま

すので事務局より訂正を申し上げます。 
●沖事務局長（沖幹雄） さきほどお配りしました常任委員会委員の選任でございますが邑

南町議会委員会条例第７条第４項とすべきところを第７条第１項とタイプしておりました。

大変申し訳ありませんが第７条第４項に訂正をお願いいたします。それからただいま配り

ました議会運営委員会の選任についても第７条第１項ではなくて第７条第４項に修正をお

願いいたします。 

●山中議長（山中康樹） 以上でございます。再開をいたします。議会運営委員会の委員長

及び副委員長の互選の結果の報告をいたします。議会運営委員会の委員長及び副委員長は、

お手元に配布をいたしました名簿のとおりでこざいます。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
（追加日程第９ 議会広報特別委員会の設置） 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第９、議会広報特別委員会の設置についてを議題といた

します。お諮りをいたします。邑南町議会委員会条例第６条の規定によりまして、お手元

に配布しておりますとおり、議会広報に関する調査研究について６名の委員をもって構成

する議会広報特別委員会を設置し、これに付託のうえ調査することとし、調査期間は調査

終了までとしたいと思います。これにご異議はございませんか。 
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（「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、議会広報に関する調査研究に

ついて６名の委員をもって構成する議会広報特別委員会を設置し、これに付託のうえ調査

することとし、調査期間は調査終了までとすることに決定をいたしました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（追加日程第１０ 浜田作木線改良促進特別委員会の設置） 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第１０、浜田作木線改良促進特別委員会の設置について

を議題といたします。お諮りをいたします。邑南町議会委員会条例第６条の規定によりま

して、お手元に配布しておりますとおり、主要地方道浜田作木線改良促進に関する調査研

究について６名の委員をもって構成をする浜田作木線改良促進特別委員会を設置し、これ

に付託のうえ調査することとし、調査期間は調査終了までとしたいと思います。これに異

議はございませんか。 
（「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、主要地方道浜田作木線改良促

進に関する調査研究について６名の委員をもって構成をする浜田作木線改良促進特別委員

会を設置し、これに付託のうえ調査することとし、調査期間は調査終了までとすることに

決定をいたしました。ここで、暫時休憩といたします。そのままでお待ちください。 
―― 午後３時３６分 休憩 ―― 
（特別委員会委員の名簿を配布） 
―― 午後３時３８分 再開 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
（追加日程第１１ 特別委員会委員の選任） 

●山中議長（山中康樹） 再開をいたします。追加日程第１１、特別委員会委員の選任につ

いてを議題といたします。お諮りをいたします。特別委員会委員の選任につきましては邑

南町議会委員会条例第７条第４項の規定によりまして、お手元に配布しております名簿の

とおりに指名をしたいと思いますが、これにご異議はございませんか。 
（「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、特別委員会委員の選任につき

ましては、お手元に配布しております名簿のとおり決定をいたしました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（追加日程第１２ 特別委員会委員長、副委員長の互選） 
●山中議長（山中康樹） 追加日程第１２、特別委員会委員長、副委員長の互選を議題とい

たします。特別委員会の委員長及び副委員長を、邑南町議会委員会条例第８条第２項及び

第９条の規定により互選していただき、決定次第ご報告願います。ここで、暫時休憩とい

たします。再開は３時４３分といたします。 
―― 午後３時３９分 休憩 ―― 

（特別委員会の正副委員長及び一部事務組合議会議員名簿を配布） 
―― 午後３時４４分 再開 ―― 

●山中議長（山中康樹）  再開をいたします。特別委員会の委員長ならび副委員長の互選結

果の報告をいたします。特別委員会の委員長ならび副委員長は、お手元に配布をいたしま
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した名簿のとおりでこざいます。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（追加日程第１３ 邑智郡総合事務組合議会議員の選挙） 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第１３、邑智郡総合事務組合議会議員の選挙を行います。

お諮りをいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定に

よりまして、指名推薦により行いたいと思いますが、これにご異議はございませんか。 
（「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、選挙の方法は、指名推薦で行

うことに決定をいたしました。お諮りをいたします。指名の方法につきましては、議長が

指名することにしたいと思いますが、これに異議はございませんか。 
（「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、議長が指名することに決定を

いたしました。それでは、指名をさせていただきます。邑智郡総合事務組合議会議員に中

村昌史議員、宮田博議員、大和磨美議員、山中康樹議員を指名いたします。お諮りをいた

します。ただいま、指名をいたしました４名の議員を邑智郡総合事務組合議会議員の当選

人と定めることにご異議はございませんか。 
（「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、ただいま指名をしました中村

議員、宮田議員、大和議員、山中議員が邑智郡総合事務組合議会議員に当選をされました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（追加日程第１４ 邑智郡公立病院組合議会議員の選挙） 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第１４、邑智郡公立邑智、公立病院組合議会議員の選挙

を行います。お諮りをいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第

２項の規定によりまして、指名推薦により行いたいと思いますが、これに異議はございま

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、選挙の方法は、指名推薦で行

うことに決定をいたします。いたしました。お諮りをいたします。指名の方法につきまし

ては、議長が指名をすることにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
（「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、議長が指名することに決定を

いたしました。それでは、指名をさせていただきます。邑智郡公立病院組合議会議員に三

上徹議員、石橋純二議員、清水優文議員、瀧田均議員、山中康樹議員を指名いたします。

お諮りをいたします。ただいま、指名いたしました５名の議員を邑智郡公立病院組合議会

議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 
（「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、ただいま指名をしました三上

議員、石橋議員、清水議員、瀧田議員、山中議員が邑智郡公立病院組合議会議員に当選さ

れました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
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（日程第１５ 江津邑智消防組合議会議員の選挙） 

●山中議長（山中康樹） 日程第１５、江津邑智消防組合議会議員の選挙を行います。 
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

りまして、指名推薦により行いたいと思いますが、これにご異議はございませんか。 
（「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、選挙の方法は、指名推薦で行

うことに決定をいたしました。お諮りをいたします。指名の方法につきましては、議長が

指名することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
（「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、議長が指名することに決定を

いたしました。それでは、指名をさせていただきます。江津邑智消防組合議会議員に日野

原利郎議員、山中康樹議員を指名いたします。お諮りをいたします。ただいま指名をいた

しました２名の議員を江津邑智消防組合議会議員の当選人と定めることにご異議はござい

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、ただいま指名をしました日野

原議員、山中議員が江津邑智消防組合議会議員に当選されました。ここで、暫時休憩とい

たします。再開は４時といたします。 
―― 午後３時４８分 休憩 ―― 

（執行部着席） 
―― 午後３時５９分 再開 ―― 

●山中議長（山中康樹） それでは再開をいたします。執行部に来ていただきましたので再

開前に一言ごあいさつを申し上げます。えー、先ほどの議会議長選挙におきまして議員各

位のご推挙を賜りまして議長に選任を賜りました。誠にありがとうございました。えー、

私、浅学非才の身ではありますが、邑南町の発展のため、また、議会の発展のために全身

全霊を尽くす所存でございます。このたびはまた、新しい議員さん、また、新しい課長さ

んと新たな陣営でこの議会が始まるわけでございますが、邑南町町民の福祉向上のために

一生懸命やりたいと思っておりますので執行部の皆さんをはじめ、議会議員各位の皆様方

に今後ともご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたしまして初めのあいさつにさせてい

ただきます。どうかよろしくお願いいたします。 
●山中議長（山中康樹） それでは、町長の方から報告をしたいという申し出がございまし

たので、報告を求めます。 
●石橋町長（石橋良治）  議長、番外 

●山中議長（山中康樹） 番外、町長 
●石橋町長（石橋良治） 先ほどはごあいさつがございましたけれど、山中議員さんが議長

ご就任されました。誠におめでとうございます。ますますのご活躍をお祈りいたします。

えー、それでは諸議案の説明に先立ちまして行政報告をさせていただきます。えー、叙勲

についてでございますけども、春の叙勲が４月２９日に発表され、瑞穂地域の元消防団長、

北村豈弘さんが瑞宝双光章を受章されました。また、井原地区出身で東京在住の元芝郵便

局長、神田恵介さんが瑞宝小綬章を受章されました。えー、これまでのご功績をたたえる
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とともに心からお慶びを申し上げます。えー、なお、北村氏、神田氏ともに矢上高校の同

級生ということで１３期の卒業生であるというふうに伺っております。以上併せてご報告

申し上げます。えー、なお、本日提案いたします議案は、監査委員の選任の同意について

が１件、えー、条例改正の専決処分の承認を求める件が３件、補正予算の専決処分の承認

を求める件が６件、合計１０件でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

●山中議長（山中康樹） 町長の報告を以上で終わります。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（追加日程第１６ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決） 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第１６、議案の上程、説明、質疑、討論、採決、議案第

４７号。それでは、追加日程第１６、議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入ります。

議案第４７号、監査委員の選任の同意についてを議題といたします。ここで、議案第４７

号につきましては、日野原議員に直接の利害関係のある事件であると認められ、地方自治

法第１１７条の規定によって除斥に該当いたしますので、退席をお願いいたします。 
（日野原議員退席） 

●山中議長（山中康樹） それでは議案第４７号、監査委員の選任の同意については、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） 番外、石橋町長。 
●石橋町長（石橋良治） それでは議案第４７号の提案理由をご説明申し上げます。本議案

は議会議員の中から選任する監査委員について議会の同意を求めるものでございます。日

野原利郎議員さんを選任したいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 
●山中議長（山中康樹） 以上で、議案第４７号の提案理由の説明は終わりました。 

ここでお諮りをいたします。議案第４７号につきましては、人事案件でございますので、

質疑、討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議はございません

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。したがって議案第４７号は、質疑、討論を

省略して直ちに採決することに決定をいたしました。これより議案第４７号を採決いたし

ます。議案第４７号に同意することに賛成の方の挙手を求めます。 
●山中議長（山中康樹）  はい、全員賛成、したがって、議案第４７号、監査委員の選任の

同意につきましては、原案に同意することに決定をいたしました。ここで、退場されており

ます。日野原議員の入場を求めます。 
（日野原議員入場） 

●山中議長（山中康樹）  日野原議員にお知らせします。議案第４７号につきましては、原

案のとおり同意することに決定をいたしましたので、お知らせします。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（追加日程第１７ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決） 

●山中議長（山中康樹） 追加日程第１７、議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入りま

す。議案第４８号専決処分の承認を求めることについてから、議案第５６号専決処分の承

認を求めることについてまでの９議案を一括上程いたします。提出者からの、提案理由の
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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） 番外、石橋町長。 
●石橋町長（石橋良治） 次に、議案第４８号から議案第５０号までの提案理由をご説明申

し上げます。まず、議案第４８号、専決処分の承認を求めることについてでございますが、

これは、介護予防生活支援事業の種類の追加をしようとするもので、邑南町高齢者等介護

予防生活支援事業費用徴収条例について所要の改正を専決処分したものでございます。次

に、議案第４９号、専決処分の承認を求めることについてでございますが、これは、地方

税法等の改正に伴い、邑南町税条例について所要の改正を専決処分したものでございます。

次に、議案第５０号、専決処分の承認を求めることについてでございますが、これは、関

係法令の改正に伴い、邑南町国民健康保険税条例の一部改正を専決処分したものでござい

ます。以上、詳細につきましては、それぞれ、担当課長から、説明をさせますので、よろ

しくお願いいたします。 

●飛弾福祉課長（飛弾智徳） 議長、番外。 
●山中議長（山中康樹） 番外、飛弾福祉課長 
●飛弾福祉課長（飛弾智徳） 議案第４８号、専決処分の承認を求めることについて、邑南

町高齢者等介護予防生活支援事業費用徴収条例の一部改正についてご説明申し上げます。

新旧対照表をご覧ください。このたびの改正は、２５年度から新たに取り組む邑南町生活

管理指導員派遣事業につきまして、えー、利用者に対して負担金を徴収することから条例

の一部を改正するものでございます。この邑南町生活管理指導員派遣事業は基本的生活習

慣が欠如しているなどの理由により、対人関係が成立しないなど社会適応が困難な、おお

むね６５歳以上で、介護保険認定以外の者に対して生活管理指導員、ホームヘルパーでご

ざいますが、これを週２回を上限に派遣をし、日常生活や家事に対する支援や指導、見守

りを行い、要介護状態への進行を予防することを目的に行うものでございます。改正内容

でございますが、まず、第２条支援事業の種類及び別表の事業区分に括弧６邑南町生活管

理指導員派遣事業を加え、別表の費用徴収額に介護保険の報酬単価に準じて算定をいたし

ました利用１回括弧４５分未満括弧とじ当たり１９０円、利用１回括弧４５分以上６０分

未満括弧とじ当たり２４０円を加えるものでございます。施行日は平成２５年４月１日と

し附表、附則に規定をしております。以上が邑南町高齢者等介護予防生活支援事業費用徴

収条例の一部改正についての説明でございます。よろしくお願いいたします。 

●上田税務課長（上田洋文） 議長、番外。 
●山中議長（山中康樹） 番外、上田税務課長 
●上田税務課長（上田洋文） 議案第４９号邑南町税条例の一部を改正する条例の、専決処

分の承認を求めることについてご説明いたします。このたび地方税法等の一部が改正する

法律が平成２５年３月３０日に公布され、原則４月１日から施行されますことから、地方

自治法第１７９条第１項に基づき３月３１日に専決処分により改正したものでございます。

それでは、改正内容を新旧対照表に基づいてご説明いたしますので、新旧対照表１ページ

をご覧ください。まず、寄付金税額控除、第３７条の、あ第３４条の７の改正です。地方

公共団体等に寄付する場合に、平成２６年度から平成５０年度までの各年度に限り、特別

控除額の算定に用いる所得税の税額、限界税率に復興特別所得税括弧１００分の２．１括

弧閉じるを乗じて得た率を加算する措置を講ずる改正でございます。次に、括弧固定資産
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税の納税義務者等括弧閉じる、第５４条第５項は独立行政法人森林総合研究所が行う一定

の事業の施行にともない指定された仮換地等に係る固定資産税の納税義務者、特例の非課

税措置を廃止することとされたものです。２ページ下段から３ページにかけて括弧特別土

地保有税の納税義務者等括弧閉じる、第１３１条第４項も独立行政法人森林総合研究所が

特例の非課税措置を廃止することとされたための改正でございます。続きましてここから

は、続いて、以下は附則の改正です。３ページ括弧延滞金の割合等の特例括弧閉じる第３

条の２のうち第５２条にかかわる事項を後段第２項に新たに設けるものでございます。第

１項、延滞金の割合は、各年の特例基準割合が年７．３％に満たない場合には、本則、年

１４．６％の割合にあっては、特例基準割合に年７．３％を加算した割合。年７．３％の

割合にあっては特例基準割合に年１％を加算した割合。括弧加算した割合が７．３％を超

える場合には、年７．３％の割合括弧とする改正です。また、徴収の猶予等の適用を受け

た場合の延滞金については、徴収の猶予等をした期間に対応する延滞金の額のうち、延滞

金の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞金の額を超える部分の金額を免除

する改正です。４ページ中段、第２項についてです。連結法人等の確定申告の提出期限の

延長を税務署長が認めた場合の、法人町民税の延滞金のかかる割合は、各年の特例基準割

合が年７．３％に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすること

を定めた改正です。次に、４ぺージ下段括弧納期限の延長に係る延滞金の特例括弧閉じる

第４条は特別な事情により税務署長が法人等の確定申告書の提出を猶予した場合、前条の

改正にともない特例基準割合の期間を除くことを定めた改正です。次に、５ページ下段括

弧公益法人等に係る町民税の課税の特例括弧閉じる、第４条の２について、ついては公益

法人等に対して財産を寄付した場合、譲渡所得等の非課税の特例の適用を受けた財産等を

有する公益法人等から財産等の贈与を受けた他の公益法人等が特例の適用を受けた財産等

を有する公益法人とみなされた場合において、非課税承認が取り消されたときは、他の公

益法人等に対して寄付時の譲渡所得等に対する、係る個人の町民税の所得割を課すことを

定めた改正です。次に６ページ中段、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除括弧第７

条の３の２、適用期限を居住年が平成２９年に、平成２５年から４年間延長することによ

り適用年度が平成３５年度から平成３９年度までの４年間延長する改正です。次に６ペー

ジ下段の第７条の４、町税条例３４条の７と同様の改正を行う附則の改正でございます。

７ページ中段第１０条の２第２項、地方税法附則第１５条第１０項が地方税法附則第１０

条第１項削除により項ずれにより第９項に繰り上がる改正を、改正でございます。次に７

ページ下段括弧優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

町民税の課税の特例括弧閉じる。第１７条の２第３項、根拠条文中租税特別措置法３７条

の９の２を除外、租税特別措置法３７条の９の３を削除。条ずれにより根拠条文が租税特

別措置法３７条の９の４からになったものでございます。次に８ぺージ括弧東日本大震災

に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例括弧閉じる、第２２条の２、

東日本大震災によりその有していた居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することがで

きなくなった納税義務者が、住宅の敷地の用に供していた土地の譲渡をした場合読み替え

により長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例、優良住宅地の造成等のための、た

めに土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡

所得にかかる個人の町民税の課税の特例、短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例

を適用できる改正でございます。１０ページ第２２条の２の第２項を新しく設けるもので

ございます。東日本大震災により、その有していた居住用家財が、家屋が滅失等をして居

住の用に供することができなくなったものの相続人括弧家屋に居住していたものに限る括

弧閉じるが、当該家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合には当該相続人は

当該家屋を被相続人がそり取得をした日から所有していたものとみなして居住用財産の譲

渡をした場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けることができるとする改正でご
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ざいます。１０ページ第２２条の２第３項につきましては、第２項追加により項ずれした

もので、それに伴う字句の改正でございます。次に１１ページ括弧東日本大震災にかかる

住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例括弧第２３条、東日本大震災によりその有

していた自己の居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった納税義

務者が住宅の再取得又は増改築をして平成２６年４月から平成２９年１２月までの間に居

住の用に供した場合は、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除の控除限度額について、

ついては、所得税の課税総所得金額等の合計額の１００分の４．２に相当する金額、当該

金額が８万１千９００円を超える場合は８万１千９００円とする改正でございます。法附

則５条の４の２第４項を新設したため法附則第５条の４の２の、４の２の第５項が法附則

第５条の４の２の６項に項ずれしたため、改正で、そのための改正でございます。第２項、

前項と同じく法附則５条の４の２の第４項を新設したため法附則第５条の４の２の第５項

が法附則第５条の４の２の第６項に項ずれしたための改正です。法附則４５条の３項を新

設したため法附則第４５条の４項が法附則第４５条の第５項に項ずれしたための改正でご

ざいます。続きまして本改正文の附則の条文についてご説明いたします。改正文の方の５

ページをご覧ください。附則１条において、施行期日を定めております。この新条例は平

成２５年４月１日から施行しますが、次の各条について別に定めます。第１条から第４条

のとおりでございます。次に第４条第２項についてでございます。この改正は地方税法附

則１５条の９項、９、第１項の改正により固定資産税の２分の１を減免するもので適用年

が１年から２年に延長され、改修に要した費用が３０万円から５０万円を超えるものにな

ったための改正でございます。これは第１項の、に規定しております耐震基準適合住宅に

かかる耐震改修について２項で定めたわけでございます。以上、改正の内容を説明、ご報

告させていただき、地方自治法第１７９条第３項の規定により議会の承認を求めるもので

ございます。よろしくお願い申し上げます。 

●服部町民課長（服部導士） 議長、番外。 
●山中議長（山中康樹） 服部町民課長 
●服部町民課長（服部導士） 議案第５０号、専決処分の承認を求めることについて、邑南

町国民健康保険税条例の一部改正について、ご説明申し上げます。この度の改正は、平成

２５年２月２２日付けで公布されました国民健康保険法施行令の一部を改正する政令を受

けて改正するものでございます。３月末の専決処分となりましたのは、準則の改正が示さ

れましたのが３月となったためでございます。この度の改正は、後期高齢者医療への移行

に伴う特例措置につきまして、１つに、保険税の軽減判定の特例の対象となります特定同

一世帯所属者について、５年の期限をなくし恒久化したこと、２つ目に、平等割の減額に

ついて、これまでの５年間の２分の１の減額に続いて、３年間の４分の１の減額を加え、

計８年間の減額制度としたことであります。なお、この改正は、いずれも保険税の負担を

軽減するものでございますが、保険基盤安定で補てんされることになっております。これ

らを踏まえまして具体的な改正につきましてご説明いたします。新旧対照表をお開きくだ

さい。第５条の２第１項は医療費分に係る本来の平等割に関する部分でございますが、

初の下線部分につきましては、文言を削っております。この部分は申し上げました特定同

一世帯所属者の５年の期限が恒久化されたことによる改正でございます。次に２カ所加え

ておりますが、これは平等割の５年間２分の１の減額に３年間の４分の１の減額を除外規

定に加えるためのものでございます。 初の部分がこれまでの特定世帯における平等割の

５年間の２分の１の減額対象について、次の部分が新たに特定継続世帯として３年間の４

分の１の減額対象について、それぞれを改正後で明記しております。第３号につきまして

は、３年間の４分の１の減額後の平等割額として、特定継続世帯を 1 万１２５円としてお

ります。次に、第７条の３は後期高齢者支援金分の平等割に関する部分でございますが、

第１号は本来の平等割に関するもので、除外として特定継続世帯を加えております。第３
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号は特定継続世帯として４千２７５円を加えております。次に、１枚めくっていただき、

第２３条でございますが、軽減にかかる部分につきまして、それぞれ同様の内容でござい

ます。よって特定継続世帯を加え、特定継続世帯のそれぞれの平等割額を追加しておりま

す。まず第１号は７割軽減部分でございまして、イが医療費分、エが後期高齢者支援金分

となっております。次のページの第２号は５割軽減で、同じくイが医療費分、エが後期高

齢者支援金分となります。第３号は２割軽減で、同じくイが医療費分、内容は１枚めくっ

ていただいた 初にございます。続いてエが後期高齢者支援金分となります。以上が、国

民健康保険法施行令の一部を改正する政令を受けて条例本文を改正したものでございます。

次に、附則第２１項についてでございますが、これは、地方税法と租税特別措置法の一部

改正を受けまして改正したものでございます。内容といたしましては、大きな変更点はご

ざいませんが、昨年３月末に追加いたしました東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地

に係る譲渡期限の延長の特例に関し、 初の下線部分が地方税法の一部改正を受け、残り

の下線２箇所は租税特別措置法の一部改正を受け、それぞれ項番号を変更しておるもので

ございます。改正文の２ページ目に戻っていただきたいと思います。中ほどの附則でござ

います。第１条で施行期日を平成２５年４月１日、ただし、附則第２１項の改正につきま

しては平成２６年１月１日としております。第２条で適用区分として、平成２５年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２４年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例としております。ただし第２項で附則第２１項の改正については平成

２６年度以後の年度分の国民健康保険税について適用するとしております。以上、地方自

治法第１７９条第１項の規定により、専決処分しましたので、同条第３項の規定により報

告し承認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 

●石橋町長（石橋良治） 議案第５１号から議案第５６号までの提案理由をご説明申しあげ

ます。まず、議案第５１号専決処分の承認を求めることについてでございますが、これは

平成２４年度邑南町一般会計補正予算第９号により、歳入歳出それぞれ１億３千１８６万

８千円を増額することについて、専決処分したものでございます。次に、議案第５２号専

決処分の承認を求めることについてでございますが、これは平成２４年度邑南町国民健康

保険事業特別会計補正予算第４号により、歳入歳出それぞれ４千８６７万２千円を減額す

ることについて、専決処分したものでございます。次に、議案第５３号専決処分の承認を

求めることについてでございますが、これは平成２４年度邑南町後期高齢者医療事業特別

会計補正予算第４号により、歳入歳出それぞれ４８万９千円を増額することについて、専

決処分したものでございます。次に、議案第５４号専決処分の承認を求めることについて

でございますが、これは平成２４年度邑南町簡易水道事業特別会計補正予算第５号により、

歳入歳出それぞれ２２８万円を減額することについて、専決処分したものでございます。

次に、議案第５５号専決処分の承認を求めることについてでございますが、これは平成２

４年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第４号により、歳入歳出それぞれ２５０万円を

増額することについて、専決処分したものでございます。 次に、議案第５６号専決処分

の承認を求めることについてでございますが、これは平成２４年度邑南町電気通信事業特

別会計補正予算第５号により、歳入歳出それぞれ５０万円を減額することについて、専決

処分したものでございます。以上、詳細につきましては、それぞれ担当課長から説明をさ

せますので、よろしくお願いいたします。 

●日高企画財政課長（日高輝和） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 日高企画財政課長。 

●日高企画財政課長（日高輝和） 議案第５１号専決処分の承認を求めることについて、平

成２４年度一般会計補正予算第９号についてご説明申しあげます。予算書の１ページをお
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開きください。第１条の歳入歳出予算の補正額でございますが、歳入歳出それぞれ１億３

千１８６万８千円を増額しまして、歳入歳出予算の総額を１２６億８千２３７万４千円と

するものでございます。歳入歳出予算補正の区分及び金額につきましては、２ページから

５ページの第１表歳入歳出予算補正に記載しております。なお、詳細につきましては、後

ほど事項別明細書の方でご説明申しあげます。第２条地方債の補正でございますが、ペー

ジをめくっていただきまして、６ページをお開きください。第２表地方債の補正でござい

ます。ほとんどが事業費の確定に伴う限度額の補正となっております。表の上の方から、

町営バス整備事業債は、町営バス大朝線の車両購入費の確定に伴い１０万円の増額で３７

０万円。保育所建設事業債は、口羽保育所及び阿須那保育所改築事業に係るもので３０万

円の減額で２億１千９４０万円。山村開発センター建設事業債は、平成２４年度分の建設

工事の完了に伴い３０万円の増額で２億１千４２０万円。道路改良舗装事業債は、町道判

場川角線ほか５路線の改良事業に係るもので３０万円の減額で２億３１０万円。公営住宅

建設事業債は、公営住宅ストック改善事業、森実住宅建設事業及び市木地区若者定住住宅

建設事業の完了に伴い９０万円の増額で８千７３０万円。消防施設整備事業債は、消防瑞

穂出張所建設事業及び救急自動車購入事業に係る江津邑智消防組合負担金の確定分と耐震

性貯水槽整備事業の完了に伴い７００万円の減額で９千８３０万円。小学校体育施設整備

事業債は、瑞穂小学校体育館改修事業の設計費の確定に伴い４０万円の減額で１億１千９

００万円。給食センター整備事業債は、西給食センター設備整備事業の完了に伴い６０万

円の減額で３２０万円。あ３７０万円。失礼しました。学校施設整備事業債は、日貫小学

校改修事業の完了に伴い４０万円の増額で２千２９０万円。公民館耐震補強事業債は、井

原公民館耐震補強事業の完了に伴い８０万円の減額で１千１１０万円。以下、現年発生農

地補助災害復旧事業債から現年発生林道単独災害復旧事業債まで、それぞれ災害復旧事業

費の確定によるもので、合わせて１４０万円の増額で１千２９０万円となっております。

以上、合計いたしまして、６３０万円の減額で、地方債の合計額が１６億９千５７０万円

となるものでございます。次に補正予算の内容を予算に関する説明書の事項別明細書で説

明させていただきます。予算に関する説明書をめくっていただきますと事項別明細書とな

っております。１ページから５ページは総括表となっておりますので説明に合わせてご確

認ください。説明の方は６ページからさせていただきますので、めくっていただきまして

６ページ・７ページをお開きください。以下左のページの説明が右のページという配置に

なっておりますのでご確認ください。６ページ、まず歳入でございます。１款は、町税で

す。１項町民税から４項市町村たばこ税まで、それぞれ収納実績に基づく 終見込額によ

り補正をしております。２項の固定資産税の現年課税分で６０５万９千円の減額を計上し

ておりますが、企業の大口未納額が発生したものが影響しております。続きまして８ペー

ジをお開きください。２款地方譲与税、６款地方消費税交付金、８款自動車取得税交付金、

１０款地方交付税、１２款分担金及び負担金につきましては、それぞれ交付額及び負担金

額の確定による補正でございます。このうち１０款の地方交付税でございますが、特別地

方交付税を１億７千１０９万４千円増額補正しております。これは地方公共団体の特別な

財政事情などに基づいて交付されますもので、３月２２日に総務省で配分額が決定された

ものでございます。続きまして１０ページでございます。１３款使用料及び手数料につき

ましては、斎場使用料の実績に基づく減額を計上しております。１４款国庫支出金、１５

款県支出金でございますが、国及び県からの交付決定を受け、それぞれ減額補正をしてお

ります。これらは各事業の財源補正となっておりますので、後ほど歳出の方でも説明をさ

せていただきます。続きまして１２ページでございます。１５款県支出金でございますが、

前のページ同様交付決定を受けての補正でございます。１７款寄附金でございますが、一

般寄附金として作曲家の故伊藤冝二氏に係る著作権収入を計上しております。１８款繰入

金でございますが、１月及び３月の補正予算に計上しておりました財政調整基金からの繰
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入につきまして、財源の確保ができましたので１千７４４万７千円を今回減額補正するも

のでございます。２０款諸収入でございますが、雑入を計上しております。２款報償金５

７０万２千円ですが消防団員の退職者が増えたことに伴う消防団員等公務災害補償等基金

からの退職報奨金収入でございます。３款過年度補助金等返還金１０１万２千円でござい

ますが、平成２３年度江津邑智消防組合の羽須美出張所建設事業に係る負担金の精算分で

ございます。１４ページをお開きください。前のページに引き続いて雑入でございます。

４節他団体補助金、６節雑入につきましては、交付決定及び実績見込み額により補正して

おります。２１款町債でございますが、えーこれは１７ページまで続いております。先ほ

ど地方債補正のところでご説明申しあげましたとおりでございます。説明の方は省略をさ

せていただきます。次に、歳出の説明をさせていただきます。１８ページ・１９ページを

お開きください。まず、２款１項総務管理費の目１一般管理費です。積立金を１億８千４

８万５千円増額補正しております。これは歳入の増額分を基金に積み立てるもので、内訳

は、財政調整基金への積み立てが１億４千４８万５千円、減債基金への積立が４千万円で

ございます。以下、６企画費、８地域振興及び人口定住対策費、１２生活交通確保対策事

業費、２款２項徴税費につきましては、それぞれ事業が完了したことにより補正を行って

おります。えー、ここで、あの右ページの説明欄に財源更正と記載されているものがござ

いますが、それぞれの事業が完了したことに伴い起債あるいは国県補助金といった特定財

源が決定されたことに伴い、財源の調整のみを行ったものでございます。以下個々の説明

につきましては、これは割愛させていただきます。下の３款１項社会福祉費でございます

が、国民健康保険事業の精算に伴う繰出金の減額、及び中国残留邦人等支援給付費の実績

に基づく減額補正でございます。続きまして２０ページをお開きください。３款１項社会

福祉費につきましては、事業実績に伴う減額補正でございます。３款２項児童福祉費の３

児童福祉施設費でございますが、阿須那保育所改築事業の工事請負費を法人への補助金に

振り替えるものです。なお、この事業は平成２５年度への繰り越し施工をするものでござ

います。３款３項生活保護費につきましては、事業実績に基づく補正でございます。続き

まして２２ページをお開きください。４款衛生費１項保険衛生費から６款１農業費でござ

いますが、それぞれ事業実績に伴う補正でございます。保健衛生費の簡易水道事業特別会

計繰出金につきましては、実績に基づいて財源不足が見込まれるため、一般会計から繰出

しを行うものでございます。続きまして２４ページをお開きください。６款農林水産業費

１項農業費でございます。下水道事業特別会計繰出金につきましては、農業集落排水事業

において財源確保ができたことに伴い繰出金を減額するものでございます。７款商工費１

項商工費でございます。農林商工等連携サポートセンター事業費につきましては、減額補

正を行うものでございます。国の補正予算を活用する事業として３月補正予算に計上して

おりますええぞ邑南町誇りと自信を持とう事業につきまして、国から補助金の交付決定が

ありましたので、一部事業内容の調整を行い、１６９万４千円を減額するものでございま

す。なお、この事業は平成２５年度への繰り越し事業となっております。金融支援対策事

業費につきましては、商工業者の方の資金借入に対して助成を行うものでございますが、

件数の増加に伴いまして４４万１千円の増額を行うものでございます。８款土木費１項土

木管理費でございます。下水道事業特別会計繰出金につきまして、特定環境保全公共下水

道事業の財源確保ができたことに伴い繰出金を減額するものでございます。続きまして２

６ページをお開きください。いずれも土木費で各事業の財源更正を行ったものでございま

す。２８ページをお開きください。９款消防費でございます。１の常備消防費につきまし

ては、江津邑智消防組合瑞穂出張所建設事業費及び高規格救急車整備事業費の確定に伴う

負担金の減額で６２４万７千円をしております。２の非常備消防費につきましては、歳入

のところでご説明しました消防団員の退職報償金の増額により５７０万２千円増額補正す

るものでございます。４防災費につきましては、財団法人自治総合センターの補助事業が
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採択になったもので、出羽地区の自主防災組織が消火栓用ホース等を整備された費用への

補助金でございます。１０款教育費１項教育総務費でございます。２の事務局費に２７万

８千円の増額補正を計上しておりますが、歳入の寄付金のところでご説明いたしました故

伊藤冝二氏に係る著作権収入を瑞穂小学校補助金として計上しております。以下教育費に

つきましては、それぞれ財源補正を行ったものでございます。続きまして、３０ページを

お開きください。１０款教育費３項中学校費から１１款災害復旧費まで、それぞれ事業実

績に基づく財源更正及び減額補正でございます。続きまして、３２ページをお開きくださ

い。１２款公債費でございますが、長期償還利子、一時借入金利子の確定によりまして減

額補正をしたものでございます。一般会計補正予算につきましては以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

●山中議長（山中康樹） えー、議案の説明中ではございますが、ここでお諮りをいたしま

す。本日の会議時間は議案の審議のため、あらかじめこれを延長したいと思います。これ

にご異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。本日の会議時間は延長することに決しました。 
●服部町民課長（服部導士） 議長、番外。 
●山中議長（山中康樹） 服部町民課長。 
●服部町民課長（服部導士） 議案第５２号専決処分の承認を求めることについて、平成２

４年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第４号について、ご説明いたします。予

算書の１ページをお開きください。歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ４千８６

７万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１４億７千１７０万１千

円とするものでございます。詳細につきましては、事項別明細書の４ページ・５ページを

お開きください。まず、歳入でございますが、それぞれ、交付決定や確定、あるいは歳入

見込みが確実になったことによる補正でございます。１款の国民健康保険税につきまして

は、 終見込みといたしまして、全体で９０万６千円の減額でございます。４款の国庫支

出金につきましては、療養給付費負担金が、療養給付費負担金、老人保健拠出金、介護納

付金、後期高齢者医療支援金、それぞれが確定いたしましたので、全体で１千４６０万３

千年減額しております。次に、６ページ・７ページをお開きいただき、国庫補助金の、財

政調整交付金は医療費の減少により３千９０４万１千円減額しております。次に、８ペー

ジ・９ページをお開きいただき、６款の共同事業交付金につきましては、医療費の減少に

より４千１２８万５千円減額しております。次に、８款の療養給付費交付金につきまして

は、前年度精算交付を受け、４千２０９万９千円増額しております。次に、１０ページ・

１１ページをお開きいただき、９款の繰入金でございますが、国民健康保険事業基金繰入

金につきましては、療養給付費国庫負担金等の減額を補てんするため１千３６８万円増額

しております。一般会計繰入金につきましては、職員給与費等繰入金が、昨年度の総務費

予算不用額の精算など 終の調整のため１１６万４千円の減額、助産費等繰入金が１０人

の出産見込みに対し３人の出産であったことにより１９５万５千円の減額、全体で３１１

万９千円の減額でございます。次に、１２ページ・１３ページをお開きいただき、歳出で

ございます。歳出の補正につきましては、歳出の確定などにより、予算額を修正するとと

もに、財源内訳につきましても必要な修正を行っております。まず、２款の保険給付費で

ございますが、療養諸費につきましては、一般被保険者、退職被保険者ともに医療費の減
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少により、全体で１千４１８万２千円の減額でございます。財源内訳では関係いたします

療養給付費等国庫負担金と共同事業交付金を修正しております。次に、高額療養費につき

ましても、医療費の減少により、全体では、１４ページ・１５ページをお開きいただき計

の欄でございます。１千２６万円の減額でございます。財源内訳につきましても同様に療

養給付費等国庫負担金と共同事業交付金を修正しております。次に、１６ページ・１７ペ

ージをお開きいただき、６款の共同事業拠出金でございますが、これにつきましても医療

費の減少により、高額医療費に対して、高額医療費に対応します高額医療費共同事業医療

費拠出金、それ以外の保険財政共同安定化事業拠出金ともに減額し、全体で１千８９１万

２千円の減額でございます。財源内訳につきましては国と県の高額医療費共同事業負担金

を修正しております。以上、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分したの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。続きまして、

議案第５３号専決処分の承認を求めることについて、平成２４年度邑南町後期高齢者医療

事業特別会計補正予算第４号について、ご説明いたします。予算書の１ページをお開きく

ださい。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４８万９千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を、歳入歳出それぞれ３億７千６７万９千円とするものでございます。詳細につき

ましては、事項別明細書の４ページ・５ページをお開きください。まず、歳入でございま

すが、１款の後期高齢者医療保険料につきまして、普通徴収保険料の 終歳入見込みによ

り４８万９千円の増額でございます。次に、６ページ・７ページをお開きいただき、歳出

でございます。２款の後期高齢者医療広域連合納付金につきまして、保険料等負担金を歳

入と同額の４８万９千円の増額でございます。以上、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、専決処分いたしましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める

ものでございます。よろしくお願いいたします。 

●土崎水道課長（土崎由文） 議長、番外。 
●山中議長（山中康樹） 土崎水道課長。 
●土崎水道課長（土崎由文） 議案第５４号専決処分の承認を求めることについて平成２４

年度邑南町簡易水道事業特別会計補正予算第５号につきましてご説明いたします。予算書

の第１ページをお開きください。歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２２８万円

を減額し歳入歳出の総額を６億８千３１８万６千円とするものでございます。４ページ地

方債補正をご覧ください。補正前の限度額１億４千３７０万円に対し、補正後の限度額１

億４千２２０万円で１５０万円の減でございます。これは簡易水道施設整備事業費が確定

したことによる減額でございます。次に、詳細については事項別明細書の４ページをご覧

ください。歳入でございますが水道使用料が１５０万円減額してあります。これは３月の

水道使用量が例年に比べ減少しております。通常冬季間は各家庭で水道管凍結防止のため

夜間水道蛇口を少し開けることがありますけども本年は暖冬のためそうした対策が不要で

あったため使用水量が減ったものと考えております。次に国庫補助金９９万６千円の減、

施設整備事業費確定による減額でございます。次に一般会計繰入金１７１万６千円の増、

町債についてさきほど説明させていただきました。次に、歳出でございますが６ページを

ご覧ください。簡易水道施設整備事業費の工事費等確定したことにより２２８万円の減で

ございます。続きまして議案第５５号専決処分の承認を求めることについて平成２４年度

邑南町下水道事業特別会計補正予算第４号につきましてご説明いたします。予算書の１ペ
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ージをお開きください。歳入歳出予算の増額に歳入歳出それぞれ２５０万円を増額し歳入

歳出の総額を１０億８４０万３千円とするものでございます。詳細につきましては、事項

別明細書の４ぺージをご覧ください。歳入でございますが、分担金及び負担金が２５０万

円の増額でございます。これは、農業集落排水施設及び下水道施設に新たに加入届けを提

出していただいた方の受益者分担金でございます。この額を一般会計から繰り入れた公債

費と財源補正するために歳入において農業集落排水事業及び下水道事業基金繰入金を２５

０万円増額し、他会計繰入金を同額減額するものでございます。６ページをご覧ください。

歳出につきましても公債費に支出する下水道基金積立金を２５０万円増額し、同額の一般

会計分を減額する財源更正を行ったものであります。以上でございます。よろしくお願い

いたします。 
●小林情報推進課長（小林雅博） 番外。 
●山中議長（山中康樹） 小林情報推進課長。 
●小林情報推進課長（小林雅博） 議案第５６号専決処分の承認を求めることについて平成

２４年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第５号についてご説明いたします。予算書

の１ページ目をお開きください。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５０

万円を減額し、歳入歳出予算の総額を４億２千１３３万円とするものでございます。２項

については後ほどご説明いたします。第２条地方債の変更につきましては４ページをお開

きください。第２表地方債補正でございます。情報基盤整備事業債の限度額を９００万円

から８５０万円に変更するものでございます。これは契約額の確定によるものでございま

す。次に事項別明細書の４ページをご覧ください。まず、歳入でございます。９款町債さ

きほどご説明いたしました情報基盤整備事業債でございます。５０万円の減額でございま

す。続いて６ページをご覧ください。歳出でございます。２款電気通信事業債の施設整備

事業費は財源更正でございます。３款基金積立金、電気通信事業基金積立金５０万円の減

額でございます。以上補正額合計５０万円の減額でございます。よろしくお願いいたしま

す。         
●山中議長（山中康樹）  以上で、執行部からの提案理由の説明を終わります。 
●山中議長（山中康樹） これより、質疑に入ります。始めに、議案第４８号に対する質疑

に入ります。質疑はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹）  無いようでございますので、議案第４８号に対する質疑を終わま

す。 
●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第４９号に対する質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。    
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第４９号に対する質疑を終わります。 
●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第５０号に対する質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。 
●大和議員（大和磨美） 議長 
●山中議長（山中康樹） １番大和議員 
●大和議員（大和磨美） えーと、議案第５０号に対してなんですが、特定継続世帯として
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 ３年間町独自の補助を延長した点は大変評価できるんですけれども、えーと、そのまま２

 分の１という数字で延長するということは検討されなかったのでしょうか。どうでしょう

 か。 

●服部町民課長（服部導士） 議長、番外 

●山中議長（山中康樹） 服部町民課長 
●服部町民課長（服部導士） えー、この改正につきましては、冒頭申し上げましたけれど

も国民健康保険法施行令の改正を受けての、えー、条文改正でございまして、そのために、

規定にございますけども、通常今までありました５年間の２分の１の減額措置、加えて引

き続いて、えー、それを経過した方につきましても３年間の４分の１の減額措置を行おう

という激変緩和の措置を追加されたということでございまして、えー、町単独で考える制

度のものではございませんでして、国の制度にのっとったものでございます。 
●山中議長（山中康樹） １番いいですか 

●山中議長（山中康樹） その他ありませんか。 
●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第５０号に対する質疑を終わります。 
●山中議長（山中康樹）   続きまして、議案第５１号に対する質疑に入ります。 

本件の質疑につきましては、歳入・歳出全般にわたっての質疑とさせていただきます。質

疑の際は、あらかじめ頁数を示して、これを行っていただきますようお願いをいたします。

質疑はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第５１号に対する質疑を終わります。 
●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第５２号に対する質疑に入ります。本件の質疑

につきましても、歳入、歳出全般にわたって行います。質疑の際は、あらかじめ頁数を示

して、これを行っていただきますようお願いいたします。質疑はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第５２号に対する質疑を終わります。 
●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第５３号に対する質疑に入ります。本件の質疑

につきましても、歳入、歳出全般にわたって行います。質疑の際は、あらかじめ頁数を示

して、これを行っていただきますようお願いいたします。質疑はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第５３号に対する質疑を終わります。 
●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第５４号に対する質疑に入ります。本件の質疑

につきましても、歳入、歳出全般にわたって行います。質疑の際は、あらかじめ頁数を示

して、これを行っていただきますようお願いいたします。質疑はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹）   無いようですので、議案第５４号に対する質疑を終わります。 
●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第５５号に対する質疑に入ります。本件の質疑

につきましても、歳入、歳出全般にわたって行います。質疑の際は、あらかじめ頁数を示

して、これを行っていただきますようお願いいたします。質疑はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第５５号に対する質疑を終わります。 
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●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第５６号に対する質疑に入ります。本件の質疑

につきましても、歳入、歳出全般にわたって行います。質疑の際は、あらかじめ頁数を示

して、これを行っていただきますようお願いいたします。質疑はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第５６号に対する質疑を終わります。 
以上で、議案の質疑を終わります。 

●山中議長（山中康樹） これより、討論、採決に入ります。始めに、議案第４８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。反

対討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。 
議案第４８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４８号、専決処分の承認を

求めることについて、邑南町高齢者等介護予防生活支援事業費用徴収条例の一部改正につ

きましては、原案のとおり承認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、議案第４９号に対する討論に入ります。始めに、反

対討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。 
議案第４９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４９号、専決処分の承認を

求めることについて、邑南町税条例の一部改正につきましては、原案のとおり承認するこ

とに決定をいたしました。 
●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第５０号に対する討論に入ります。始めに、反

対討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。

議案第５０号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手多数） 

●山中議長（山中康樹） はい、賛成多数、したがって、議案第５０号、専決処分の承認を

求めることについて、邑南町国民健康保険税条例の一部改正につきましては、原案のとお

り承認することに決定をいたしました。 
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●山中議長（山中康樹） 続きまして、議案第５１号に対する討論に入ります。始めに、反

対討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。 
議案第５１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５１号、専決処分の承認を

求めることについて、平成２４年度邑南町一般会計補正予算第９号につきましては、原案

のとおり承認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、議案第５２号に対する討論に入ります。始めに、反

対討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。 
議案第５２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５２号、専決処分の承認を

求めることについて、平成２４年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第４号につ

きましては、原案のとおり承認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、議案第５３号に対する討論に入ります。始めに、反

対討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。 
議案第５３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５３号、専決処分の承認を

求めることについて、平成２４年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第４号に

つきましては、原案のとおり承認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、議案第５４号に対する討論に入ります。始めに、反

対討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。

議案第５４号に賛成の方の挙手を求めます。 
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（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５４号、専決処分の承認を

求めることについて、平成２４年度邑南町簡易水道事業特別会計補正予算第５号につきま

しては、原案のとおり承認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、議案第５５号に対する討論に入ります。始めに、反

対討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。

議案第５５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５５号、専決処分の承認を

求めることについて、平成２４年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第４号につきまし

ては、原案のとおり承認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、議案第５６号に対する討論に入ります。始めに、反

対討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。

議案第５６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５６号、専決処分の承認を

求めることについて、平成２４年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第５号につきま

しては、原案のとおり承認することに決定をいたしました。ここで、暫時休憩といたしま

す。自席にてお待ちください。 
―― 午後５時１４分 休憩 ―― 

（追加日程の配布） 
―― 午後５時１７分 再開 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程の追加 議長発議 

●山中議長（山中康樹） 再開をいたします。ここでお諮りをいたします。先ほど、各常任

委員会委員長、議会運営委員長並びに各特別委員会委員長より閉会中の継続審査の付託に

ついて申出書が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第１８として、議題にい

たしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
（「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、閉会中の継続調査の付託につ

いては日程に追加し、追加日程第１８として、議題とすることに決定をいたしました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
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追加日程第１８ 閉会中の継続調査の付託 

●山中議長（山中康樹）  追加日程第１８、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

付することに、異議はございませんか。 
（「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。よって、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、本臨時会に付議されました案件は、すべて議了いたしま

したので、これをもって本臨時会を閉会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、本臨時会はこれをもって閉会

することに決定をいたしました。以上をもちまして、平成２５年第３回邑南町議会臨時会

を閉会といたします。大変ご苦労様でございました。 
―― 午後５時１８分 閉会 ―― 

 
 


