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平成２１年第３回利根町議会定例会を次のとおり招集する。

平成２１年８月３１日

利根町長 遠 山 務

１．招 集 の 日 平成２１年９月３日

２．招集の場所 利根町議会議場
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平成２１年第３回

利根町議会定例会会議録 第１号

平成２１年９月３日 午前１０時開会

１．出席議員

１番 能 登 百合子 君 ８番 今 井 利 和 君

２番 西 村 重 之 君 ９番 五十嵐 辰 雄 君

３番 欠 員 １０番 会 田 瑞 穂 君

４番 守 谷 貞 明 君 １１番 飯 田 勲 君

５番 高 橋 一 男 君 １２番 岩 佐 康 三 君

６番 中 野 敬江司 君 １３番 髙 木 博 文 君

７番 欠 員 １４番 若 泉 昌 寿 君

１．欠席議員

な し

１．説明のため出席した者の氏名

町 長 遠 山 務 君

総 務 課 長 福 田 茂 君

企 画 財 政 課 長 秋 山 幸 男 君

税 務 課 長 矢 口 功 君

町 民 生 活 課 長 高 野 光 司 君

健 康 福 祉 課 主 幹 村 田 啓 子 君

経 済 課 長 石 井 博 美 君

都 市 建 設 課 長 飯 田 修 君

会 計 課 長 蓮 沼 均 君

教 育 長 伊 藤 孝 生 君

教 育 委 員 会 事 務 局 長 鬼 沢 俊 一 君

水 道 課 長 飯 塚 正 夫 君

１．職務のため出席した者の氏名

議 会 事 務 局 長 木 村 克 美

書 記 蛯 原 一 博

書 記 坂 本 隆 雄
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１．会議録署名議員

１１番 飯 田 勲 君

１２番 岩 佐 康 三 君

１．議事日程

議 事 日 程 第 １ 号

平成２１年９月３日（木曜日）

午前１０時開会

諸般の報告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の件

日程第３ 議案第46号 利根町課等設置条例の一部を改正する条例

日程第４ 議案第47号 利根町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例

日程第５ 議案第48号 平成21年度利根町一般会計補正予算（第２号）

日程第６ 議案第49号 平成21年度利根町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第７ 議案第50号 平成21年度利根町老人保健特別会計補正予算（第１号）

日程第８ 議案第51号 平成21年度利根町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第52号 平成21年度利根町営霊園事業特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第53号 平成21年度利根町介護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第54号 平成21年度利根町介護サービス事業特別会計補正予算(第１号)

日程第12 議案第55号 平成21年度利根町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第56号 平成21年度利根町水道事業会計補正予算（第２号）

日程第14 議案第57号 町道路線の認定について

日程第15 議案第58号 利根町教育委員会委員の任命について

日程第16 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の件

追加日程第１ 常任委員の選任

追加日程第２ 議会運営委員の選任

追加日程第３ 龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員の選挙
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日程第３ 議案第46号

日程第４ 議案第47号

日程第５ 議案第48号

日程第６ 議案第49号

日程第７ 議案第50号

日程第８ 議案第51号

日程第９ 議案第52号

日程第10 議案第53号

日程第11 議案第54号

日程第12 議案第55号

日程第13 議案第56号

日程第14 議案第57号

日程第15 議案第58号

日程第16 諮問第１号

午前１０時００分開会

○議長（若泉昌寿君） おはようございます。

ただいまの出席議員は12名です。定足数に達していますので、平成21年第３回利根町議

会定例会を開催いたします。

これから本日の会議を開きます。

○議長（若泉昌寿君） 日程に入る前に、諸般の報告を行います。

利根町議会閉会中の平成21年６月30日付をもちまして佐々木・白旗両議員から、一身上

の都合により、会議規則99条の規定に基づき辞職願が提出され、これを地方自治法第126

条の規定に基づき受理し許可しましたのでご報告をいたします。

監査委員から、平成21年５月分から７月分の現金出納検査の結果及び平成20年度決算審

査意見書並びに平成20年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率報告書について報

告がありました。それぞれの写しをお手元に配付してあります。

次に、町長から議案が提出されておりますので、報告させます。

議会事務局長木村克美君。

〔議会事務局長木村克美君登壇〕

○議会事務局長（木村克美君） 今期定例会に町長から議案が提出されましたので、ご報

告申し上げます。

議案第46号 利根町課等設置条例の一部を改正する条例

議案第47号 利根町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
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議案第48号 平成21年度利根町一般会計補正予算（第２号）

議案第49号 平成21年度利根町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第50号 平成21年度利根町老人保健特別会計補正予算（第１号）

議案第51号 平成21年度利根町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

議案第52号 平成21年度利根町営霊園事業特別会計補正予算（第１号）

議案第53号 平成21年度利根町介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第54号 平成21年度利根町介護サービス事業特別会計補正予算(第１号)

議案第55号 平成21年度利根町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第56号 平成21年度利根町水道事業会計補正予算（第２号）

議案第57号 町道路線の認定について

議案第58号 利根町教育委員会委員の任命について

議案第59号 平成20年度利根町一般会計歳入歳出決算認定の件

議案第60号 平成20年度利根町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

議案第61号 平成20年度利根町老人保健特別会計歳入歳出決算認定の件

議案第62号 平成20年度利根町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件

議案第63号 平成20年度利根町営霊園事業特別会計歳入歳出決算認定の件

議案第64号 平成20年度利根町介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件

議案第65号 平成20年度利根町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定の件

議案第66号 平成20年度利根町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件

議案第67号 平成20年度利根町水道事業会計決算認定の件

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

以上、条例の一部改正が２件、補正予算が９件、町道路線の認定が１件、人事案件が１

件、決算の認定が９件、諮問が１件の計23件の議案が提出されております。

以上で報告を終わります。

○議長（若泉昌寿君） 報告が終わりました。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

これから議事日程に入ります。

○議長（若泉昌寿君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第118条の規定によって、

11番 飯 田 勲 君

12番 岩 佐 康 三 君

を指名いたします。

○議長（若泉昌寿君） 日程第２、会期の件を議題といたします。
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お諮りいたします。

本定例会の会期は、本日から９月16日までの通算14日間にしたいと思います。これにご

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月16日まで

の14日間に決定いたしました。

会期の内訳は、お手元に配付の会期日程のとおり行いたいと思います。ご協力のほどお

願いいたします。

○議長（若泉昌寿君） 審議に入るに当たり、本定例会に提出されました議案の総括説明

を求めます。

町長遠山 務君。

〔町長遠山 務君登壇〕

○町長（遠山 務君） 皆さん、おはようございます。知事選、衆議院選、応援街頭演説

やったのが今ごろのどに出まして、聞き苦しい点があろうかとは思いますが、お許しのほ

どよろしくお願いいたします。

平成21年第３回利根町議会定例会招集しましたところ、議員の皆様方には、大変公私と

もにご多忙にもかかわらず、ご出席をいただきまして、心より御礼を申し上げます。

平成21年第３回利根町議会定例会の開会に当たりまして、所信の一端を述べさせていた

だきます。

このたびの町長選には、議員の皆様には、いろいろとご指導、ご協力をいただきました

ことを厚く御礼を申し上げます。また、町民の皆様の温かいご支援に対しまして、心より

深く感謝を申し上げます。

さて、現在の社会情勢は景気が底入れをしたと言われておりますが、まだまだ大変厳し

い情勢下にあります。８月28日発表の７月の完全失業率、若者を中心に5.7％、有効求人

倍率も0.42倍と、ともに過去最悪の状況にあります。関東だけ例を挙げましても、埼玉県

の横ばいを除いては、すべての県で低下しておりますし、派遣労働者、非正規労働者の解

雇数も増加傾向にあります。７月の消費支出も昨年同月と比べ２％マイナスと３カ月ぶり

に減少し、消費者物価指数は2.2％マイナスと過去最大の下落で、どの数値を見ましても

大変厳しい状況にあります。

当町の行財政におきましても同様で、税収を見ましても、平成17年度決算ベースで15億

5,500万円、18年度も、ほぼ同額の15億5,500万円、19年度は17億3,300万円、税制の見直

しで１億7,800万円、前年対比で増となっておりますが、平成20年度は16億6,600万円、平

成21年度当初予算では15億9,200万円であり、直近では年々減収傾向にあります。一般会

計、特別会計の基金状況を見ましても、平成17年度決算時に40億1,900万円の残高があり
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ましたが、平成21年７月24日現在の残高は27億6,300万円と12億5,600万円の減になってい

る状況でございます。平成20年度決算を見ますと、歳入合計54億7,400万円、歳出合計52

億8,900万円、性質別歳出の状況では人件費ウエートが23.1％、目的別歳出状況では民生

費20.9％、衛生費18.3％と非常に高いウエート値を示しており、今後の財政運営にも大き

な影響を与えることと考えております。

ただ、その一方で、平成20年度決算に基づく健全化判断比率を見ますと、一般会計等の

実質赤字比率、公営企業会計を含めた全会計の連結実質赤字比率につきましては黒字のた

めに算定されませんが、実質公債費比率は早期健全化基準25％に対し16.3％、将来負担比

率は350％に対し11.6％と健全化判断比率はおおむね良好となっております。

このような状況の中、今後も住民の皆様の声を聞きながら、合理化を図り効率のよい能

率的な行財政運営を心がけてまいる決意でございます。明るく健康で生き生きと楽しく、

しかも安心して暮らすことは、すべての町民の願いでございます。社会経済が低迷してい

る今こそ、地域社会における問題解決が大切であり、それにおける行政の役割がますます

重要となってまいります。その役割を実行するには、町民の皆様のご理解とご協力が不可

欠であると考えております。町民の皆様と協働で思いやりのある明るい、しかも活力に満

ちたまちづくりを心がけたいと固く心に誓っている次第であります。

これらを基本理念とし、今後取り組んでいく施策を申し述べます。

少子化対策、少子高齢化は利根町だけではなく全国的な傾向でありますが、利根町は特

に出生率が、県下ではもちろんのこと全国的に見ても大変低い位置にあります。子供のい

ない家庭と同じで、子供のいない町は活気がないと言われております。そこで出生率を上

げるには、また、子供をふやすにはどうしたらよいか。やはり子育て環境をよくしなけれ

ばなりません。育児補助金、中学生までの医療費の無料化、通学時のヘルメットの無料配

布、通学路の安全確保などなど、子育て環境をよくすることが、出生率アップ、そして、

お子さんのいらっしゃる若い方の流入につながると考えております。今後は、県下一の子

育て環境のよい町を目指してまいります。

また、高齢化対策も重要な課題と認識をしております。元気な老人づくり、健康寿命を

伸ばすこと、在宅介護ができるような環境づくりをしていかなければなりません。私が在

任中取り入れました筑波大の朝田先生を中心とした痴呆のメカニズム調査、食、睡眠、運

動との関連調査でありますが、運動ではフリフリグッパー、そのフリフリグッパーは、そ

の施策の一つでございます。利根町が発信で全国に広がっておりますし、当時、県立医療

大学病院長の太田仁史先生のシルバーリハビリ体操も同様の状況でございます。在宅介護

の環境づくりでは、以前、３級ヘルパー取得制度、現在では地域介護ヘルパー養成講座を

社協と連携で行っております。また、町民の皆様の健康増進の観点から、利根川堤防上の

桜並木を整備し、健康ロード、やすらぎロードなどとして整備していきたいと考えており

ます。
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旧布川小、東文間小、利根中学校の跡地の活用でありますが、旧布川小、東文間小学校

跡地については、地域介護、高齢者の健康増進等の拠点として活用していく考えでありま

す。また、旧利根中学校跡地につきましては、農協、商工会、近隣市町村と連携をとり、

第三セクター方式で直売所を中心とした活用を図っていきたい、そのように考えておりま

す。

農業につきましては、当面、北部地区の基盤整備、水利も入れまして176ヘクタールを

進めていきます。後継者育成、特産品づくり、直売所の整備等が、当面やらなければなら

ない課題と認識をしております。幸い現在、耕作放棄地が利根町は3.9％と、県南でも河

内町に次いで２番目に低い水準でありますので、今後の農業政策の大きな課題であります

後継者育成を図り、放棄地がふえないようにしなければならないと、そのように思ってお

ります。

21世紀を担う子供たちに、よりよい自然環境を残すことも大切な課題であります。それ

に伴うエコのまちづくり、地元雇用促進のための企業誘致、行財政改革、生活用水の安定

供給、商業の活性化、安全教育、食の安全、住民の疾病予防、新型インフルエンザ対策、

生活道路の整備、雨水対策、老朽化した公共施設の修繕などなど、課題は山積しておりま

すが、一つ一つクリアし、安全で安心して暮らせる安定したまちづくりを、町民の皆様と

協働でつくり上げたいと固く決意をしているところでございます。

今後も、町民福祉の向上と利根町発展のため全力を傾注してまいる所存でございますの

で、議員の皆様、住民の皆様方のご理解とご協力を心よりお願いを申し上げまして、所信

の一端といたします。

続きまして、本日提出いたしました議案の総括説明を行います。

今期定例会におきましては、条例改正が２件、補正予算が９件、決算の認定が９件、人

事案件が１件、諮問が１件、その他１件の合計23件のご審議をお願いする次第であります。

まず、議案第46号は、利根町課等設置条例の一部を改正する条例で、町民にとってわか

りやすく利用しやすい組織機構に再編することで、住民のさらなるサービス向上を図ると

ともに、指揮命令系統の明確化により事務処理の効率化を図るため、行政組織を改めるも

のであります。

議案第47号は、利根町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例で、

健康保険法施行令等の一部改正を受け、出産育児一時金の額を暫定的に引き上げるため改

正するものであります。

議案第48号は、平成21年度利根町一般会計補正予算（第２号）で、歳入歳出それぞれ５

億882万5,000円を追加し、総額を53億2,336万4,000円とするものであります。

歳入の主なものは国庫支出金や繰入金で、歳出の主なものは土木費や教育費であります。

議案第49号は、平成21年度利根町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）で、事業

勘定の歳入歳出にそれぞれ１億1,377万1,000円を追加し、総額を21億1,084万4,000円と
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し、また、直営診療施設勘定の歳入歳出にそれぞれ1,225万3,000円を追加し、総額を１億

2,279万1,000円とするものであります。

議案第50号は、平成21年度利根町老人保健特別会計補正予算（第１号）で、歳入歳出そ

れぞれ2,904万3,000円を追加し、総額を4,250万2,000円とするものであります。

議案第51号は、平成21年度利根町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）で、歳入

歳出それぞれ2,226万3,000円を追加し、総額を３億8,624万4,000円とするものであります。

議案第52号は、平成21年度利根町営霊園事業特別会計補正予算（第１号）で、歳入歳出

それぞれ150万8,000円を追加し、総額を720万3,000円とするものであります。

議案第53号は、平成21年度利根町介護保険特別会計補正予算（第１号）で、歳入歳出そ

れぞれ2,671万8,000円を追加し、総額を８億6,689万4,000円とするものであります。

議案第54号は、平成21年度利根町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）で、歳

入歳出それぞれ190万5,000円を追加し、総額を769万2,000円とするものであります。

議案第55号は、平成21年度利根町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）で、歳入

歳出それぞれ212万1,000円を追加し、総額を２億4,691万8,000円とするものであります。

議案第56号は、平成21年度利根町水道事業会計補正予算（第２号）で、収益的収入及び

支出の水道事業費用を100万9,000円追加し、総額を３億9,190万5,000円とし、資本的収支

及び支出の資本的支出を1,495万2,000円追加し、総額を１億3,122万8,000円とするもので

あります。

また、議会の議決を得なければ流用することもできない経費である職員給与を100

万9,000円流用し、総額を5,831万9,000円と改めるものであります。

議案第57号は、町道路線の認定についてで、道路法の規定により町道路線を認定したい

ので提案するものであります。

議案第58号は、利根町教育委員会委員の任命についてで、利根町大字羽根野800番地314、

武谷昭子氏を利根町教育委員会委員に任命したいので、議会の同意を求めるものでござい

ます。

議案第59号から議案第66号までは、平成20年度利根町一般会計、利根町国民健康保険特

別会計、利根町老人保健特別会計、利根町公共下水道事業特別会計、利根町営霊園事業特

別会計、利根町介護保険特別会計、利根町介護サービス事業特別会計、利根町後期高齢者

医療特別会計、それぞれの歳入歳出決算認定の件で、地方自治法の規定により議会の認定

を求めるものであります。

議案第67号は、平成20年度利根町水道事業会計決算認定の件で、地方公営企業法の規定

により議会の認定を求めるものでございます。

諮問第１号は、人権擁護委員候補者の推薦についてで、利根町大字布川3355番地、伊藤

幸子氏を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものでござい

ます。
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以上、提出議案の概要についてご説明を申し上げましたが、詳細につきましては、それ

ぞれの担当課長から説明させたいと思いますので、お手元の議案書等によりご審議の上、

適切なる議決を承りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（若泉昌寿君） 総括説明が終わりました。

暫時休憩します。議員の皆さん、全員協議会室にお集まりください。

午前１０時２７分休憩

午前１０時４２分開議

○議長（若泉昌寿君） 引き続き会議を再開いたします。

去る平成21年６月30日付をもちまして佐々木・白旗両議員が辞職しましたので、常任委

員会の人数に不均衡が生じております。したがいまして、常任委員会の委員再編成が必要

であると判断しましたので、休憩中に全員協議会並びに各常任委員会が開催され、結果が

出ました。

よって、会議規則第22条の規定により議事日程を変更し、日程の追加をしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

各常任委員会の協議決定に伴う常任委員の選任を日程に追加し、追加日程第１として日

程の順序を変更し直ちに議題とすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認めます。したがって、常任委員の選任を日程に追加

し、追加日程第１として日程の順序を変更し直ちに議題とすることに決定いたしました。

○議長（若泉昌寿君） 追加日程第１、常任委員の選任を議題といたします。

お諮りいたします。

常任委員の選任については、議会申し合わせ及び委員会条例第６条第１項の規定により、

議会事務局長に朗読させます。

議会事務局長木村克美君。

〔議会事務局長木村克美君登壇〕

○議会事務局長（木村克美君） それでは、各常任委員会の委員を朗読いたします。

総務常任委員会、委員長五十嵐辰雄議員、副委員長西村重之議員、委員といたしまして、

守谷貞明議員、岩佐康三議員でございます。

次に、産業建設常任委員会、委員長高橋一男議員、副委員長飯田 勲議員、委員といた

しまして、若泉昌寿議長でございます。
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厚生文教常任委員会につきましては、従前のとおりでございます。

以上でございます。

○議長（若泉昌寿君） ただいま事務局長朗読のとおり指名いたします。これにご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま事務局長朗読のとお

り各常任委員会正副委員に選任することに決定いたしました。

ここで、新たに産業建設常任委員会委員長となりました高橋一男議員に、ごあいさつを

お願いいたします。

〔産業建設常任委員会委員長高橋一男君登壇〕

○産業建設常任委員会委員長（高橋一男君） 皆さん、おはようございます。

今回の町長選挙に伴いまして我々の産業建設常任委員長が辞職いたしまして、その関係

上、私がもともと副委員長を担当しておりました結果、今回、委員長という形で皆様に選

任されました。残り２年足らずでございますが、皆さんのご協力を得ながら精いっぱい頑

張っていきたいと、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（若泉昌寿君） あいさつが終わりました。

お諮りいたします。

各常任委員会委員の決定により議会運営委員の選任を日程に追加し、追加日程第２とし

て日程の順序を変更し直ちに議題とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員の選任を日程に

追加し、追加日程第２として日程の順序を変更し直ちに議題とすることに決定いたしまし

た。

○議長（若泉昌寿君） 追加日程第２、議会運営委員の選任を議題といたします。

お諮りいたします。

議会運営委員の選任については、議会申し合わせ及び委員会条例第６条第１項の規定に

より、議会事務局長に朗読させます。

議会事務局長木村克美君。

〔議会事務局長木村克美君登壇〕

○議会事務局長（木村克美君） それでは、議会運営委員会委員を朗読いたします。

委員長五十嵐辰雄議員、副委員長会田瑞穂議員、委員といたしまして、飯田 勲議員、

中野敬江司議員、守谷貞明議員、高橋一男議員、以上でございます。

○議長（若泉昌寿君） 事務局長朗読のとおり指名いたします。これにご異議ございませ

んか。

－１２－



〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま事務局長朗読のとお

り議会運営委員に選任することに決定いたしました。

お諮りいたします。

佐々木議員の辞職に伴いまして、龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員の欠員が生じました。

これにより、同組合から欠員補充要請文書が届いておりますので、同組合規定に基づき補

充員１名を選挙しなければなりません。したがって、龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員の

選挙を日程に追加し、追加日程第３として日程の順序を変更し直ちに議題とすることにご

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認めます。したがって、龍ケ崎地方塵芥処理組合議会

議員の選挙を日程に追加し、追加日程第３として日程の順序を変更し直ちに議題とするこ

とに決定いたしました。

○議長（若泉昌寿君） 追加日程第３、龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員の選挙を議題と

いたします。

お諮りいたします。

選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によって指名推選にしたいと

思います。ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行う

ことに決定いたしました。

お諮りいたします。

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） ご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

いたしました。

それでは、指名いたします。

龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員に中野敬江司君を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長が指名しました中野敬江司君を龍ケ崎地方塵芥処理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」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました中野敬
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江司君が龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員に当選されました。

当選されました中野敬江司君が議場におられますので、会議規則第33条第２項の規定に

基づき当選の告知をいたします。

当選人となりました中野敬江司議員に、あいさつをお願いいたします。

〔龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員中野敬江司君登壇〕

○龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員（中野敬江司君） ただいま議長の方から、佐々木議

員の後任として龍ケ崎地方塵芥組合議員としてご推選をいただきまして、まことにありが

とうございました。

これからは龍ケ崎地方塵芥組合の議員として、利根町の利益代表として活躍していきた

いと思っておりますので、議員の皆様、町民の皆様、よろしくご支援、ご指導のほどよろ

しくお願いいたします。

ありがとうございました。

○議長（若泉昌寿君） あいさつが終わりました。

以上で、追加による日程を終了し、通常日程に戻ります。

○議長（若泉昌寿君） 日程第３、議案第46号 利根町課等設置条例の一部を改正する条

例及び日程第４、議案第47号 利根町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例の２件を一括議題として、本日は議案調査のため説明のみにとどめ、明日の９

月４日に質疑・討論・採決したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認めます。

それでは、議案第46号 利根町課等設置条例の一部を改正する条例及び議案第47号 利

根町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の２件を一括議題とい

たします。

補足説明を求めます。

それでは、議案第46号について、企画財政課長秋山幸男君。

〔企画財政課長秋山幸男君登壇〕

○企画財政課長（秋山幸男君） それでは、議案第46号 利根町課等設置条例の一部を改

正する条例について、補足してご説明申し上げます。

これは提案理由にもございますとおり、町民の皆さんにとってわかりやすい組織機構に

見直しをいたしまして、住民サービスのさらなる向上を図るとともに、指揮命令の系統を

明確化にして、もって、事務処理のより一層の効率化を図るために行政組織を改めたいの

で提案をするものでございます。

それでは、参考資料に基づいてご説明いたします。

ごらんいただきたいと思います。下線でお示しした部分を改正するものです。
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第１条でございますが、現行の町民生活課、健康福祉課を、改正案では住民課、福祉課、

保健福祉センター、環境対策課、保険年金課、国保診療所とするものでございます。

第２条の分掌事務でございますが、１枚めくっていただきまして、次の次のページにな

ります。

現行の町民生活課、健康福祉課の分掌事務を、改正案では税務課の後に住民課として、

第１号、戸籍及び住民登録に関することから、第３号、旅券窓口事務に関すること、福祉

課といたしまして、第１号、社会福祉に関することから、第５号、介護保険に関すること

に、次に、保健福祉センターとして分掌事務を、第１号、保健衛生に関することから、第

５号、地域包括支援センターに関することに、次に、環境対策課といたしまして、分掌事

務を、第１号、環境保全及び衛生に関することから、次のページになりますが、第３号、

墓地に関することに、次に、保険年金課の分掌事務としまして、第１号、国民健康保険の

資格、給付及び賦課に関することから、第４号、国民年金に関することに、次に、国保診

療所の分掌事務としまして、第１号、診療医療に関すること、第２号、診療所の管理及び

運営に関することに、それぞれ改めるものでございます。

次に、附則といたしまして、この条例は平成21年10月１日から施行すると規定するもの

でございます。

２としまして、利根町廃棄物減量等審議会条例の一部を改正する条例といたしまして、

８条中、現行の町民生活課を改正案では環境対策課に、３、利根町環境保全施設整備審議

会条例の一部を改正する条例としまして、第７条中、現行の町民生活課を改正案では環境

対策課に、４、利根町民すこやか交流センター条例の一部を改正する条例として、第24条

中、現行の健康福祉課を改正案では保健福祉センターに、５、利根町コミュニティセンタ

ー条例の一部を改正する条例として、第26条中、現行の教育委員会事務局を改正案では生

涯学習課に、６、利根町通学区域審議会条例の一部を改正する条例として、第７条中、現

行の教育委員会事務局を改正案では学校教育課に、７としまして、利根町柳田記念公苑の

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例として、第15条中、現行の教育委員会事

務局を改正案では生涯学習課に、それぞれ改めるものでございます。

以上で説明を終わります。

○議長（若泉昌寿君） 次に、議案第47号について、町民生活課長高野光司君。

〔町民生活課長高野光司君登壇〕

○町民生活課長（高野光司君） それでは、議案第47号 利根町国民健康保険条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。

今回の改正の内容につきましては、提案理由にもありますとおり、健康保険法施行令等

の一部を改正する政令に伴い、出産育児一時金について現行の35万円に、出産に要する費

用の実態を踏まえ、少子化対策の充実を図るための当面の施策として、暫定的に４万円引

き上げ39万円に改めたいため提案するものであります。
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それでは、お手元に配付いたしました新旧対照表でご説明申し上げますので、お開きい

ただきたいと思います。

附則でありまして、附則の第１項の次に第２項を追加するものであります。

第２項は、平成21年10月から平成23年３月までの間の出産に係る出産育児一時金に関す

る経過措置でございます。

被保険者または被保険者であった者が、平成21年10月１日から平成23年３月31日までの

間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第７条の規定の適用については、

同条第１項中「35万円」とあるのは「39万円」とするものであります。これは、参考資料

２に、国保条例の第７条第１項に規定してあります35万円の出産育児一時金となっており

ますが、経過措置の期間の間４万円を引き上げまして39万円に改めるものであります。

また、産科医療補償制度等に加入している医療機関等で出産した場合につきましては、

今回改正されました39万円に３万円の加算額を加えまして42万円を支給するものでありま

す。

また、附則としまして、この条例は平成21年10月１日から施行するものであります。

以上でございます。

○議長（若泉昌寿君） 説明が終わりました。

○議長（若泉昌寿君） 日程第５、議案第48号 平成21年度利根町一般会計補正予算（第

２号）から日程第13、議案第56号 平成21年度利根町水道事業会計補正予算（第２号）ま

での９件を一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認めます。

それでは、議案第48号 平成21年度利根町一般会計補正予算（第２号）から議案第56号

平成21年度利根町水道事業会計補正予算（第２号）までの９件を一括議題といたします。

補足説明を求めます。

それでは、議案第48号について、企画財政課長秋山幸男君。

〔企画財政課長秋山幸男君登壇〕

○企画財政課長（秋山幸男君） それでは、議案第48号 平成21年度利根町一般会計補正

予算（第２号）について、補足してご説明申し上げます。

６ページをお開き願います。

第２表、継続費の補正でございます。

款２総務費、項２徴税費、事業名が平成24年度固定資産税評価替えに伴う土地評価資料

作成業務委託でございます。総額は2,051万7,000円で、年割額は記載のとおりとするもの

でございます。これは、平成24年度の固定資産税評価替えの土地評価資料の作成のために

継続費の補正をお願いするものでございます。
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次に、第３表、地方債の補正でございます。

臨時財政対策債の借入限度額が確定したことにより、限度額を848万9,000円増額して３

億848万9,000円とするものでございます。起債の方法、利率及び償還方法は、記載のとお

りでございます。

９ページをお願いいたします。

歳入でございます。

款８地方特例交付金、目１地方特例交付金で954万円の増額でございます。これは、平

成21年度分といたしまして額が決定したことによるものでございます。

次に、項２特別交付金、目１特別交付金でございます。148万1,000円を増額するもので、

こちらも、平成21年度分として額が決定したことによるものでございます。

次に、款９地方交付税で1,307万2,000円の増額でございます。本年度の地方交付税が14

億5,307万2,000円に決定したことによるものでございます。普通交付税については、前年

度に比較して1,074万6,000円、0.7％の減となったものでございます。

款13国庫支出金、項２国庫補助金、目２衛生費国庫補助金で326万8,000円を増額するも

のでございます。これは、疾病予防対策事業費等補助金で、女性特有のがんと言われてお

ります乳がん、子宮がんの検診の受診率を向上させるために、対象となる受診者に該当し

た場合に、自己負担分を無料とするために補助されるものでございます。

目３教育費国庫補助金で4,829万3,000円の増額でございます。

内訳としましては、節２小学校補助金の4,647万6,000円の増額は、主に安心安全な学校

づくり交付金で、小学校３校に太陽光発電設備を整備するものと地上デジタルテレビのア

ンテナを設備するための交付金、及び学校情報通信技術環境整備事業費補助金は地上デジ

タルテレビを小学校３校に整備するために助成されるものでございます。

次に、節３中学校費補助金の157万5,000円の増額の主なものは、学校情報通信技術環境

整備事業費補助金で、地上デジタルテレビを中学校に整備するために助成されるものでご

ざいます。また、理科教育設備整備等補助金は、教材の購入のために補助されるものでご

ざいます。

節４社会教育費補助金の24万2,000円の増額は、地上デジタルテレビを公民館に整備す

るためのデジタルテレビとアンテナ整備のために補助されるものであります。

次に、ページ、10ページ、11ページをお願いいたします。

目４総務費国庫補助金で１億917万9,000円を計上するものでございます。これは、平成

21年度の国補正予算で計上されました緊急経済対策の一環で、地方公共団体で地球温暖化

対策、安心安全の実現、その他、将来に向けた地域の実情に応じるきめ細かな事業を積極

的に実施できるよう創設された交付金で、安全安心な交通空間の整備等のために活用する

ものでございます。

項３国庫委託金、目３土木費国庫委託金で5,186万5,000円の計上は、押付地区のスーパ
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ー堤防整備事業で地権者の移転補償費のために国から助成されるものでございます。

款14県支出金、目１総務費県補助金の450万4,000円の増額は、国の経済対策の緊急雇用

創出事業のために交付されるものでございます。

目２民生費県補助金は、地域子育て支援センターの補助金の単価が確定したことによる

ものでございます。

目３衛生費県補助金の2,200万円の計上は、経済対策の一環で環境保全のためのグリー

ンニューディール基金の活用事業として、庁舎の空調熱源装置改修工事等に補助金として

交付されるものでございます。

目５商工費県補助金の150万円の増額は、国の消費者庁創設に伴い、消費者に対する被

害防止などの啓蒙啓発等の事業のために消費者行政活性化交付金が交付されることになっ

たものでございます。

項３県委託金、目３教育費県委託金は、理科支援員等配置事業の委託金の額が決定され、

内示があったことによるものでございます。

款16寄附金、目１総務費寄附金で12万円を増額するもので、これは、頑張る利根町応援

基金の寄附があったことによるものでございます。

続いて、款17繰入金、項１基金繰入金、目１財政調整基金繰入金で2,122万8,000円を増

額するものでございます。これは、今回の補正の財源のため繰り入れをするものでござい

ます。

目２利根町公共公益施設維持整備基金繰入金で9,347万9,000円を増額するものでござい

ます。こちらは、歳出の方で出てまいりますが、町道の整備、庁舎熱源装置の更新、ある

いは、防火水槽の整備等の事業などに充てるために繰り入れをするものでございます。

目６利根町義務教育施設整備基金繰入金で5,433万4,000円の増額は、小学校３校に整備

する太陽光発電設備設置工事及び地上デジタルテレビアンテナ工事に充てるために繰り入

れをするものでございます。

項２特別会計繰入金で4,387万2,000円の増額でございます。これは、目１国民健康保険

特別会計事業勘定繰入金から目５後期高齢者医療特別会計繰入金まで、それぞれの特別会

計の平成20年度の事業費が確定したことに伴います精算による繰り入れでございます。

款18繰越金は2,156万8,000円の増額でございます。これは、前年度から１億2,156

万8,000円の繰越金がございましたが、当初に計上いたしました予算額に対する差額を補

正するものでございます。

款19諸収入、目３雑入で101万4,000円を増額するものでございます。これは、説明にも

ありますとおり消防団員退職報奨金を計上したものでございます。

次に、次のページになりますけれども、款20町債で目１臨時財政対策債で848万9,000円

を増額するものでございます。これは、先ほどもご説明申し上げましたが、起債の額が３

億848万9,000円に決定したことに伴うものでございます。
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続きまして、13ページをお願いいたします。

歳出でございますが、今回の補正のうち、款１議会費から款９教育費までの節２給料、

節３職員手当等、及び節４共済費までの人件費等については、人事異動に伴う見直し、期

末手当及び勤勉手当の見直し、及び共済組合負担金の負担率の大幅な改定による増減分で

ございます。それ以外の主なものについてご説明申し上げたいと思います。

14ページをお開き願います。

款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費の最後の方でございますが、救急救命機

器導入事業といたしまして65万6,000円を計上してございます。これは、自動対外式除細

動器を小学校体育館や武道場等に設置するための賃借料及び収納ボックスの購入費を計上

したものでございます。

次に、目２秘書公聴費で118万円の増額をするものでございます。この主なものは、ミ

ネルバ21加入負担金と、賃金といたしまして町長公用車の運転手賃金を計上したものでご

ざいます。こちらにつきましては、緊急雇用創出事業費対象事業となっております。

次に、目５財産管理費で4,736万5,000円を増額するものでございます。これは、庁舎空

調熱源設備改修等を行うためのものと、旧布川小学校の共同受信施設を地上デジタルテレ

ビ放送対応にするための経費を見込んだものでございます。

次のページをお開き願います。

項２徴税費、目１徴税総務費で、償還金利子及び割引料で過誤納付還付金500万円を計

上いたしました。これは、法人税、住民税等の還付が多かったことに伴うものでございま

す。

目２賦課徴収費で166万4,000円の増額をするものでございます。これは、平成24年度に

固定資産の評価替えを行うために、先ほど継続費のところでご説明申し上げましたが、平

成21年度分の土地評価資料作成業務委託費を計上したものでございます。

次に、18、19ページをお願いいたします。

款３民生費、項２社会福祉費、目５医療総務費で84万5,000円の増額でございますが、

国民健康保険特別会計繰出金で事業勘定繰出金は、職員給与費等分と出産育児一時金が10

月から42万円に変更されることに伴うものです。

また、施設勘定繰出金は、土曜日の診療所開設に伴う看護師を配置するため繰り出しを

するものでございます。こちらについては、やはり同様で、緊急雇用創出事業費の対象事

業となってございます。

目８介護保険費の増額は、特例特定入所者介護サービス費等の介護保険給付費の増加に

伴う町負担分の増分を増額したものでございます。

目10保健福祉センター費で108万1,000円の増額でございますが、そのうち保健福祉セン

ター運営事業で、高齢者を対象といたします１日体験教室実施のための経費を見込んだも

のでございます。
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次に、項２児童福祉費、目２児童措置費、節13委託料の減額でございます。これは、布

川小学校の入所児童数が当初見込みより少ないため、622万1,000円を減額するものでござ

います。

また、節19負補交で297万円を増額するものでございます。これは、現在、布川保育園

の入所児童が90人定員の８割に達していないため、入所児童数と定員の８割の差の児童数

について、町民間保育所補助金交付要綱に基づき、４歳児の保育単価により補助を行うた

めのものでございます。

失礼しました。申しわけありません、布川保育園でございます。申しわけありません、

訂正させていただきます。

次に、20ページ、21ページをお願いいたします。

款４衛生費、項１保健衛生費、目２予防費で575万9,000円を増額するものでございます。

これは、先ほど歳入でも申し上げましたが、女性特有のがんと言われております乳がん、

子宮がんの検診の受診率向上するための、対象となる受診者に該当した場合に自己負担を

無料とするための諸経費を見込んだものでございます。

また、認知症有病率調査員賃金は、認知症予防対策の事業といたしまして、約900名の

方々の認知症有病率の調査を行う調査員の賃金を計上したものでございます。こちらにつ

いても、緊急雇用対策事業対象事業でございます。

目３すこやか交流センター費で27万3,000円を増額するものでございます。これは、建

物外壁の雨漏りを修繕するためのものでございます。

次に、22ページをお開き願います。

項２清掃費、目３廃棄物減量推進費で52万8,000円を増額するものでございます。これ

は、廃棄物減量推進のための臨時職員の賃金を見込んだものでございます。こちらについ

ても、緊急雇用創出事業の対象事業となっております。

23ページをお願いいたします。

款６商工費、目２商工振興費で150万円の増額につきましては、先ほど歳入でもご説明

申し上げましたとおり、消費者庁創設に伴い、消費者に関する被害防止などの啓蒙啓発等

の事業の経費を見込んだものでございます。

24ページをお願いいたします。

款７土木費、項２道路橋梁費、目２道路維持費で１億5,600万円を増額するものでござ

います。これは、町道103号線の道路維持工事費等を見込んだもので、平成21年度の国補

正予算で計上されました緊急経済対策の一環でございます。その交付金でございますけれ

ども、地域活性化経済危機対策臨時交付金でございまして、その交付金を活用するもので

ございます。

次に、項３河川費、目１河川総務費で5,186万5,000円を増額するものでございます。こ

ちらにつきましても、歳入でご説明申し上げましたとおり、スーパー堤防整備事業に係る
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移転補償費を見込んだものでございます。

25ページをお開き願います。

項４都市計画費、目３下水道費で1,700万円を増額するものでございます。これは、早

尾台地内の下水管等の管内の補修を行うために計上したものでございます。

款８消防費、目２非常備消防費で111万4,000円を増額するものでございます。この主な

ものは消防団員の退職報奨金で、当初にも計上してございますが、20人の団員の方々が退

職となったことから、今回111万4,000円を補正するものでございます。

26ページをお願いいたします。

次に、目３消防施設費で429万3,000円を増額するものでございます。これは、当初に防

火水槽新設費を計上いたしましたが、地盤が非常に固く、掘削法の工法の見直しをしなけ

ればならないことから、その経費を見込んだものでございます。

次に、27ページでございます。

款９教育費、項２小学校費、目１学校管理費で3,239万7,000円を増額するものでござい

ます。そのうち、節10の工事請負費で小学校３校の校内ネットワークを結ぶＬＡＮ工事、

節18備品購入費で地上デジタルテレビ購入費、及び先生１人に１台パソコンを整備するた

めの購入費を計上したものでございます。

次のページをお願いいたします。

目２教育振興費で109万9,000円を増額するものでございます。これは、小学校３校に理

科教育等の教材を購入する経費を見込んだものでございます。

目５学校建設費で9,479万7,000円を増額するものでございます。この内訳でございます

けれども、県教育委員会の指導によりまして、文小学校の後ろ側の校舎の耐震診断を行う

ための経費と、小学校３校の太陽光発電設備設計委託料を見込んだものでございます。

また、節15工事請負費は、小学校３校の太陽光発電設備設置工事費と地上デジタル放送

アンテナ工事の経費を見込んだものでございます。

目３中学校費、目１学校管理費で1,086万2,000円を増額するものでございます。

次のページになりますが、そのうち節15工事請負費は、中学校内にネットワークを結び

ますＬＡＮ工事を、また、節18備品購入費は、地上デジタルテレビ購入費と、先生１人に

１台パソコンを整備するための購入費を計上したものでございます。

目２教育振興費の36万2,000円の増額は、理科教育等の教材を購入するための経費を見

込んだものでございます。

目５学校建設費の18万9,000円の増額は、地上デジタル放送アンテナ工事の経費を見込

んだものでございます。

款９教育費、項４社会教育費、目２公民館費で52万1,000円の増額は、地上デジタル放

送アンテナ工事及び地上デジタルテレビの購入費を計上したものでございます。

30ページをお願いいたします。
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最後に、款11諸収入、項１基金費、目１財政調整基金費で6,078万5,000円を増額するも

のでございます。これは、地方財政法の規定に基づき決算余剰金を積み立てるものでござ

います。

目11頑張る利根町応援基金費の12万円の計上は、寄附をいただきました寄附金を基金に

積み立てするものでございます。

以上で説明を終わります。

○議長（若泉昌寿君） 次に、議案第49号及び議案第50号について、町民生活課長高野光

司君。

〔町民生活課長高野光司君登壇〕

○町民生活課長（高野光司君） それでは、議案第49号 平成21年度利根町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）について、補足してご説明申し上げます。

７ページ、お願いいたします。

初めに、事業勘定につきましてご説明いたします。

歳入でございますが、款３国庫支出金、目１財政調整交付金で50万円の増額となってご

ざいます。これは特例調整交付金でありまして、平成20年度４月から12月までの間に75歳

を迎えられた方で高額医療費の該当者に対し支給するものでありまして、高額療養費特別

給付金であります。

同じく、目２出産育児一時金補助金で６万円の増額となってございます。これは、先ほ

ど議案第47号の国保条例の改正でご説明いたしました出産育児一時金の４万円の引き上げ

に対しての補助金であります。国の負担率は６分の３でございます。

款８繰入金で目１一般会計繰入金で10万円の増額となってございます。職員給与等の繰

り入れにつきましては、人事院勧告によります共済費の率の変更が生じたためであります。

また、出産育児一時金の繰入金につきましては、国庫支出金で説明いたしました引き上

げに対しましての町の負担分であります。負担率は６分の２であります。

その下の目１財政調整基金繰入金で1,234万6,000円の減額となってございます。これは、

今回の補正の余剰金を基金に繰り戻しするものであります。

款９繰越金、目１療養給付費交付金繰越金で928万6,000円の増額となってございます。

これは、退職者被保険者等に対する前年度の繰越金であります。

また、その下のその他繰越金で１億1,421万4,000円の増額となってございます。これに

つきましては、一般被保険者に対する前年度の繰越金であります。

款11介護従事者処遇改善臨時特例交付金で195万7,000円の増額となってございます。こ

れは、平成21年４月から介護従事者の優遇を改善するため、介護報酬が引き上げの改正が

されたということによります国保税の介護分の上昇を抑制するため、激変緩和措置として

国から臨時特例交付金が交付されるものであります。

次のページ、お願いいたします。
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歳出でございます。

款１総務費、目１一般管理費で６万円の増額となってございます。先ほど歳入でご説明

いたしました共済費の率の改正に伴い、共済負担金を増額するものであります。

款２保険給付費、目１一般被保険者療養給付費で2,518万4,000円の増額となってござい

ます。当初見込みよりも療養給付費がふえたことに伴います増額であります。

同じく、目１出産育児一時金の12万円の増額につきましては、出産育児一時金が増額に

なったことに伴い、10月以降に出産を予定しております３人分の一時金を補正するもので

あります。

款３後期高齢者支援金等で1,940万6,000円の増額となってございます。これは、１人当

たりの後期高齢者の支援金を見込んでおりましたけれども、確定いたしましたことにより

増額するものであります。

続きまして、款４前期高齢者納付金といたしまして41万9,000円の増額となってござい

ます。これは、今年度の前期高齢者納付金の確定によるものであります。

款５老人保健拠出金で1,792万7,000円の減額となってございます。これは、平成19年度

の精算額が見込みより少なかったため減額するものであります。これも、老人保健医療費

拠出金の確定によるものであります。

款６介護納付金につきましては、歳入でもご説明いたしました介護従事者処遇改善臨時

特例交付金を充当するものでありまして、財源の組み替えを行うものであります。

款９基金積立金、目１財政調整基金費で7,688万1,000円の増額につきましては、平成20

年度の決算余剰金を積み立てするものであります。

次のページ、お願いいたします。

款10諸支出金、目３償還金で651万3,000円の増額となってございます。これは、平成20

年度の療養給付費負担金が確定したことに伴い、国庫支出金を返還するものであります。

また、目４高額療養費特別支給金といたしまして50万円を増額するものであります。先

ほど歳入でご説明いたしました75歳の誕生日時期に国保と後期高齢の二つの制度に加入し、

それぞれ高額医療費の自己負担限度額を支払った保険者に対しまして、その限度額の半分

を特別給付金として支給するための補正でございます。

同じく目２一般会計繰出金で261万5,000円の増額となってございます。これは、平成20

年度の決算確定に伴い一般会計に繰り出しするものであります。

事業勘定につきましては、以上でございます。

14ページ、お願いいたします。

続きまして、施設勘定につきましてご説明申し上げます。

歳入でございますけれども、款４繰入金、目１財政調整基金繰入金で951万8,000円の減

額となってございます。これは、今回の補正の余剰金を基金に繰り戻しするものでありま

す。
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同じく、目１一般会計繰入金で62万1,000円の増額となってございます。これは、緊急

雇用創出事業といたしまして、土曜日開設時に雇用いたしました臨時看護師の人件費を繰

り入れするものであります。

款５繰越金で2,115万円の増額となってございます。これは、前年度の繰越金でござい

ます。

続きまして、歳出でございます。

款１総務費、目１一般管理費で167万9,000円の増額となってございます。これは、人事

院勧告によります医師の初任給調整手当及び地域手当並びに職員の共済費の率の改正に伴

いましての増額でございます。

続きまして、款３基金積立金、目１財政調整基金費で1,057万4,000円の増額となってご

ざいます。平成20年度の決算余剰金を積み立てするものであります。

以上でございます。

続きまして、議案第50号 平成21年度利根町老人保健特別会計補正予算（第１号）につ

いて、補足してご説明申し上げます。

４ページ、お開きいただきたいと思います。

歳入でございます。

款５繰越金で2,904万3,000円を増額するものであります。これは、前年度の繰越金でご

ざいます。

続きまして、歳出でございます。

款２諸支出金、目１償還金といたしまして1,110万7,000円の増額となってございます。

これは、平成20年度の老人保健交付金の確定に伴い、社会保険診療報酬支払基金に返還す

るものであります。

失礼しました。110万7,000円を基金に返還するものであります。

同じく目１一般会計繰出金で2,793万6,000円の増額となってございます。これにつきま

しては、平成20年度の決算の確定に伴い一般会計に繰り出しするものであります。

以上でございます。

○議長（若泉昌寿君） 次に、議案第51号について、 都市建設課長飯田 修君。

〔都市建設課長飯田 修君登壇〕

○都市建設課長（飯田 修君） それでは、議案第51号 平成21年度利根町公共下水道事

業特別会計補正予算（第２号）につきまして、補足してご説明申し上げます。

４ページをお願いいたします。

初めに、歳入ですけれども、款４繰入金、目１の一般会計繰入金で1,700万円の増額で

ございますけれども、これは、歳出で生じます増額分の一部を一般会計から繰り入れをし

ていただくものでございます。

款５の繰越金、目１の繰越金ですが、526万3,000円の増額となっておりますけれども、
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前年度繰越金でございます。

次に、歳出ですけれども、下のページになりますが、款１下水道費、目１の公共下水

道建設事業費ですけれども、511万2,000円を増額するものでございます。これは、共済

組合負担金率の改定に伴います共済費26万3,000円、これと、歳入で今ご説明申し上げ

ました前年度繰越金のうち、484万9,000円を財政調整基金に積み立てをするものでござ

います。

目２の公共下水道維持管理費におきまして1,715万1,000円の増額でございます。これは、

節15の工事請負費で下水道管路敷設補修工事といたしまして1,700万円計上してございま

すけれども、６月の議会で補正をお願いいたしました町道103号線、早尾台のメーン通り

になりますけれども、この道路改修工事計画に伴います地下埋設物の下水道管また雨水管

のカメラ調査を実施いたしましたところ、補修が必要であるとの結果が出ましたので、今

回、早急に対応が必要な部分といたしまして53カ所を補修するための補正をお願いするも

のでございます。

以上でございます。

○議長（若泉昌寿君） 次に、議案第52号について、町民生活課長高野光司君。

〔町民生活課長高野光司君登壇〕

○町民生活課長（高野光司君） それでは、議案第52号 平成21年度利根町営霊園事業特

別会計補正予算（第１号）ついて、補足してご説明申し上げます。

４ページ、お開きいただきたいと思います。

歳入でございます。

款２繰越金で150万8,000円の増額となってございます。これは、前年度の繰越金であり

ます。

続きまして、歳出でございます。

款１霊園事業費、目１事業費の150万8,000円の増額につきましては、前年度の繰越金を

財政調整基金に積み立てするものであります。

以上でございます。

○議長（若泉昌寿君） 次に、議案第53号及び議案第54号について、健康福祉課長師岡昌

巳君。

〔健康福祉課長師岡昌巳君登壇〕

○健康福祉課長（師岡昌巳君） それでは、議案第53号 平成21年度利根町介護保険特別

会計補正予算（第１号）について、補足してご説明申し上げます。

６ページをお願いいたします。

今回の補正につきましては、保険給付費及び地域支援事業費の増額、また、平成20年度

事業費の確定に伴うものでございます。

初めに、歳入でございますが、款３国庫支出金から、次のページの款６繰入金まで、歳
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出におきます保険給付費252万円及び地域支援事業費20万8,000円の増額に伴う、それぞれ

の負担割合に基づく増額補正でございます。

ちなみに、まず、款３の国庫支出金、目１介護給付費負担金50万4,000円については、

保険給付費の20％でございます。次の調整交付金につきましては５％、目２の地域支援事

業費交付金５万2,000円につきましては、地域支援事業分の25％でございます。款４の支

払基金交付金につきましては、介護給付費及び地域支援事業とも30％の割合でございます。

県支出金のうち介護給付費負担金につきましては12.5％、また、地域支援事業交付金につ

きましても12.5％でございます。款６の繰入金の一般会計繰入金につきましては、介護給

付費並びに地域支援事業交付金の12.5％の割合で計上してございます。

次の款７繰越金でございますが、2,453万6,000円の増額でございますが、前年度繰越金

でございます。

次に、８ページをお願いいたします。

歳出でございますが、款２保険給付費、項６特定入所者介護サービス等費で目２の特例

特定入所者介護サービス費202万円の増額でございますが、これは、低所得世帯の要介護

認定者が基準該当サービス事業所、利根町では響でございますが、のショートステイを利

用した場合の負担限度額を超えました食費並びに居住費の補足給付費でございます。

次の目３特定入所者介護予防サービス費で50万円の増額でございます。これも、同じく

低所得世帯の要支援認定者が介護保健施設でサービスを利用した場合の負担限度額を超え

る食費、居住費の補足給付費でございます。

いずれも利用者の増によるものでございます。

款３地域支援事業費、目２の介護予防一般高齢者施策事業費で20万8,000円の増額でご

ざいますが、これは、介護予防体操講師の謝礼でございます。回数の増を予定しておりま

す。

款５の基金積立金、目１介護給付費基金積立金で28万4,000円の増額でございますが、

これは、前年度繰越金から今回の款６の諸支出金の国庫支出金と返還金及び一般会計繰

出金の歳出分を差し引きました余剰金を介護給付費準備基金に積み立てるものでござい

ます。

款６の諸支出金、項１償還金及び還付加算金で1,441万円の増額でございます。これは、

平成20年度の介護給付費及び地域支援事業費の精算確定によりまして、国庫支出金、県支

出金及び社会保険診療報酬支払基金の介護給付費負担金等の超過負担分を返還するもので

ございます。

次、項２の繰出金で一般会計繰出金929万6,000円の増額でございますが、20年度におき

まして介護給付費の町負担分及び事務費等に係る経費を、20年度精算確定に伴いまして超

過繰入分を一般会計に戻すものでございます。

以上でございます。
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続きまして、議案第54号 平成21年度利根町介護サービス事業特別会計補正予算（第１

号）につきまして、補足してご説明いたします。

４ページをお願いいたします。

款３繰越金で190万5,000円の増額でございますが、前年度繰越金でございます。

歳出につきましては、款２の諸支出金で190万5,000円の同額でございますが、平成20年

度の決算確定によりまして一般会計に繰り出しするものでございます。

以上でございます。

○議長（若泉昌寿君） 次に、議案第55号について、町民生活課長高野光司君。

〔町民生活課長高野光司君登壇〕

○町民生活課長（高野光司君） それでは、議案第55号 平成21年度利根町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）について、補足してご説明申し上げます。

４ページ、お願いいたします。

歳入でございます。

款４繰越金で212万1,000円の増額となってございます。これは、前年度の繰越金でござ

います。

続きまして、歳出でございます。

款３諸支出金、目１一般会計繰出金で212万1,000円の増額となってございます。平成20

年度の決算確定に伴いまして一般会計に繰り出しするものであります。

以上でございます。

○議長（若泉昌寿君） 次に、議案第56号について、水道課長飯塚正夫君。

〔水道課長飯塚正夫君登壇〕

○水道課長（飯塚正夫君） 議案第56号 平成21年度利根町水道事業会計補正予算（第２

号）について、補足説明いたします。

３ページをお開きください。

まず、収益的収入及び支出の目総係の手当７万8,000円を増額いたします。これは、職

員の扶養がふえたものによる増額でございます。

次に、法定福利費を93万1,000円を増額いたします。これは、負担率の改正に伴う増額

でございます。

次に、資本的収入及び支出の支出ですが、目配水施設改良費用1,365万円増額いたしま

す。これは、都市建設課の龍ケ崎南高校わきの道路改良発注に伴いまして、同時に配水管

を布設するためのものでございます。

次に、目営業設備費用130万2,000円増額いたします。これは、公用車購入でありますが、

17年間使用しておりました車を、来年の５月に購入する予定でしたが、今年度限りの国か

らの補助金、13年以上使用したものの車を廃車して乗りかえた場合に25万円の補助金があ

るということで、前倒しして購入するものでございます。

－２７－



以上です。

○議長（若泉昌寿君） 説明が終わりました。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第48号 平成21年度利根町一般会計補正予算（第２

号）から議案第56号 平成21年度利根町水道事業会計補正予算（第２号）の９件について

は、本日は議案調査のため説明のみにとどめ、明日の９月４日に質疑・討論・採決したい

と思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○議長（若泉昌寿君） 日程第14、議案第57号 町道路線の認定についてを議題といたし

ます。

補足説明を求めます。

都市建設課長飯田 修君。

〔都市建設課長飯田 修君登壇〕

○都市建設課長（飯田 修君） それでは、議案第57号 町道路線の認定につきまして、

補足してご説明を申し上げます。

道路法第８条第２項の規定により、町道路線を下記のとおり認定するものであります。

道路法第８条第２項につきましては、市町村長が路線を認定する場合には、市町村の議

会の議決を経なければならないと規定されてございまして、今回認定いたします路線は、

県道11号線、県道取手東線ですけれども、これの一部でございまして、現在、県道取手東

線の代替路線といたしまして県道４号線、県道千葉竜ケ崎線ですけれども、これの東側か

ら羽中地先までバイパスが整備されることに伴いまして、将来旧道となります区間は、バ

イパス幹線を町道として茨城県から移管されることになるわけですけれども、手続上、町

道認定が必要となりますことから、今回、布川字中から羽中字尻無までの延長2,638メー

トルを町道0114号線として認定するものでございます。

なお、町道として認定はいたしますけれども、県道としても現行のまま認定されてござ

いますので、管理につきましてはバイパスが完成するまで、上位路線であります茨城県が

管理をすることになってございます。

以上でございます。

○議長（若泉昌寿君） 説明が終わりました。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第57号については、本日は議案調査のため説明のみ

にとどめ、明日の９月４日に質疑・討論・採決したいと思います。これにご異議ございま

せんか。

－２８－



〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○議長（若泉昌寿君） 日程第15、議案第58号 利根町教育委員会委員の任命についてを

議題といたします。

補足説明を求めます。

総務課長福田 茂君。

〔総務課長福田 茂君登壇〕

○総務課長（福田 茂君） それでは、議案第58号 利根町教育委員会委員の任命につい

て、補足説明いたします。

これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の

同意を得るため提案するものでございます。

利根町教育委員会委員に下記の者を任命したいので、同意を求めるものでございます。

住所が利根町羽根野800番地314、氏名が武谷昭子様、生年月日が昭和12年12月11日、そ

の他、略歴につきましては、議案第58号の参考資料の方をご参照願いたいと思います。

以上で説明を終わります。

○議長（若泉昌寿君） 説明が終わりました。

お諮りいたします。

ただいま議案となっております議案第58号については、本日は説明のみにとどめ、明日

の９月４日に質疑・討論・採決したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○議長（若泉昌寿君） 日程第16、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議

題といたします。

補足説明を求めます。

町民生活課長高野光司君。

〔町民生活課長高野光司君登壇〕

○町民生活課長（高野光司君） それでは、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につ

いて、補足してご説明申し上げます。

人権擁護委員の任期満了に伴うものでありまして、引き続き利根町大字布川3355番地の

伊藤幸子氏を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、議会の意見を聞くため提案するものであります。

任期につきましては、平成22年１月１日から平成24年12月31日までの３年間でございま

す。
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以上でございます。

○議長（若泉昌寿君） 説明が終わりました。

お諮りいたします。

ただいま議案となっております諮問第１号については、本日は説明のみにとどめ、明日

の９月４日に答申したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（若泉昌寿君） 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○議長（若泉昌寿君） 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。

明日は、午前10時から本会議を開きます。

本日は、これで散会いたします。ご苦労さまでございました。

午前１１時５９分散会

－３０－




