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令和２年広川町議会第１回定例会会議録 

 

１．招集年月日   令和２年３月３日 

 

２．招 集 場 所   広川町議会議事堂 

 

３．開 会   令和２年３月６日（９時30分） 

 

４．応 招 議 員 

     議長  野 村  泰 也       ７番  丸 山  修 二 

     １番  山 下    茂       ８番  光 益  良 洋 

     ２番  丸 山  幸 弘       ９番  池 尻  浩 一 

     ３番  竹 下  英 治       10番  原 野  利 男 

     ４番  栗 原  福 裕       11番  梅 本    哲 

     ５番  江 藤  美代子       12番  野 田  成 幸 

     ６番  水 落  龍 彦 

 

５．不応招議員 

     なし 

 

６．出 席 議 員 

     応招議員に同じ 

 

７．欠 席 議 員 

     不応招議員に同じ 
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８．地方自治法第121条の規定により説明のために会議に出席した者の氏名 

  町 長  渡 邉  元 喜   住 民 課 長  坂 本  幸 枝 

  副 町 長  飯 田  潤一郎   税 務 課 長  野 中  洋 太 

  教 育 長  吉 住  政 子   福 祉 課 長  郷 田  貴 啓 

  会計管理者兼              
            丸 山  英 明   建 設 課 長  樋 口  信 吾 
  総務課長兼会計室長              

  総務課参事兼             産業振興課長兼 
           鹿 田    健             井 上  新 五 
  庁舎建設推進室長             農業委員会事務局長 

  政策調整課長  丸 山  信 夫   協働推進課長  藤 島  達 也 

  環境衛生課長  酒 井  和 哉   教育委員会事務局教育次長  中 島    孝 

 

９．本会に職務のために出席した者の氏名 

  議会事務局長  藤 島  弘 義   書 記  原 野  昌 文 

  書 記  原    美智代 

 

10．議事日程 

  日程第１ 議案第９号、議案第12号、議案第22号～第25号及び議案第27号の撤回の件に

ついて 

  日程第２ 議案第４号 広川町個人情報保護条例の一部改正について 

  日程第３ 議案第５号 広川町印鑑条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第６号 広川町地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて 

  日程第５ 議案第７号 広川町区長等の設置、報酬及び費用弁償に関する条例の廃止に

ついて 

  日程第６ 議案第８号 広川町農政区長等の設置並びに報酬及び費用弁償に関する条例

の廃止について 

  日程第７ 議案第９号 広川町産業展示会館条例の一部改正について 

  日程第８ 議案第10号 広川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

  日程第９ 議案第11号 広川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 

  日程第10 議案第12号 広川町保健・福祉センターの設置、管理及び運営に関する条例

の一部改正について 

  日程第11 議案第13号 広川町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に

ついて 

  日程第12 議案第14号 広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正につ

いて 



- 109 - 

  日程第13 議案第15号 広川町附属機関に関する条例の一部改正について 

  日程第14 議案第16号 広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

  日程第15 議案第17号 広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設の設置及び管理に

関する条例の一部改正について 

  日程第16 議案第18号 広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設及び久泉集会所の

指定管理者の指定について 

  日程第17 議案第19号 まち子のおにわの設置及び管理に関する条例の制定について 

  日程第18 議案第20号 広川町公民館条例の一部改正について 

  日程第19 議案第21号 広川町武徳館の設置及び管理に関する条例の廃止について 

  日程第20 議案第22号 広川町町民交流センター設置条例の一部改正について 

  日程第21 議案第23号 広川町東部運動広場設置条例の一部改正について 

  日程第22 議案第24号 広川町運動公園の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て 

  日程第23 議案第25号 広川町都市公園条例の一部改正について 

  日程第24 議案第26号 広川町立小・中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する

条例について 

  日程第25 議案第27号 広川町立学校夜間照明設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて 

  日程第26 議案第28号 令和元年度広川町一般会計補正予算（第７号）について 

  日程第27 議案第29号 令和元年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

  日程第28 議案第30号 令和元年度広川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 

  日程第29 議案第31号 令和元年度広川町広川防災ダム管理特別会計補正予算（第３

号）について 

  日程第30 議案第32号 令和元年度広川町水道事業会計補正予算（第３号）について 

  日程第31 議案第33号 令和元年度広川町下水道事業会計補正予算（第２号）について 

  日程第32 選挙第８号 広川町選挙管理委員及び選挙管理委員補充員の選挙について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開議 

○議長（野村泰也） 

 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしております議事日程第３号のとおりであります。 

 暫時休憩します。 
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午前９時31分 休憩 

午前９時49分 再開 

○議長（野村泰也） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

      日程第１ 議案第９号、議案第12号、議案第22号～第25号及び議案第27号の撤回

の件について 

○議長（野村泰也） 

 日程第１．議案第９号、議案第12号、議案第22号から第25号及び議案第27号の撤回の件に

ついてを議題といたします。 

 町長から撤回の理由の説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 撤回請求理由でございます。議案第９号、議案第12号、議案第22号から第25号及び議案第

27号について調査、協議、その他の事務調整が必要となり、撤回を請求するものでございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第９号、議案第12号、議案第22号から第

25号及び議案第27号の撤回の件についてを許可することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第９号、議案第12号、議案第22号から第25号及び議案

第27号の撤回の件についてを許可することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

午前９時51分 休憩 

午前９時52分 再開 

○議長（野村泰也） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

      日程第２ 議案第４号 

○議長（野村泰也） 

 日程第２．議案第４号 広川町個人情報保護条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第４号 

広川町個人情報保護条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律（平成15年法律第58号）の一部の改正等により、本条例を一部改正するも
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のである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、総務課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 それでは、議案第４号 広川町個人情報保護条例の一部改正について御説明させていただ

きます。 

 議案書１ページをお願いいたします。 

 先ほど町長からもありましたように、提案理由といたしましては、個人情報の保護に関す

る法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正を受けまして本条例

を一部改正するものでございます。 

 内容につきまして説明をさせていただきます。 

 議案書の16ページをお願いいたします。 

 今回の条例改正がボリューム多くございますので、説明資料をつけさせていただいており

ます。こちらに沿いまして改正の概要を説明させていただきます。 

 まず、１、改正理由ですが、先ほどの法令の改正と収集の制限（第８条）、目的外利用等

の制限（第９条）及び個人情報処理受託者の義務等（第32条）について改正を行うものです。 

 こちらの今回の改正の背景といたしまして、国におきまして個人情報保護法等が平成15年

に制定をされまして、その後、十数年間の目覚ましい情報技術の発展によりまして、当時は

想定されていなかったような活用も見受けられるようになりまして、主に３点を個人情報保

護法の改正をされております。１点目は、グレーゾーンの拡大ということで、何が個人情報

に該当するかが分かりづらくなってきたこと。２点目といたしまして、個人情報への消費者

の意識の高まりであります。消費者の安心感を生む制度の構築が求められたこと。第３に、

制度の国際的調和が求められたこと。以上の３点が主な要因として個人情報保護法の改正が

行われております。 

 国におきましては、平成27年９月に改正法の公布を行いまして、平成29年から施行がされ

ております。この施行に伴いまして、国のほうから個人情報保護条例の見直しについても通

知を受けていたところでございます。この通知等を受けまして、今回、個人情報の定義の明

確化、それから、要配慮個人情報の定義の追加等の所要の改正をさせていただいております。 

 内容につきまして、16ページの説明資料です。 

 改正概要でございます。 

 １点目、個人情報の定義の明確化として、第２条の関係でございますけれども、改正法と

同様に個人情報の定義について明確化をしておるところでございます。内容等につきまして

は、指紋データであるとか、旅券番号等の個人識別符号等が含まれるものは個人情報に該当

することを明確化する。それから、個人識別符号といいまして、ＤＮＡとか、顔の容貌、そ

れから、目の玉というですかね、そちらの虹彩、声紋等、ほかの電子計算機の用に供するた

めに変換した符号、それから、イとして旅券番号、基礎年金番号等の個人を識別する番号等

でございます。 
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 ２点目といたしまして、要配慮個人情報の定義の追加ということで、改正法と同様に人種、

信条、それから、社会的身分、病歴、犯罪歴等の項目の情報を要配慮個人情報として新たに

定義をし、当該情報を取り扱う事務については、個人情報業務届出書により届け出なければ

ならないというところを追加しております。要配慮個人情報につきましては、下のほうに列

記をしておる部分でございます。 

 それから、３点目でございます。17ページ、(3)の収集の制限（第８条関係）です。 

 収集の制限の例外といたしまして、所在不明その他の事由により本人から収集することが

困難な場合と争訟、選考、指導、相談等の事務を執行するために個人情報を収集する場合に

おいて本人からの収集では事務目的を達成することができないと認められる場合を追加して

おります。 

 ４点目です。目的外利用等の制限（第９条関係）でございます。 

 目的外利用の制限の例外といたしまして、実施機関の事務の遂行に必要な限度で内部利用

することについて相当の理由がある場合、他の実施機関、または国、他の地方公共団体に保

有個人情報を提供する場合におきまして、提供を受ける者がその事務、または業務の遂行に

必要な限度で個人情報を利用することについて相当な理由がある場合、その他専ら統計、そ

れから、学術研究の目的のために保有個人情報を提供するときに、明らかに本人の利益にな

るときなどを例外として追加しております。 

 ５点目です。受託者の義務等（第32条関係）でございます。 

 受託者の個人情報保護の義務として、これまで実施機関から個人情報の処理の委託を受け

た者と本条例で限定をしておりましたが、今回の改正では全ての個人情報を取り扱う業務の

委託を受けた者（受託者）とすることにより義務を負う対象者を拡大しております。 

 ６点目、その他でございますけれども、今回の改正によりまして条ずれ、項ずれ、号ずれ

のほか、所要の文言の修正と所要の規定の整備を行っております。 

 大きな３点で、施行期日については公布の日から施行するとしております。 

 内容につきましては、新旧対照表等を参照いただきたいと思います。 

 ６ページをお願いいたします。６ページの最下段です。 

 先ほど申しましたように、附則で、この条例は公布の日から施行すると定義させていただ

いております。 

 以上で内容の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第４号 広川町個人情報保護条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

      日程第３ 議案第５号 

○議長（野村泰也） 

 日程第３．議案第５号 広川町印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第５号 

広川町印鑑条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律（令和元年法律第37号）の施行等により、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、住民課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（坂本幸枝） 

 それでは、議案第５号について御説明をいたします。 

 19ページを御覧ください。 

 広川町印鑑条例の一部を改正する条例案ですが、提案理由のとおり、印鑑登録証明事務処

理要領の一部が改正されまして、成年被後見人による印鑑の登録申請ができるようになった

ことによる改正になります。 

 20ページの新旧対照表で御説明いたします。 

 右側が現在の条例、左側が改正案となります。 

 第２条の登録資格の中で、現行下線部分を削りまして、改正案のとおり２項を加え、１号、

15歳未満の者、２号、意思能力を有しない者（前号に揚げる者を除く。）と文言を変えてお

ります。 

 以下の第４条、第７条につきましては、事務処理上の内部的なものの改正になりまして、

下線部のとおりとなります。これは全て国の事務処理要領の改正に沿ったものとなります。 

 また、19ページのとおり、附則としまして、この条例は公布の日から施行するということ

にしております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第５号 広川町印鑑条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

      日程第４ 議案第６号 

○議長（野村泰也） 

 日程第４．議案第６号 広川町地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第６号 

広川町地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 公の施設の使用料の見直しに伴い、広川町地区集会所の使用料を変更するため、本条例を

一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、協働推進課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 議案第６号 広川町地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明申

し上げます。 

 議案書の23ページをお願いいたします。 

 提案理由といたしまして、使用料につきましては、消費税の増税を契機に原価と受益者負

担から算定し、また、指定管理者制度では指定管理者の運営における裁量を確保するため、

料金の上限を示すものでございます。 

 広川町地区集会所の名称は、久泉集会所で通称kibiru（キビル）でございます。 
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 条例の内容について説明を申し上げます。 

 24ページの新旧対照表をお願いいたします。 

 別表１（第７条関係）の使用料を町内在住者及び町内に勤務先がある者、それ以外の者１

人当たり時間使用料をそれぞれ600円及び900円と上限を定めるものでございます。 

 また、別表２（第７条関係）の施設を貸し切って使用する者の使用料を１時間当たり６千

円と改正するものでございます。 

 備考の高校生以下は無料とするは、条例第８条の使用料の免除により対応いたしますので、

削除するものでございます。 

 23ページをお願いします。 

 附則により、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。５番江藤美

代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 提案理由の中に「公の施設の使用料の見直しに伴い」という文言がありますが、これはこ

のままでいいのでしょうかが１点。 

 もう一点、指定管理者の料金設定に関する規約を教えてください。町と協議して設定する

という項目があるそうですが、その点についても説明をお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 最初の質問でございますけれども、提案理由の初めに「公の施設の使用料の見直しに伴

い」と、これは見直したということですので、こういう文章の始まりで問題はないと思いま

す。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 指定管理者の規約につきましては、先ほどの全協でも政策調整課長から説明があったかと

思いますが、この集会所の設置及び管理に関する条例の第12条によりまして、指定管理者に

よる管理ということで定めております。この施設につきましては、第12条で町長が指定する

者に行わせることができるということで条例で定めております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 そもそもこの指定管理者制度の特徴といいますか、根本に指定する側と受ける側との料金

をめぐっての協議というのはそもそも法律の中にございますので、それをうたわないとかう

たうとか以前の問題として指定管理者制度の中にまずございます。ですから、協定を結ぶ場

合は、協定書の中には必ずその文言はどの指定管理でも入っております。ですから、現在、
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産業展示会館、保健・福祉センター、逆瀬ゴットン館──ゴットン館は貸出しとかはありま

せんけれども、全ての指定管理者制度の中ではそういう法律に基づいた制度を契約の中にう

たっております。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 すみません、質問の仕方が悪かったかなと思いますが、２倍に設定するというのの根拠を

聞きます。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 ２倍に設定するというのは、指定管理を受けた側が料金設定をするときの幅を持たせたと

いうことですから、２倍にするということは法律で決められたわけじゃないんですけれども、

裁量権を最大限発揮できるように幅を持たせたという意味での２倍でございますので、その

ように御理解いただければと思います。 

○議長（野村泰也） 

 よろしいですか。 

 ほかにありませんか。11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 １点だけちょっと確認の意味も含めて質問をさせていただきます。 

 この新旧対照表を見ますと、右のほうの現行ですけれども、１時間まで、それから、そう

いうふうに幾つか内容が区切られておりますよね。今度の場合は上限という考え方で金額が

決められています。したがって、指定管理者の裁量権ということでの説明をいただいておる

んですが、右の現行のような内容の区分というのは、いわゆる指定管理者の裁量に任せると

いうことの意味でしょうか。そこまで規制しませんと、１時間当たりこの金額が上限ですよ

というふうな意味合いで理解しておくことだというふうには理解していますけど、それでよ

ろしいでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 使用料につきましては原価と受益者負担から算定しておりますので、１時間当たりの使用

料ということで、何時間使っても原価と受益者負担の料金は変わりませんので、１時間当た

りの利用料金とさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 ちょっと補足をいたしますと、実際の使用の実態として、１時間までで、２時間たったと、

それ以上と、細かな、何といいますか、料金設定そのものが使用の実態からは合わないん

じゃないかということで、１時間当たりというふうにシンプルにしたと。あとは指定管理者
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側がどう判断するかということになろうかと思います。（「分かりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 指定管理者の点についてとか御説明をいただきましたけれども、例えば、新旧対照表のと

ころで施設使用料、現行では２千円です。上限とは言われましたけれども、施設使用料６千

円というふうに改正が提案されていたりします。これは先ほどから説明をいただきましたよ

うに、町との協議というか、それをもって決定されるものであると思いますが、値上げの可

能性があるということで反対いたします。 

○議長（野村泰也） 

 ほかに討論はありませんか。９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 反対の討論がありましたので、賛成について討論させていただきます。 

 今回の値上げに対しましては、やはり昨今の消費税及び物価の値上がりにより使用料の値

上げというものは当然の流れとも考えます。また、今回、指定管理委託に係る部分であり、

これは上限として定めてあります。管理者の今後の運営により左右される部分でもあります

し、状況により町との話合いの上、変動、設定が変わる部分でもあります。今後も適正な管

理や設定が行われるということも十分に勘案されるということで、今回、賛成の討論とさせ

ていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかに討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第６号 広川町地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正について

を採決します。この採決は起立によって行います。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（野村泰也） 

 起立多数です。よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

      日程第５ 議案第７号 

○議長（野村泰也） 

 日程第５．議案第７号 広川町区長等の設置、報酬及び費用弁償に関する条例の廃止につ

いてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第７号 

広川町区長等の設置、報酬及び費用弁償に関する条例の廃止について 

 標記の条例の廃止を提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律第29号）の公布により、

本条例を廃止するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、協働推進課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 議案書26ページをお願いいたします。 

 議案第７号 広川町区長等の設置、報酬及び費用弁償に関する条例を廃止する条例案につ

いて御説明申し上げます。 

 全員協議会で説明いたしましたとおり、令和元年度まで区長、衛生班長、分館長、農政区

長などにつきましては特別職非常勤職員として任用いたしておりましたが、地方公務員法及

び地方自治法の一部を改正する法律の公布により私人となることになります。これに伴い、

広川町区長等の設置、報酬及び費用弁償に関する条例を廃止するものであります。 

 26ページの附則によりまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第７号 広川町区長等の設置、報酬及び費用弁償に関する条例の廃止につい

てを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 
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      日程第６ 議案第８号 

○議長（野村泰也） 

 日程第６．議案第８号 広川町農政区長等の設置並びに報酬及び費用弁償に関する条例の

廃止についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第８号 

広川町農政区長等の設置並びに報酬及び費用弁償に関する条例の廃止について 

 標記の条例の廃止を提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律第29号）の公布により、

本条例を廃止するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、産業振興課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 議案第８号 広川町農政区長等の設置並びに報酬及び費用弁償に関する条例の廃止につい

て説明いたします。 

 議案書28ページをお願いいたします。 

 広川町農政区長等の設置並びに報酬及び費用弁償に関する条例を廃止する条例案でござい

ます。 

 広川町農政区長等の設置並びに報酬及び費用弁償に関する条例を廃止する。 

 附則で、この条例は令和２年４月１日から施行することとしております。 

 本条例につきましては、ただいま町長より提案理由の説明がありましたように、地方公務

員法及び地方自治法の一部を改正する法律の公布により、特別職の任用について厳格化がな

され、これまで特別職の非常勤職員として任用していた職が該当しなくなったため、本条例

を廃止するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第８号 広川町農政区長等の設置並びに報酬及び費用弁償に関する条例の廃

止についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

      日程第８ 議案第10号 

○議長（野村泰也） 

 日程第７．議案第９号は撤回されましたので、日程第８．議案第10号 広川町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 提案理由の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第10号 

広川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

定める条例の一部改正について                    

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成26年内

閣府令第39号）が一部改正されたことに伴い、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、福祉課長をして説明をいたしますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 それでは、議案第10号 広川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 今回の条例の改正につきましては、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律及び一部

を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令並びに特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令等の施行に

伴い、本改正をお願いするものです。これは幼児教育の重要性と子育てや教育に係る費用負

担の軽減を図るという少子化対策の観点から、昨年10月実施の消費税率の引上げによる財源

を活用し、認定こども園、幼稚園、保育所等の費用の無償化を図るものとなっています。 

 主な内容としましては、子供のための教育給付を受けている施設の満３歳以上の子供に係
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る利用料を無償化するとともに、新たに子育てのための施設等利用給付を創設して、制度移

行していない幼稚園や認可外保育施設等の利用に要する費用の一定額までの施設利用費を保

護者に支給するものとなります。 

 それでは、議案書の35ページから48ページまでは条例改正案となっております。また、49

ページから78ページまでが新旧対照表となっておりまして、次のページの79ページに説明資

料をつけておりますので、これに基づいて御説明申し上げたいと思います。 

 今回の条例で大きく変わる内容として以下のとおり挙げております。 

 １つ目は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正

する内閣府令の施行等に伴いまして、本条例の用語等の改正が必要となりまして、各条文の

加除並びに文書の文言の読替え等の整理を行うもので、これは基準の第２条第１項の第９号

から第16号及び第３条以降の条文に及ぶものです。 

 ２つ目に、利用負担額、保育料の無償化に伴いまして、利用者負担を満３歳未満の子供の

保護者とするものとなっております。これは基準の第13条の第１項、また、第43条の第１項

に規定されておるところでです。 

 次に、３つ目として、食事の提供に要する費用につきましては、年収3,600千円未満相当

の世帯の副食費を免除とするものを除きまして、満３歳以上の教育・保育認定子供に係る食

事の提供に要する費用、副食費を施設が保護者から受け取ることを可能とする基準となって

おります。これは基準の第13条第４項第３号に規定されているところです。 

 また、４つ目として、特定地域型保育事業所、通常、小規模保育事業所と申し上げており

ますけど、ここでは連携施設の確保が義務づけられております。 

 内容としましては、１つは、集団保育の体験や相談の助言、２つ目に、職員の病気、休暇

等に替える代替保育の提供、３つ目に、卒業後の受皿というのがあります。これまでは教

育・保育施設である認定こども園、認可幼稚園、認可保育所が連携施設の対象となる施設で

ございましたが、新たに代替保育の提供では小規模保育事業所Ａ型、またはＢ型、これはい

ずれも定員が６人から19人で、Ａ型は全員が保育士の資格を持っている、Ｂ型は２分の１以

上が保育士の資格を持ってある、または同等の事業所が連携施設の対象となることです。ま

た、卒業後の受皿としまして、定員20人以上の企業主導型保育事業所や認可外保育施設を連

携施設とすることができることとされています。また、保育所型事業所内保育事業所、定員

20人以上につきましては、連携施設の確保をする必要がないということになっております。 

 また、連携施設の確保が著しく困難な場合は経過措置として、これまで５年間がありまし

たが、それを10年に延長するということで、確保しないことができる期間を５年延長するも

のです。これにつきましては、基準附則の第５条に規定されているところです。 

 この改正につきましては、公布の日から施行するということでお願いするものです。 

 参考としまして、下に挙げています特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準の一部を改正する内閣府令の附則の第１項に施行期日ということで、これにつき

ましては、令和元年10月１日に施行されております。 

 また、附則の第２項で経過措置があり、抜粋しておりまして、この府令の施行日から起算

して１年を超えない期間内におきまして、この府令による改正後の特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、子ど

も・子育て支援法第34条第２項、または第46条第２項に規定する市町村の条例が制定施行さ
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れるまでの間は当該市町村の条例で定める基準とみなすという形で定めてあるところです。

また、新たに10月からされています子育てのための施設等利用給付の運営基準につきまして

は、条例の制定は不要というのが子ども・子育て支援法第58条の４第２項に規定されている

ところです。 

 下に子ども・子育て支援新制度の概要ということで一応参考に挙げております。左側がこ

れまで子ども・子育て支援の給付の状況になります。昨年10月から新たに創設されたものが、

右側の子育てのための施設型利用給付というのが新たにスタートしておるところです。町内

の各施設につきましては、黒字でそれぞれの位置に参考として挙げております。これはいず

れも令和２年１月分ということで挙げております。 

 なお、議案書48ページの附則のとおり、この条例は公布の日から施行するものです。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第10号 広川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

      日程第９ 議案第11号 

○議長（野村泰也） 

 日程第９．議案第11号 広川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を議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第11号 

広川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                     

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 
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 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34号の８の２の規定に基づき、国が定める放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号）の一部改正

に伴い、本条例の一部を改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、福祉課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 それでは、議案第11号 広川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御説明申し上げます。 

 今回の改正につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部

を改正する省令が平成31年３月29日に公布され、同年４月１日に施行されており、基準省令

の改正を受けて本条例の改正を行うものです。 

 改正概要としましては、放課後児童健全育成事業、通常、学童保育と申し上げております

が、これを行う場合は事業の支援単位ごとに放課後児童支援員、資格を持った指導員を２人

以上置くこととされております。その放課後児童支援員は保育士の資格を有するなど、基準

省令の第10条第３項に該当する者であって都道府県が実施する研修を修了した者でなければ

ならないこととされています。都道府県が実施する研修は、研修需要に対応するため指定都

市、いわゆる政令都市も行えるようにすべきという基準が緩和されたところです。また、支

援員の資格は全国に及ぶため、本基準条例の改正をお願いするものです。 

 それでは、新旧対照表、議案書の82ページをお願いしたいと思います。 

 現行の第10条第３項につきましては、「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和22

年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市の長」を加えるものとなります。 

 また、附則の第２条につきましては、「平成32年３月31日まで」を「令和５年３月31日ま

で」とお願いするものです。この附則の第２条につきましては、これまでは平成32年３月31

日までに研修を修了することを予定している者ということで経過措置がありましたが、支援

員としてみなしていましたが、いまだ受講を修了していない職員に対しての配慮としてさら

に３年延長し、令和５年３月31日までとするものです。 

 議案書81ページのとおり、本条例は令和２年４月１日から施行するものです。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 
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 これから議案第11号 広川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を採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時40分 休憩 

午前10時49分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

      日程第11 議案第13号 

○議長（野村泰也） 

 日程第10．議案第12号は撤回されましたので、日程第11．議案第13号 広川町特別職の職

員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第13号 

広川町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 町財政事情を考慮し、町長給料の減額を行うため本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、政策調整課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 議案第13号 広川町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について説明い

たします。 

 ただいま町長より提案理由の説明がありましたように、町長の給料の減額を行うため、本

条例の一部改正を行うものでございます。 

 内容としましては、町長の給料月額を基本額から５％減額するものでございます。 

 88ページをお願いいたします。 

 条例改正の内容は、附則に第26項を加え、令和２年４月１日から令和３年３月31日までの

間、規定する給料月額から町長は100分の５を減額した額を支給するものであります。ただ

し、期末手当の算定の給料月額は規定の額によるものでございます。 
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 附則で、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 質疑のある方の挙手を願います。３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 提案理由の「財政事情を考慮し」という部分なんですが、この御説明をもう一回いただき

たいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 「財政事情を考慮し」という表現は、具体的な財政力指数がどうのこうのとか、起債がど

うのこうのということじゃなくて、引き続き町財政というのは厳しい状況にあるという中で

のこの条例の改正だということですので、厳しい財政状況に対する町長の姿勢の一つだとい

うことで御理解いただければと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 本当に町長の志には感謝いたしますけれども、やはりこれもあまり長く続くと、これが定

額意識にも生まれ変わるのではないかなと思います。他地区と比較しても決して高いとも思

いませんし、町長の取組によって財政的に広川町がいい方向に向かうことが、それが正しい

給与の在り方だとも思っていますので、これがいつまで続けられるのかということに対して

も町長の御意見をいただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 難しい質問でございますが、私が町長に就任した当時、広川町の財政が非常に悪かったと

いうことで、15％の減額をしておりました。それも随分と続けてまいりましたが、その後、

10％にさせていただき、そして、もう皆さんからやめろというふうに前回も言われました。

しかし、始めたものはなかなかやめにくいということもあります。姿勢とかなんとかという

ことじゃなくて、私の考え方がそういうことだというふうに御理解をいただくと、本当にあ

りがたいと思います。私はいつまで町長を続けるか分かりませんが、町長在任期間中は全て

減額していきたいというふうに思っております。御理解をお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第13号 広川町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正につい

てを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

      日程第12 議案第14号 

○議長（野村泰也） 

 日程第12．議案第14号 広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第14号 

広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 職員が要介護者の介護をするため、介護時間に係る条文を設定し、本条例を改正するもの

である。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、政策調整課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 議案第14号 広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正について説明いた

します。 

 91ページをお願いいたします。 

 ただいま町長より提案理由の説明がありましたが、職員が介護時間を取る場合の時間等に

ついて定め、公布の日から施行するものでございます。 

 改正の内容は92ページの新旧対照表にて説明いたします。 

 現行の第16条の見出しに「（介護時間）」を追加し、第17条とし、第17条を第18条、第18

条を第19条と１条ずつ繰り下げ、第16条に介護時間を定めるものでございます。 

 第１項に、要介護者が介護を必要とする状態ごとに連続する３年の期間内において１日の

勤務時間のうち時間休暇が取れること、第２項で、介護時間は１日につき２時間を超えない

範囲内で必要と認められる時間とすること、第３項で、介護時間については、勤務しなかっ
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た時間は給与額を減額することを規定しています。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第14号 広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正について

を採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

      日程第13 議案第15号 

○議長（野村泰也） 

 日程第13．議案第15号 広川町附属機関に関する条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第15号 

広川町附属機関に関する条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律第29号）の公布により、

本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、政策調整課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 議案第15号 広川町附属機関に関する条例の一部改正について説明いたします。 

 94ページをお願いいたします。 
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 ただいま町長より提案理由の説明がありましたが、そのうち地方公務員法の一部改正によ

り特別職の任用について厳格化がされましたので、今回、附属機関の整理を行い、別表を改

め、令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 附属機関とは、地方自治法第138条の４第３項に定められた執行機関の附属機関として自

治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問、または調査のための

機関でございます。附属機関は法令、または条例で定めたものとなります。 

 改正の内容は、95ページの新旧対照表にて説明いたします。 

 下段の現行別表を上段の改正後別表に改正するもので、町長に属する附属機関に、改正後

の４段目なんですけれども、広川町農業振興地域整備促進協議会から広川町協働推進計画策

定委員会までの５つの協議会等を追加し、教育委員会に属する附属機関に広川町教育支援委

員会を追加し、下の現行別表下段の下水道事業管理者の権限を行う町長の附属機関の広川町

下水道事業特別委員会を削除するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第15号 広川町附属機関に関する条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

      日程第14 議案第16号 

○議長（野村泰也） 

 日程第14．議案第16号 広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第16号 

広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部改正について                   

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 
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提案理由 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律第29号）の公布により、

本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、政策調整課長をして説明いたします。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 議案第16号 広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について説明いたします。 

 97ページをお願いいたします。 

 ただいま町長より提案理由の説明がありましたが、そのうち地方公務員法の一部改正によ

り特別職の任用について厳格化がされましたので、先ほど提案した附属機関の整理等により

本条例の一部を改正するものでございます。 

 改正の内容は、附属機関の委員報酬について追加し、附属機関以外の機関に該当する委員

報酬を削除するもので、別表第１、別表第２を改めるものでございます。 

 なお、附属機関以外の機関については、外部有識者の意見を聞くことが主な目的である機

関や連絡調整が主な目的とする機関などで、その機関の委員の役務の提供に対する対価とし

ては、報酬の支払いはできませんので、報償費の支払いとなります。 

 101ページの新旧対照表を御覧ください。 

 第３条の見出し及び同条中の「及び費用弁償」を削り、同条ただし書を削るものでござい

ます。 

 別表第１、別表第２については、102ページから104ページまでの現行の表から97ページか

ら100ページの表に改めるものでございます。 

 附則で、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第16号 広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

      日程第15 議案第17号 

○議長（野村泰也） 

 日程第15．議案第17号 広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設の設置及び管理に関

する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第17号 

広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設の設置及び管理に関する 

条例の一部改正について                     

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 公の施設の使用料の見直しに伴い、広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設の使用料

を変更するため、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、政策調整課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 議案第17号 広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設の設置及び管理に関する条例の

一部改正について説明いたします。 

 106ページをお願いします。 

 ただいま町長より提案理由の説明がありましたように、使用料を変更するため、別表を改

め、令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 別表は２階個室、１階個室、１階家族室については１泊当たりの使用料を、また、多目的

スペースについては１時間当たりの使用料を定めております。 

 改正の内容につきましては、107ページの新旧対照表にて説明いたします。 

 右の現行別表を左の改正後別表に改正するもので、現行は宿泊施設の料金は使用人数に

よって料金設定を行っておりましたけれども、使用料の見直しにおいては、積算根拠を使用

人数ではなく、床面積を根拠にしているため、１部屋１泊当たりの使用料にて改正しており

ます。 

 備考の未就学児は無料とするにつきましては、宿泊税の関係で規定しております。 

 なお、本条例第15条第１項の規定に基づき、施設の管理を指定管理者に行わせる場合につ

きましては、この金額は上限となることとなります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 



- 131 - 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。３番竹下英

治君。 

○３番（竹下英治） 

 この金額を考慮された中において、使用人数から部屋の広さに変えられたところの理由を

もう一回教えてください。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 算定基準を公の施設につきましては面積を基準にするということで、基本的な算定の基準

をつくりましたので、その関係で面積を基準にして算定しております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 先ほどの広川町地区集会所の議案第６号の折にも申し上げましたけれども、使用料の改定、

新旧対照表を見てみますと、本当にばらばらになっていて、分かりにくいものとなっている

と思います。これは改正後の使用料を先日より提案されています新たな算定基準によって設

定されているためではないかと考えます。算定基準については、ほかの撤回議案がございま

したように、なかなか町民の理解を得にくいところがあるということでございましたし、中

には値上げに当たるものもあります。値上げをする、値上げが可能になる議案であるという

ことで反対をいたします。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ほかに討論はありませんか。９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 反対の討論が出ましたので、賛成の討論をさせていただきます。 

 この移住定住促進センター兼滞在交流施設、これは宿泊施設でもあり、交流施設でもある

という特殊性を持ったところでもあります。価格設定というのも難しいところでもあります

し、これも指定管理の取組いかんによって利用料というものは変わってくるものと思われま

す。まずは指定管理者により利用を活発にしていただき、それによって料金を引き下げると

いう考えも町としては持っているはずと思われます。あくまでもこれは上限であり、使用料

が高いかどうかは今後の管理者の取組によるものでもあり、やはり町との今後も適正な価格

設定、管理等が行われると思い、賛成の討論とさせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかに討論はありませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第17号 広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設の設置及び管理に関す

る条例の一部改正についてを採決します。この採決は起立によって行います。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（野村泰也） 

 起立多数です。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

      日程第16 議案第18号 

○議長（野村泰也） 

 日程第16．議案第18号 広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設及び久泉集会所の指

定管理者の指定についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第18号 

広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設及び久泉集会所の 

指定管理者の指定について                 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

管理を行わせる公の施設 

の名称         

指定管理者となる団体 

の名称        
指定の期間 

広川町移住定住促進セン

ター兼滞在交流施設 
ニュー・ヒロカワ合同会社 

自令和２年４月１日 

至令和７年３月31日 

久泉集会所 ニュー・ヒロカワ合同会社 
自令和２年４月１日 

至令和７年３月31日 

提案理由 

 指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決

を求めるものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、政策調整課長をして説明いたします。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 議案第18号 広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設及び久泉集会所の指定管理者の

指定について説明いたします。 
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 ただいま町長より提案理由の説明がありましたように、広川町移住定住促進センター兼滞

在交流施設、通称Orige（オリゲ）及び久泉集会所、通称Kibiru（キビル）の２施設につい

て、ニュー・ヒロカワ合同会社を指定管理者として、令和２年４月１日から令和７年３月31

日までの５年間を指定するものでございます。 

 指定管理者となる団体のニュー・ヒロカワ合同会社は、昨年12月まで地域おこし協力隊と

してOrige等の運営に携わってきた山本誠氏が立ち上げた法人でございます。 

 今回、指定管理者を選定するに当たっては、Orige、Kibiruの設置目的に沿った運営を行

うことを前提に、両施設の運営開始当初から中心的な役割を担ってきたこと、また、これま

での事業のコンセプトを継続しつつ、効率的、効果的な運営確保ができる法人として選定い

たしております。 

 なお、指定管理者の選定につきましては原則公募ですが、広川町公の施設の指定管理者の

指定の手続等に関する条例施行規則第２条第１項第４号の規定に基づいて公募の例外として

選定いたしております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。２番丸山幸

弘君。 

○２番（丸山幸弘） 

 今までやってこられた方が引き続き指定管理ということなんですけれども、今後５年間、

この合同会社がどのようにやっていくかという事業計画書のようなものがつくられているか

どうか、提出されているかどうか、お伺いします。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 事業計画書につきましては、今提出をいただいておりますので、その事業計画に沿って本

議案が議決をいただいた後に、この指定管理者と協議を進めていくこととなります。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 この契約期間の５年というのは、法等を当然遵守されていると認識したんですが、ちょっ

と５年というのが長いなというふうに私は感じるんです。やっぱり評価をしていかないとい

けないと。契約も特別な選定契約をされたということなんですけれども、この５年とされた

理由ですね。ほかの総合計画であるとか総合戦略を今後策定されていきますけれども、例え

ば、そういう計画等々との係り結びとかにおいて、その切り口で一回説明をしていただいて

いいですか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 まず、この５年に期間を定めたものにつきましては、指定管理につきましては５年と条例
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で定めております、各条例ですね。この５年間につきましては、基本協定を５年間結ぶ、そ

して、契約は毎年ごとです。年度の評価は必ず行っていきます。その評価に基づいて、議決

をいただいたら、最長５年までは継続できるというような形になります。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 ５年ではなくて、たしか５年以内、最長５年だったと思うんですね。先ほど２番丸山議員

のあれと一緒なんですが、やっぱり事業計画を立てるときに、私の感覚からいうと、なかな

か５年間の事業計画というよりは、例えば３年程度、このぐらいが比較的定められるのかな

と。これは個人的感覚かもしれないけれどもですね。かつ、また事業計画等々については、

先ほどの御説明であると細部を確認した状況にはないと。先に年月のほうが決まってしまっ

た以降というような御説明であったのがなかなかちょっと理解できないので、もう一回５年

というのを先ほど質問させていただいたとおり、ほかの計画等との係り結びにおいて、なぜ

５年かということを説明できるのであればやっていただいていいですか。質問はそういうこ

とでやったんで、先ほどのは質問に回答していただいていないと私は考えています。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 この指定管理の期間ですけれども、私が当時、企画財政課長の折に指定管理者制度という

のが国の法律によって導入されました。そのときの国から示された期間というのがおおむね

５年ということが、法律じゃありませんけれども、国の考え方として示されましたので、そ

れに準じた形で、その後、広川町の指定管理者制度につきましては５年というものを採用し

てきているというのが現状でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 例えば、地域おこし協力隊は当初３年間ということで、山本さんもやってこられたと思う

んです。ちょっと失礼な言い方になりますけれども、僕は必ずしも成果を出されたというふ

うに考えていないんです。ただ、この地域おこし協力隊という制度を緒に就けると、そうい

う制度を我が町が緒に就けるという、制度を採用するという経験としては、僕は全く意味が

なかったとは言いません。だけど、なかなか当初もくろんだ成果を上げていない中において、

抜本的に事業計画も見ない中で、５年間、当初から、一年一年見直すとしても、５年という

のはなかなか長いかなというふうに考えました。 

 今、副町長から御説明いただいたんですけれども、それは町としてそういうふうなことを

５年と定めたという理由であって、僕が聞いているのは、今回の指定管理が５年という妥当

性を、先ほどから言っているように、他の計画と、例えば、総合計画が基本計画が今度４年

間にするんだったですかね、案としては。それと、今、総合戦略も考えておられて、まさに

僕はこの総合戦略の、例えば、具体的な目標とかＫＰＩとかいろいろ言葉が使われて、そこ

との係り結びを正確に御説明できないものの、そういうことに絡むような非常に重要な内容
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だと思っているので、そこら辺の他の計画等との係り結び、毎年毎年見直すというものの、

そこの御説明をもう一回お願いしていいですか。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 指定管理者制度というのは、御承知のように、それまでは直営か業務委託だったんです。

業務委託になりますと、こちらがきちんとした仕様、こうしなさいということを示して年間

してもらうと。この指定管理者制度というのは、それを受けた側の能力をフルに発揮しても

らって、行政が直営で運用するよりもその施設の本来の在り方が実現可能になるという、そ

ういうことができるように受けた側の裁量権を拡大したものです。ということになりますと、

一年一年というよりも、ある長期的な展望に立って、その受けた側が経営努力をするという

ことがありますもんですから、先ほど冒頭申しましたように、指定管理者制度ができたとき

におおむね５年ということが示されたと私は理解しております。ですから、この指定管理者

制度というのは、他の総合計画との整合性も重要ですけれども、より重要なのは、その施設

が本来持つ設置目的をより充実させるといいますか、本格的にするといいますか、そういっ

たための制度でございますので、そちら側の視点を優先させたということでございます。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 私が先ほど条例で５年と言いましたのは、この広川町移住定住促進センター兼滞在交流施

設の設置及び管理に関する条例、本条例なんですけれども、その第14条には指定を受けた日

の属する月の翌月から起算して５年とする。５年以内じゃなくて、５年とするという規定が

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第18号 広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設及び久泉集会所の指定

管理者の指定についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

      日程第17 議案第19号 
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○議長（野村泰也） 

 日程第17．議案第19号 まち子のおにわの設置及び管理に関する条例の制定についてを議

題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第19号 

まち子のおにわの設置及び管理に関する条例の制定について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 地方自治法（昭和22年法律第67条）第244条の２第１項の規定により、本条例を制定する

ものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、建設課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 議案第19号 まち子のおにわの設置及び管理に関する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

 今回の条例制定につきましては、産業展示会館横の敷地に新たな公園を設置することによ

る地方自治法第244条の２第１項の規定に基づく条例制定であります。 

 議案書110ページをお願いします。 

 第１条では条例の趣旨を、第２条で公園設置の目的を、第３条で名称及び位置を定めてお

ります。 

 なお、本公園の名称、まち子のおにわにつきましては、一般公募により応募があった76件

の中から、公園名称選定委員会において選定されたものであります。 

 第４条では公園の管理について、第５条は禁止行為、111ページになりますけど、第６条

は行為の制限、第７条の造作等の制限を定めております。これらは他の公園の設置、管理条

例と同様の内容となっております。 

 第８条では入園料及び使用料を定めております。使用料につきましては、移動遊具として、

今回、本公園内に遊具の備品を装備することとなっております。この備品につきまして、公

園外に持ち出す場合に使用料として納入いただくものです。 

 なお、第９条で免除規定を、第10条で受領した使用料の不返還についてを定めております。 

 112ページをお願いします。 

 第11条で原状回復の義務について、第12条で損害賠償の義務について、公園使用者に対す

る義務について定めております。 

 第13条から第17条までは指定管理者による管理についての取決めを定めております。 
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 第18条は条例に定めのない事項の規則、委任でございます。 

 附則で、この条例は令和２年４月１日から施行するとしております。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。５番江藤美

代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 第９条に「町長は公益上必要と認めるときは、使用料を免除することができる。」とあり

ますが、例えば、どのような場合が考えられますでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 主にこの分野につきましては、町が事業として執り行うような分に関しては無償と考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 この移動する遊具の部分なんですね。ここは、実は私はワークショップに一回参加したこ

とがあって、例えば、たしかトランポリンとかあったと。それが管理者をつけたとしても、

当時は大人が２名から３名ぐらいトランポリンの周りにいて、上がるときとかの助勢をやっ

ていたと思うんですね。将来どういうふうな運営をされるかについては分かりませんけれど

も、ちょっと危険度というか、管理を任せるんだから、多分商工会ですかね、そこが考えら

れることかもしれないけど、結構危ないかなと考えていて、そこがまだケアされていないん

じゃないかと、いろんな配慮が足りないんじゃないかと思っていますが、そういうことに関

する検討というのがどこまでやられたかを若干御説明いただけますか。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 一応トランポリンの関係についても、実証実験等で何度かやっておりますけれども、そこ

の遊具関係を扱うＮＰＯがあります。そこに随分以前から、これは西南学院大学のほうでで

すけれども、ボランティア活動として実施されて、今までのノウハウを積み重ねたところが

あります。そういった分野でそことの連携等を図りながら今後も進めていこうと思っており

ますので、安全性については十分そこは対応していきたいというふうに考えております。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 条例の制定につきましては異存はございませんが、第13条に「指定管理者に公園の管理を

行わせることができる。」ということで規定がございます。実際には効率的な運営という立

場もありましょうし、商工会というのが今のところ一番だろうというふうには思っておるん
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ですけど、集会所と一緒で、この件については指定管理者の指定についてという内容等の議

案をまた提出されることになるのかどうか、その必要性はないのかどうかということを

ちょっとお伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 一応本条例案の承認をいただいた後、指定管理については検討を進めてきましたので、改

めてまた提案させていただきたいと思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第19号 まち子のおにわの設置及び管理に関する条例の制定についてを採決

します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

      日程第18 議案第20号 

○議長（野村泰也） 

 日程第18．議案第20号 広川町公民館条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第20号 

広川町公民館条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 公民館施設の使用等に関する規定の廃止、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する

法律（平成29年法律第29号）の公布により、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、教育次長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 議案第20号 広川町公民館条例の一部改正について御説明いたします。 

 議案書115ページを御覧ください。 

 広川町公民館条例の一部改正につきましては、第１条中「。以下「法」という。」を削り、

第３条第１項については公民館職員として館長１人、主事１人、主事補１人、書記１人を、

社会教育法第27条に基づき、「公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことがで

きる。」と改正するものです。 

 第４条から第15条までを削り、第16条を第４条とします。 

 改正前の第４条から第14条について使用に関する規定でありまして、削除するものでござ

います。 

 第15条については、地方公務員法の一部改正により、分館長については特別職非常勤職員

に該当しないため、本条例から削除し、業務委任に関する規則を別に制定しております。 

 また、別表については使用料の金額を定めた表ですので、削除いたします。 

 この条例は、令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。４番栗原福

裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 第４条から第15条までの削りの条文ですが、なぜこの時期なのか、お伺いします。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 実態としては、この公民館のそれまでいろんな活動にお貸ししておりましたけれども、い

こっとができた段階で公民館の使用が事実上なくなっておりましたが、部屋はございますの

で、何がどういう状況の下で使用ということが発生するか分かりませんので、取っておいて

おりました。ただ、今回、施設使用の見直しを進める中で、もう貸すということは必要ない

んじゃないかという結論に達しましたので、若干遅いという印象を持たれるか分かりません

けれども、今回、使用の許可以降の条文を廃止したということで御理解をお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 実態のないような中央公民館でございましたので、そういう施設関係については、こうい

う内容で理解はしますけれども、中央公民館長は残すと、職員もその配置についてはそのま

ま継続するということで理解はしております。ただ、これから中央公民館という施設は、全

くそういう施設あたりは今後検討しないと、今後いこっと等の施設を一部そういう機能に

沿ったように利用すると、そういうことはないというふうに考えてよろしいのかどうか。要

するにここは中央公民館の施設ではございませんという考え方で進められるということで理
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解をするということなのかということをお伺いしますと同時に、それから、中央公民館とい

う名称は残るんですけど、今までそういう背景があったので、社会教育面で非常に充実をし

た町であるということで評価をいただいて、国の表彰等も受ける、そういう状況にあったか

と思うんですが、こうした施設自体が消滅するということについては、今後の社会教育に及

ぼす影響といいますか、それについては心配ないかどうか、その点についてお伺いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今、中央公民館の必要性についてですけれども、公民館の設置及び運営に関する基準とい

うのがございまして、以前は面積基準や詳細な設備等の記述がなされておりましたけれども、

平成15年に基準が改正されまして、地域の実情に応じた弾力的な利用がなされるような内容

に変わってきております。 

 それで、もちろん地域学習の拠点、地域の学習の支援とか奉仕活動の体験というのが社会

教育法にありますけれども、こういった場所については、中央公民館の施設自体はなくなり

ますけれども、今後、いこっとや、現在、古墳公園資料館でもそういった事業も行っており

ますので、場所についてはそういったところに移して引き続き行っていきたいと考えており

ます。 

 それと、今後のことにつきましては、新たに新庁舎が建設された後につきましても、公民

館の各種事業や講座については実施していきますので、それぞれ分館との連絡調整を図りな

がら、社会教育活動の拠点として今後も教育委員会内に公民館職員を配置しまして、公民館

の機能は維持していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第20号 広川町公民館条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

      日程第19 議案第21号 

○議長（野村泰也） 

 日程第19．議案第21号 広川町武徳館の設置及び管理に関する条例の廃止についてを議題
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といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第21号 

広川町武徳館の設置及び管理に関する条例の廃止について 

 標記の条例の廃止を提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 施設の老朽化に伴い、スポーツ振興等の機能を維持することが困難となったため、本条例

を廃止するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、教育次長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 議案第21号 広川町武徳館の設置及び管理に関する条例の廃止について御説明いたします。 

 120ページを御覧ください。 

 広川町武徳館につきましては、八女・筑後広域市町村圏事務組合において昭和47年に建設

をされ、平成18年10月に広川町に移譲されまして、現在に至っております。町民の体育館と

して長年使用されてきましたけれども、建設後47年が経過し、調査の結果、老朽化により安

全な利用が困難であると判断しました。今後、武徳館については、令和２年４月に解体工事

を始め、令和２年９月までに整備を含め、完了する予定となっております。 

 以上のことから、本条例については廃止を行うものです。 

 この条例は、公布の日から施行するものでございます。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第21号 広川町武徳館の設置及び管理に関する条例の廃止についてを採決し

ます。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

      日程第24 議案第26号 

○議長（野村泰也） 

 日程第20．議案第22号から日程第23．議案第25号までは撤回されましたので、日程第24．

議案第26号 広川町立小・中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例についてを

議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第26号 

広川町立小・中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年３月３日提出 

広川町長 渡 邉 元 喜 

提案理由 

 下広川小学校屋内運動場の新設に伴い、施設の使用料を設定し、本条例を一部改正するも

のである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、教育次長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 議案第26号 広川町立小・中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例について

御説明いたします。 

 134ページを御覧ください。 

 下広川小学校屋内運動場の新設に伴い、施設の使用料を設定し、本条例を一部改正するも

のでございます。 

 別表中、下広川小学校の屋内運動場使用料、８時から17時300円、17時から22時400円を終

日半面400円と改めるものでございます。 

 また、屋内運動場冷暖房使用料を新たに設け、使用料を１千円と設定しております。 

 この条例は、改築された下広川小学校屋内運動場の施設利用が開始される令和２年３月19

日から施行するものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。５番江藤美

代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 使用時間の８時から17時までというのと17時から22時までというのを廃止して、一律400
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円とするというふうに変わったということでよろしいでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 はい、そのとおりでございます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 その理由は何でしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 この理由につきましては、先ほど全協の中でも申しましたように、利用される団体が現行

の時点では、昼間でも体育館の電灯をつけられるという団体がほとんどです。それで、昼間

もつけられますので、１回の料金ということで合わせて料金を設定しているところでござい

ます。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 参考のために聞いておきたいんですけれども、もともと東と西のグラウンドの料金の差と

いうのは、どういう理由によっておったのか、ちょっと私どもも知りませんでしたので、参

考のために説明いただきたいと思います。（発言する者あり） 

 失礼しました。違うところを見ていました。撤回します。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 今朝方より利用料の改定に関する議案は撤回が行われました。それは算定基準などについ

て、町民に対しての説明に透明性を欠くものであるという意味があったと私は理解していま

す。であるならば、この現行のまま据え置き、冷暖房は理解します。冷暖房は全く新しいも

のですので理解いたしますが、ほかの施設については現行のままにしているのですから、こ

の下広川小学校の施設についても現行のままで据え置き、そして、ほかの施設等の料金を検

討する際に検討すべきではないかと思います。よって、反対討論といたします。 

○議長（野村泰也） 

 ほかに討論はありませんか。７番丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

 私は賛成の討論をいたします。 
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 下広川小学校につきましては、今までの体育館と今回大きく変わっておりますし、当然利

用料金も、この提案におきましては、おかしい料金設定でもないということでございますの

で、この条例の改正については賛成をいたします。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ほかに討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第26号 広川町立小・中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例

についてを採決します。この採決は起立によって行います。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（野村泰也） 

 起立多数です。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時57分 休憩 

午後０時54分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

      日程第26 議案第28号 

○議長（野村泰也） 

 日程第25．議案第27号は撤回されましたので、日程第26．議案第28号 令和元年度広川町

一般会計補正予算（第７号）についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第28号 令和元年度広川町一般会計補正予算（第７号）について御説明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額から

歳入歳出それぞれ188,207千円を減額し、予算総額を7,911,779千円とするものです。 

 第２条 繰越明許費につきましては、予算書５ページのとおり、２款１項、武徳館、庁舎

及び附属建物解体等設計業務ほか11事業につきまして、総額430,908千円の繰越しをお願い

するものです。 

 第３条 債務負担行為の補正につきましては、予算書６ページに記載のとおり、新庁舎執

務環境等構築支援業務委託料ほか５事業について新たに追加し、５つの債務負担行為につき

まして限度額の変更をお願いするものです。 

 第４条 地方債の補正につきましては、予算書７ページのとおり、15．公立学校情報通信

ネットワーク環境施設整備事業を追加し、２．庁舎建設事業ほか７事業につきまして、限度

額の変更をお願いするものです。 

 予算書２ページをお願いします。 
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 歳入補正予算について御説明いたします。 

 １款１項．町民税は個人所得割、２項．固定資産税は償却資産が主な増加要因となり、町

税全体で40,000千円を増額しております。 

 12款．分担金及び負担金は713千円、14款．国庫支出金は51,140千円をそれぞれ減額、15

款．県支出金は29,807千円を増額しております。各項の補正額につきましては、記載のとお

りとなっております。 

 16款１項．財産運用収入は基金利子の確定見込みにより833千円、17款１項．寄付金はふ

るさとづくり寄付金を実績見込みにより15,000千円それぞれ増額しております。 

 18款１項．基金繰入金は財政調整基金繰入金を147,322千円、公共施設整備基金繰入金を

15,212千円それぞれ減額し、地域振興基金繰入金を６千円増額しております。 

 20款４項．雑入は166千円を減額し、21款１項．町債は事業費の確定等により59,300千円

を減額しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出補正予算について御説明いたします。 

 今回の歳出補正予算につきましては、今年度の各種事業費の実績見込みによる減額補正が

主なものとなっております。 

 １款１項．議会費は728千円を減額しております。 

 ２款１項．総務管理費は37,730千円、２項．徴税費は450千円、３項．戸籍住民基本台帳

費は218千円、４項．選挙費は4,574千円、５項．統計調査費は605千円をそれぞれ減額して

おります。 

 ３款１項．社会福祉費は39,058千円、２項．児童福祉費は17,257千円、４款１項．保健衛

生費は2,381千円、２項．清掃費は4,817千円をそれぞれ減額しております。 

 ５款１項．農業費は被災農業者支援型事業費補助金の増加等により24,285千円増加してお

ります。 

 ６款１項．商工費は13,900千円、７款１項．土木管理費は5,694千円、２項．道路橋梁費

は国庫補助事業額の確定等により136,945千円、３項．河川費は17,500千円、４項．都市計

画費は1,333千円、８款１項．消防費は8,495千円をそれぞれ減額しております。 

 ４ページをお願いします。 

 ９款１項．教育総務費は公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業の増加等により

100,404千円増加しております。 

 ２項．小学校費は2,097千円、３項．中学校費は991千円、５項．社会教育費は2,438千円

をそれぞれ減額しております。 

 10款１項．農林水産業施設災害復旧費は、国庫補助事業額の確定等により15,685千円を減

額しております。 

 詳細につきましては、担当課長が説明いたします。御審議の上、御決定賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 令和元年度広川町一般会計補正予算（第７号）について説明いたします。 
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 全体の職員人件費の補正及び政策調整課関係の補正予算についてでございますが、まず、

全体の職員人件費については、精算見込みによる減額及び退職手当特別負担金の増額でござ

います。 

 予算書47ページの給与費明細書にて説明いたします。 

 今回補正します一般会計の給与費の比較表でございます。 

 上段の表、１、特別職の比較の計の欄を御覧ください。報酬682千円の減額は、総務課及

び福祉課の各委員会委員等の報酬精算見込みによるものでございます。共済費2,200千円の

減額は、町長及び教育長の年齢要件による負担金の減額によるものでございます。 

 中段の表、２、一般職については、報酬1,787千円、給料4,350千円、共済費3,870千円の

減額は精算見込みによるもので、職員手当等3,092千円の増額は勧奨退職者等の退職手当特

別負担金を含むものでございます。 

 なお、人件費補正に関する各課からの説明は省略させていただきます。 

 次に、政策調整課関係の補正予算について説明いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第３表 債務負担行為につきましては、追加の表２行目の広川町移住定住促進センター兼

滞在交流施設及び久泉集会所指定管理料です。期間を令和２年度から令和６年度までの５年

間、限度額を67,970千円とするものでございます。 

 19ページ下段をお願いします。 

 歳出です。 

 ２款１項１目．一般管理費のうち、職員研修費774千円の減額は自治大学派遣見送りを含

む精算見込みによるものでございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 ２款１項６目．企画費のうち、住宅取得支援事業749千円、定住支援員事業748千円の減額

は精算見込みによるものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 それでは、続きまして総務課関係の補正予算について御説明申し上げます。 

 まず、予算書５ページをお願いいたします。 

 第２表 繰越明許費です。 

 ２款．総務費の２事業ほか計12事業で、総額430,908千円を繰越事業として次年度へ繰り

越すものでございます。 

 総務課分につきましては、庁舎建設に係る武徳館、庁舎及び附属建物解体等設計業務は事

業の進捗状況、それから、情報化推進事業は新型コロナウイルスの影響により機器の年度内

調達が見込めないために繰越しをお願いするものでございます。 

 続いて、６ページをお願いいたします。 

 第３表 債務負担行為補正です。 

 上段の表は新庁舎執務環境等構築支援業務委託料ほか５つのリース料等につきまして追加

し、期間及び限度額を定めるものです。 
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 また、下段の表は情報セキュリティ対策基準改定及び監査支援業務委託料のほか４つの

リース料等について、入札契約等による限度額の変更をお願いするものでございます。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 第４表 地方債補正です。 

 15．公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業は国の補正予算に係る起債を追加し、

変更の２．庁舎建設事業ほか７件の変更につきましては、いずれも事業費の確定見込みに伴

う限度額の変更をお願いするものでございます。 

 続いて、歳入予算について説明いたします。 

 予算書12ページをお願いいたします。 

 中段の14款２項５目．総務費国庫補助金につきましては、社会保障・税番号制度システム

整備費補助金の確定により2,391千円を増額計上しております。 

 13ページをお願いいたします。 

 ３項１目．総務費国庫委託金につきましては、参議院議員通常選挙執行経費交付金の確定

により1,949千円を減額しております。 

 15ページをお願いいたします。 

 下段、15款３項１目．総務費県委託金につきましては、知事及び県議会議員選挙執行経費

市町村交付金2,411千円、各統計調査委託金735千円をいずれも確定等により減額をしており

ます。 

 続いて、16ページです。 

 16款１項２目．利子及び配当金につきましては、財政調整基金利子ほか、町の各種基金の

利子の確定見込みによる833千円の増額です。 

 18款１項１目．財政調整基金繰入金は今回補正予算の財源調整として147,322千円の減額、

公共施設整備基金繰入金につきましては事業費確定見込みに伴い15,212千円を減額し、それ

ぞれ基金からの繰入額を変更するものです。 

 17ページをお願いいたします。 

 中段、20款４項２目．雑入につきましては、町長選挙に係る供託金500千円を計上してお

ります。 

 21款１項．町債の補正につきましては、各起債事業の事業費確定見込みにより、１目．総

務債は29,800千円、４目．土木債は43,600千円、６目．消防債は18,200千円、９目．災害復

旧債は23,100千円をそれぞれ減額し、５目．教育債は国の補正予算事業に係るもの55,400千

円を増額計上しております。 

 続いて、歳出補正について御説明いたします。 

 予算書20ページをお願いいたします。20ページの中段です。 

 ２款１項１目．一般管理費の説明欄、町功労者等表彰費314千円の減額は、表彰者が１名

でございまして、精算によるものでございます。 

 ５目．財産管理費では、庁舎建設事業費42,055千円の減額でございます。事業進捗状況に

よる今年度の支払い見込みによるものです。基金管理費は、各基金の運用実績見込みにより

積立金を739千円増額するものでございます。 

 次に、23ページをお願いいたします。 

 上段、13目．情報管理費は、情報化推進事業費3,185千円の減額でございます。情報セ
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キュリティ対策に係る委託料が２か年にわたることによって次年度の一括支出となること及

び消耗品、負担金の確定等によるものでございます。社会保障・税番号制度システム改修事

業は、負担金の確定により272千円の減額をしております。 

 次に、24ページから26ページにかけて選挙関係でございます。 

 選挙から統計でございますが、４項２目．選挙啓発費はポスターコンクール報償品32千円

の減額、４目．参議院議員通常選挙費から８目．町議会議員一般選挙費までは各選挙執行経

費の確定による精算で、総額4,542千円を減額しております。 

 ５項２目．基幹統計費は経済センサス費605千円の減額で、事業費の確定によるものでご

ざいます。 

 以上で総務課関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 税務課長。 

○税務課長（野中洋太） 

 続きまして、税務課の補正予算について御説明いたします。 

 歳入の補正となります。 

 予算書10ページ上段をお願いいたします。 

 １款１項１目の個人町民税の所得割について、課税の実績、歳入見込みにより15,000千円

増額するものです。申告書や給与支払い報告書などの所得資料及び税務署の課税資料に基づ

き、各自治体との扶養控除を突合した結果、補正するものでございます。 

 次に、１款２項１目の固定資産税です。課税の実績、歳入見込みにより25,000千円増額す

るものです。主に償却資産の申告及び申告期限後の修正申告などによる賦課実績及び課税処

理をしたことにより補正するものでございます。 

 以上で税務課の補正予算の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 それでは、産業振興課関係の補正予算について説明いたします。 

 まず、予算書５ページをお願いいたします。 

 第２表 繰越明許費です。 

 ３列目より、５款１項．農業振興対策事業費につきましては、令和元年８月豪雨及び台風

17号により被災した農業施設の災害復旧について、年度内の資材や機械、施工業者の確保が

難しいため、２経営体の福岡県補助事業分8,347千円を次年度に繰り越すものです。 

 下段の農業経営対策事業費34,320千円につきましても、同災害により被災した農業用施設、

機械の再建、修繕に係る９経営体の国、県補助事業分を繰り越すものです。 

 次の農村地域防災減災事業につきましては、ため池耐震調査に係る国庫補助金の配分が行

われたため、次年度に配分額20,000千円を繰越し、事業実施するものです。 

 ６款１項、消費税増税緩和対策プレミアム商品券事業につきましては、次年度以降に継続

して事務が発生するため、必要経費の5,242千円を繰り越すものです。 

 続きまして、歳入予算について説明いたします。 

 予算書10ページ中段をお願いいたします。 
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 12款１項２目．農林水産業費分担金、１節．農地費分担金656千円の減額につきましては

補助事業工事費の確定により地元分担金を減額、同項４目．農地災害復旧費分担金、１節．

農地災害復旧費分担金につきましては、災害復旧事業に係る分担金額が確定しましたので、

313千円を増額するものです。 

 続きまして、12ページ下段をお願いいたします。 

 14款２項７目．災害復旧費国庫補助金、１節．農林水産業施設災害復旧費国庫補助金につ

きましては、事業費の確定により1,520千円を減額するものです。 

 同項９目．商工費国庫補助金、１節．商工費国庫補助金につきましては、商品券購入者見

込みにより、プレミアム付き商品券事務補助金、プレミアム付き商品券事業費補助金をそれ

ぞれ減額するものです。 

 続きまして、予算書14ページ下段をお願いいたします。 

 15款２項４目．農林水産業費県補助金、１節．農業費県補助金につきましては、主なもの

として園芸農業等総合対策事業補助金、新規就農者に対する農業次世代人材投資事業費補助

金など、補助金の額が確定した事業については減額補正をしております。 

 15ページをお願いいたします。 

 畜産振興総合対策事業補助金につきましては、畜産農家の施設補助として追加交付となり

ましたので、３分の１の県補助金1,166千円の増額、農業振興対策事業補助金につきまして

は、令和元年８月末の豪雨及び台風17号の影響による被災施設の災害復旧支援として施設や

機械の復旧に係る県補助金7,582千円の増額、農業経営対策事業費補助金につきましても、

農業被災施設、被災機械の復旧支援として72,381千円を増額補正するものです。 

 次の２節．農村環境整備事業県補助金及び５節．農村地域防災減災事業費県補助金につき

ましては、事業費の確定及び補助金の配分等によりそれぞれ補正をお願いするものです。 

 続きまして、16ページ上段をお願いします。 

 16款１項２目．利子及び配当金の中段、中山間ふるさと水と土保全基金利子につきまして

は利子の額確定により減額するものとなります。 

 続きまして、歳出予算について説明いたします。 

 予算書22ページ中段をお願いいたします。 

 ２款１項６目．企画費、地域おこし協力隊事業につきましては、新隊員の着任時期が遅れ

たため、業務委託料及び活動補助金などを減額しております。 

 次の地方創生拠点施設運営管理費につきましては、広川ブランド推進員の早期退職により

報酬を減額するものです。 

 予算書33ページ下段をお願いいたします。 

 ５款１項３目．農業振興費、19節．負担金、補助及び交付金につきましては、先ほど歳入

予算で御説明いたしました災害被災支援県補助金追加交付や額の確定、町単独補助事業の額

が確定しましたので、28,851千円を増額補正するものです。 

 ４目．畜産振興費につきましては、県補助金の追加交付により事業費の３分の１の補助金

を増額補正するものとなります。 

 続きまして、５款１項５目．農地費、13節．委託料につきましては、ため池耐震調査に係

る国庫補助金の配分による増額、15節．工事請負費、19節．負担金、補助及び交付金につき

ましては、入札残及び交付決定等による減額、25節．積立金につきましては、ふるさと水と



- 150 - 

土保全対策基金に対し利子不用額を減額するものです。 

 28節．繰出金につきましては、広川防災ダム管理特別会計への繰り出しを行うものです。 

 続きまして、同ページ下段をお願いします。 

 ６款１項２目．商工振興費につきましては、プレミアム付き商品券の購入者見込みにより

13,400千円の減額補正を行うものです。 

 続きまして、予算書45ページ下段をお願いいたします。 

 10款１項１目．農地農業用施設災害復旧費につきましては、事業費の確定により減額補正

するものです。 

 以上で産業振興課分の補正予算について説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 福祉課関係の補正予算について御説明申し上げます。 

 予算書の６ページをお願いします。 

 第３表 債務負担行為の補正でございます。 

 追加の上から３行目の広川町保健・福祉センター駐車場用地賃借料5,640千円につきまし

ては、保健・福祉センターの玄関前の駐車場用地の賃借料が現在３月末で契約が終了するた

めに、さらに５年間、令和２年度から６年度までをお願いするものです。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 予算書の10ページをお願いします。 

 下段の12款２項１目．民生費負担金です。２節の老人福祉費負担金370千円の減額につき

ましては、養護老人ホーム入所者の退所に伴う減額となります。 

 次の14款１項１目．民生費国庫負担金、１節の児童福祉国庫負担金704千円の増額につき

ましては、平成30年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金の精算による追加交付額

となります。予算書の11ページをお願いします。 

 10節．社会福祉費国庫負担金、説明欄の障害者医療費国庫負担金1,000千円の増額につき

ましては、更生医療費の増額に伴う追加交付となります。また、過年度の障害者医療費国庫

負担金3,246千円及び障害者自立支援給付費国庫負担金9,067千円、障害児入所給付費等国庫

負担金６千円の増額につきましては、いずれも平成30年度分精算による追加交付額となりま

す。 

 次の11節．児童手当国庫負担金7,729千円の減額につきましては、児童手当給付費の減額

に伴うものです。 

 次に、14款２項１目．民生費国庫補助金です。４節の児童福祉費国庫補助金1,249千円の

減額につきましては、子育てのための施設等利用給付費の減額に伴うものです。 

 予算書の13ページをお願いします。 

 下段の15款１項１目．民生費県負担金です。１節の児童福祉費県負担金303千円の増額に

つきましては、これも平成30年度の子どものための教育・保育給付費負担金の精算による追

加交付額となります。７節の社会福祉費県負担金の障害者医療費県負担金500千円の増額に

つきましては、これも国庫と同じく更生医療費の増額に伴う追加交付となります。また、民

生委員推薦会県負担金21千円につきましては、民生委員推薦会の開催に伴う県負担金です。
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また、過年度障害者自立支援給付費等県負担金4,533千円、障害児入所給付費等県負担金３

千円及び障害者医療費県負担金1,672千円の増額は、いずれも平成30年度の精算による追加

交付額となります。 

 次に、14ページをお願いします。 

 15款２項２目．民生費県補助金です。１節の社会福祉費県補助金38千円の増額につきまし

ては、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業に係る県補助金となります。 

 ５節．児童福祉費県補助金の放課後児童クラブ利用料減免事業補助金200千円の減額及び

子育てのための施設等利用給付交付金625千円の減額は、いずれも歳出の減額に伴うもので

す。 

 次に、予算書16ページをお願いします。 

 16款１項２目．利子及び配当金、説明欄の上から４行目の地域振興基金利子６千円の減額

につきましては額の確定によるものになります。 

 次に、下段になります。 

 18款１項６目．地域振興基金繰入金６千円の増額につきましては先ほどの利子の減額に伴

うものになります。 

 次に、予算書の17ページをお願いします。 

 20款４項２目．雑入です。８節の雑入の説明欄の上から３行目の介護保険職員派遣助成金

911千円の増額及び３つ下になります高齢者いきいき元気教室の個人負担金250千円の増額に

つきましては、いずれも実績見込みによるものとなります。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 予算書の27ページをお願いします。 

 ３款１項１目．社会福祉総務費、説明欄の保健・福祉センター管理費、15節の工事請負費

6,745千円の減額につきましては工事の入札残等に伴うものになります。 

 次の障害者福祉費、20節の扶助費、自立支援医療費2,000千円の増額及び高額障害児通所

給付費76千円の増額は、いずれも実績見込みによるものです。 

 23節．償還金、利子及び割引料、国庫支出金精算返納によるもので3,973千円、県支出金

精算返納2,036千円の増額は、いずれも平成30年度の精算返納金となります。 

 次に、28ページの３款１項３目．老人福祉費の説明欄になります。高齢者福祉事業費4,000

千円の減額につきましては、歳入にもありましたように、養護老人ホームの入所者２名の退

所に伴うものになります。 

 次の地域支援事業費、８節の介護予防ボランティアポイント事業報償品236千円の減額及

び13節の委託料、高齢者いきいき元気教室事業750千円の増額につきましては、いずれも実

績見込みとなります。 

 次の介護保険事業費、19節の負担金、補助及び交付金20,886千円の減額は介護保険広域連

合の負担金の額確定によるものになります。 

 次に、予算書の30ページをお願いします。 

 ３款２項１目．児童福祉総務費です。説明欄の子育て支援事業費、４節の共済費463千円

の減額及び７節．賃金2,000千円の減額、９節．旅費85千円の減額は、いずれも栄養士の産

休代替職員としての臨時職員が雇用できなかったため、今回、減額をお願いするものです。 

 次の児童虐待防止対策事業費、１節の報酬600千円の減額、４節の共済費150千円の減額、
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９節の旅費96千円の減額につきましては、いずれも社会福祉士の雇用につながらなかった期

間によるものとなります。 

 次の特別保育事業費、23節の償還金、利子及び割引料894千円の増額につきましては、平

成30年度子ども・子育て支援交付金の精算返納によるものとなります。 

 次の放課後児童健全育成事業、19節の負担金、補助及び交付金400千円の減額は、学童保

育所保育料助成金の実績見込みによるものとなります。 

 次の31ページをお願いします。 

 ３款２項２目．児童措置費です。説明欄の児童手当措置費、20節．扶助費の児童手当費

10,000千円の減額につきましては実績見込みとなるものです。 

 子どものための教育・保育給付費、23節．償還金、利子及び割引料23千円は、子どものた

めの教育・保育給付費の県負担金及び県補助金の平成30年度の精算返納金となります。 

 次の子育てのための施設等利用給付費、20節の扶助費2,500千円に減額につきましては事

業の実績見込みによるものです。 

 予算書の32ページになります。 

 ４款１項１目．保健衛生総務費、説明欄の母子保健事業費、13節．委託料、妊婦健康診査

委託料6,000千円の減額及び19節．負担金、補助及び交付金、特定不妊治療費助成500千円の

減額、20節の扶助費、妊婦健康診査扶助費200千円の減額は、いずれも実績見込みによるも

のとなります。 

 以上で福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（坂本幸枝） 

 それでは、住民課関連の一般会計補正予算について説明いたします。 

 まず、６ページを御覧ください。 

 債務負担行為補正です。 

 下段の変更欄の戸籍システム更新事業は41,815千円に変更するもので、クラウド化された

システムサービスの利用により減額となり契約額を確定しております。 

 次に、歳入です。 

 11ページ上段を御覧ください。 

 14款１項１目の５節．国民健康保険基盤安定国庫負担金の83千円の減額、次の２目１節の

保健衛生費国庫負担金651千円の減額は収入見込みによるものです。 

 続いて、12ページを御覧ください。 

 中ほどの14款２項５目の総務費国庫補助金の増額のうち、説明欄にあります個人番号カー

ド交付事業費補助金756千円の増額は国の交付金の上限の決定によるものです。 

 次に、13ページ下段を御覧ください。 

 15款１項１目．民生費県負担金のうち、４節．国民健康保険基盤安定県負担金222千円と、

次の５節．後期高齢者医療基盤安定県負担金1,218千円の減額は県からの収入見込みによる

ものです。 

 次に、２目．衛生費県負担金の１節．保健衛生費県負担金の328千円の減額は未熟児養育

医療費県負担金の本年度収入見込みと過年度分精算となります。 
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 次に、14ページです。 

 15款２項２目．民生費県補助金のうち、２節．子ども医療費県補助金、３節．重度障害者

医療費県補助金、４節．ひとり親家庭等医療費県補助金の増額及び減額は、それぞれ今年度

の医療費補助金、事務費補助金の収入見込みと過年度分精算によるものです。 

 歳入は以上となります。 

 次に、歳出です。 

 24ページを御覧ください。 

 ２款３項１目．戸籍住民基本台帳費の218千円の減額のうち、説明欄の戸籍住民基本台帳

費874千円の減額は戸籍電算システムの再リースに伴うものです。また、通知カード・個人

番号カード関連事務費の756千円の増額は国からの通知により計上するものです。 

 続いて、29ページを御覧ください。 

 ３款１項４目．重度障害者医療対策費の1,800千円の増額は、医療扶助費の本年度実績に

基づく支出見込みによるものです。 

 次の６目．国民健康保険特別会計繰出金は、実績に基づく支出見込みや県の通知によるも

のです。 

 次の８目．後期高齢者医療費の15,958千円の減額は、後期高齢者広域連合の算定に基づく

ものです。 

 続いて、31ページ上段を御覧ください。 

 ３款２項５目．児童医療対策費の1,800千円の減額は、ひとり親家庭等医療扶助費の今年

度実績に基づく支出見込みによるものです。 

 次に、下段、４款１項１目．保健衛生総務費の増額のうち、説明欄一番下の地域医療体制

充実推進事業費8,874千円の増額は、公立八女総合病院企業団への特別交付税措置対象分の

負担金の増額と病院群輪番制病院運営事業補助金の実績見込みによる増額です。 

 次の32ページ説明欄、未熟児養育医療事業費の800千円の減額は扶助費の精算支出見込み

によるものです。 

 以上で住民課関連の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 建設課関連の補正予算について説明いたします。 

 予算書５ページをお願いします。中段になります。 

 ７款２項、道路改修費の21,000千円は、清楽区の八龍面地区の道路改修工事及び藤田区の

長原狐坂線の舗装工事となっております。 

 下段、狭あい道路整備等促進事業の27,000千円につきましては、清楽幹線及び田代線の工

事費及び久保田線の用地補償費、その下段、社会資本整備総合交付金事業につきましては福

田線の工事費、さらにその下段、防災・安全交付金事業の35,700千円につきましては久泉日

吉線の工事費で、同様に翌年度へ繰り越すものであります。 

 １つ空きまして、10款２項．公共土木施設災害復旧費の123,100千円の繰越しにつきまし

ては、昨年８月末に発生しました災害復旧工事費の19か所分、それと小椎尾梯線の地滑り地

区の調査、それの繰越しになっております。 
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 なお、これらの繰越しの理由につきましては、昨年発生しました災害の箇所が多かったこ

とによる全体工程の遅延によるものが主な要因でありまして、その他補助事業につきまして

は、用地費に係る不測の日数等を要したものであります。 

 続いて、歳入について説明いたします。 

 予算書11ページをお願いします。 

 14款１項３目．災害復旧費国庫負担金の31,635千円の減額につきましては、災害査定によ

る補助額の確定によるものですけれども、公共土木災害復旧費として採択された国庫負担金

のうち、国の予算枠の関係で次年度施越扱いとなった補助分もありますので、その分も減額

しております。 

 14款２項３目．土木費国庫補助金の68,902千円の減額は、事業費確定による社会資本整備

総合交付金の減額で、木造住宅耐震改修分675千円、空き家再生等推進事業分1,030千円、狭

あい道路整備等促進事業分2,073千円、社会資本整備総合交付金事業分48,300千円、防災・

安全交付金事業分16,740千円及びブロック塀等撤去促進事業分の84千円の減額となっており

ます。 

 予算書15ページをお願いします。 

 15款２項８目．土木費県補助金の1,406千円の減額につきましては、事業確定による福岡

県木造戸建住宅耐震改修促進事業補助金1,350千円と福岡県ブロック塀等撤去促進事業費補

助金56千円分の減額となっております。 

 続きまして、歳出の説明を行いたいと思います。 

 予算書36ページをお願いします。 

 ７款１項１目．土木総務費の5,694千円の減額につきましては、境界整理事業費の本年度

分の確定による委託料及び用地費の減額と県河川協会、県道路協会の負担金減額等による土

木管理費1,511千円の減額と土木管理職員人件費の15千円の減額、木造戸建住宅耐震改修支

援事業2,700千円、老朽危険家屋等除却促進事業1,028千円及びブロック塀等撤去促進事業

305千円分の減額となっております。 

 予算書37ページ下段から38ページをお願いしたいと思います。 

 ７款２項３目．道路新設改良費の133,545千円の減額は、道路改修事業費の3,715千円が今

年度事業見込みの確定による減額、社会資本整備総合交付金事業95,080千円、防災・安全交

付金事業34,750千円についてが補助金の額の確定による減額です。 

 39ページをお願いします。 

 ７款３項１目．河川費17,500千円の減額は今年度事業見込みの確定による減額で、河川維

持管理事業費2,500千円減額及び河川改修事業費15,000千円の減額となっております。 

 ７款４項２目．公園費1,333千円の減額につきましてはグリートパーク公園のトイレの下

水道接続工事の執行残と、公園整備事業費506千円の減額が地域公園整備事業補助金の確定

によるものです。 

 予算書46ページになります。 

 10款２項１目．公共土木施設災害復旧費については財源組替えで、災害査定において採択

を受けた国庫補助金のうち、14,314千円が施越扱いとなったことから、国庫補助金及び地方

債を減額し、一般財源を充てるものでございます。 

 建設課分の補正は以上でございます。よろしくお願いします。 
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○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 環境衛生課関係の補正について御説明いたします。 

 まず、歳入ですけど、予算書11ページをお願いいたします。 

 14款２項２目．衛生費国庫補助金703千円の増額は、本年度事業補助対象となる浄化槽が

変更されたことに伴い、更新等に対応するため、平成30年度分の繰越分が追加交付されたこ

とによる増額でございます。 

 続いて、14ページをお願いします。 

 15款２項３目．衛生費県補助金1,011千円の減額は、本年度補助事業の決定による浄化槽

設置整備事業県補助金の減額でございます。 

 次に、16ページをお願いします。 

 16款１項２目．利子及び配当金のうち、説明欄中段の広川町最終処分場対策基金利子６千

円の減額は利子の確定によるものでございます。 

 続いて、歳出について御説明します。 

 32ページをお願いします。 

 ４款１項３目．環境衛生費3,555千円の減額は、合併浄化槽の事業費決定による浄化槽設

置事業補助金の減額でございます。 

 次に、33ページ、４款２項１目．清掃総務費７千円の減額は、八女西部広域事務組合の広

川町最終処分場対策基金の利子が確定しましたので、広川町最終処分場地元対策費２千円と

広川町最終処分場地元対策基金積立金５千円を減額するものでございます。 

 ２目．塵芥処理費4,810千円の減額は、ごみ袋作成の入札減等による1,700千円と八女西部

広域事務組合負担金の確定による3,110千円の減額でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 教育委員会関連の補正予算について御説明いたします。 

 予算書５ページをお願いいたします。 

 第２表 繰越明許費の下段、９款１項．公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業

について、国の補正予算による国庫補助事業となりまして、次年度に事業実施をするため繰

り越すものとなります。 

 予算書６ページをお願いいたします。 

 第３表 債務負担行為補正については、３小学校コピー機リース料ほか２事業を追加し、

期間及び限度額を定めるものです。 

 また、下段の表の中学校印刷機リース料ほか２事業については、入札契約等による限度額

の変更をお願いするものでございます。 

 歳入予算書に移ります。 

 12ページをお願いいたします。 

 14款２項４目．教育費国庫補助金の１節．小中学校費国庫補助金の56,586千円の増額につ
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きましては、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金で２分の１以内の補助金

となっております。 

 ２節．幼稚園就園奨励費の622千円の増額は補助金確定によるものでございます。 

 続きまして、16ページ上段を御覧ください。 

 16款１項２目．利子及び配当金です。説明欄の３行目の鶴寿奨学会基金利子３千円と下か

ら３行目の学校建設基金利子141千円の増額は利子確定によるものでございます。 

 続きまして、17ページ中段、20款４項２目．雑入の下広川小学校光熱水費業者負担金22千

円の増額は下広川小学校屋内運動場改築工事業者上水道利用負担金です。 

 次に、歳出です。 

 41ページを御覧ください。 

 ９款１項１目．教育委員会費、９節、研修旅費100千円の減額は精算見込みによるもので

す。 

 続いて、２目．事務局費の18節．備品購入費、19節．負担金、補助及び交付金の減額は、

それぞれ額の確定によるものです。 

 25節．積立金141千円の増額は、学校建設基金積立金の利息の確定によるものでございま

す。 

 42ページ上段を御覧ください。 

 ３目．義務教育振興費、７節．賃金の9,183千円の減額は精算見込みによるものです。 

 13節．委託料の4,732千円は小中学校情報通信ネットワーク施設整備設計監理業務委託料

と、15節．工事請負費の107,320千円は小中学校情報通信ネットワーク施設整備工事費によ

るものとなっております。 

 19節．負担金、補助及び交付金の35千円の減額は額の確定によるものです。 

 43ページを御覧ください。 

 ９款２項１目．学校管理費、11節．需用費の370千円の減額は見込みによる減額と、18節．

備品購入費52千円の減額は給食備品の入札残によるものです。 

 ２目．教育振興費、説明欄、小学校教育振興費の194千円は、８節．報償費と18節．備品

購入費の入札残によるものです。小学校学力向上事業費の981千円は、13節．委託料の入札

残によるものです。 

 ３目．学校建設費の500千円の減額は、説明欄、下広川小学校屋内運動場改築事業費、18

節．備品購入費の入札残によるものです。 

 44ページを御覧ください。 

 ９款３項１目．学校管理費です。説明欄の中学校管理物品費の252千円の減額は、15節．

工事請負費の入札残によるものです。 

 同じ説明欄、中学校給食費の673千円は、11節．需用費の150千円の見込みによる減額と13

節．委託料の523千円の入札残による減額です。 

 ２目．教育振興費の66千円の減額は、説明欄、中学校教育振興費の備品購入費の入札残に

よるものです。 

 次に、下段の９款５項３目．人権・同和教育費です。説明欄、人権・同和教育推進事業費

の330千円の減額は、45ページの上段になりますが、９節．旅費の200千円と13節．委託料

130千円の精算によるものです。 
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 ５目．文化財保護費の874千円の減額は、説明欄、古墳公園管理運営費の古墳公園資料館

空調設備修繕工事の入札残によるものです。 

 ７目．図書館費の822千円の減額は、説明欄、図書館運営費の図書館システム関連機器

リース料入札残によるものです。 

 以上で教育委員会事務局関連の補正予算説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 協働推進課関連の補正予算について説明を申し上げます。 

 歳入補正より説明いたします。 

 予算書12ページをお願いいたします。予算書12ページ中段でございます。 

 14款２項５目．総務費国庫補助金、１節．総務費国庫補助金の社会資本整備総合交付金

1,225千円の減額は補助金確定によるものでございます。 

 予算書13ページ上段をお願いいたします。 

 14款３項１目．総務費国庫委託金、１節．総務費国庫委託金の自衛官募集事務委託金９千

円の増額は委託金の確定によるものでございます。 

 次に、14ページ上段をお願いいたします。 

 15款２項１目．総務費県補助金、２節．総務費県補助金の県性犯罪防止対策防犯カメラ設

置支援事業補助金1,005千円の減額は補助金の確定によるものでございます。 

 高齢者運転免許証自主返納支援事業県補助金25千円の増額は実績見込みによるものでござ

います。 

 続きまして、15ページ中段をお願いいたします。 

 15款２項５目．商工費県補助金、１節．商工費県補助金の福岡県消費者行政推進事業補助

金15千円の減額は補助金確定によるものでございます。 

 続きまして、16ページ上段をお願いいたします。 

 16款１項２目．利子及び配当金、１節．利子及び配当金でございます。説明欄の下から２

番目でございますが、ふるさとづくり基金利子11千円、その下の広川町災害対策基金利子２

千円の減額は利子確定によるものでございます。 

 続きまして、17款１項５目．総務費寄付金、１節．ふるさとづくり寄付金15,000千円の増

額は寄附金の見込みによるものでございます。 

 続きまして、17ページ中段をお願いいたします。 

 20款４項２目．雑入、３節．消防団員退職報償金2,222千円の減額は報償金額の確定によ

るものでございます。 

 ８節．雑入の新市町村振興宝くじ交付金584千円の増額及び救急業務支弁金211千円の減額

は交付決定によるものでございます。 

 次に、歳出予算補正について御説明申し上げます。 

 19ページ下段をお願いいたします。 

 ２款１項１目．一般管理費、説明欄下のほうになりますが、防犯対策費をお願いします。

15節．工事請負費2,020千円の減額は、性犯罪防止対策防犯カメラ設置工事費の入札執行残

及び県補助事業の採択決定により減額するものでございます。 
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 次に、21ページ中段をお願いいたします。 

 ２款１項６目．企画費、説明欄、ふるさと納税事業費14,884千円の増額の内訳としまして、

８節．報償費のふるさとづくり寄付者贈呈品費1,500千円、12節．役務費の通信運搬費及び

手数料3,982千円、14節．使用料及び賃借料のふるさと納税支援サービス利用料663千円、25

節．積立金のふるさとづくり基金積立金8,739千円の増額をお願いするものでございます。 

 一番下段ですけど、次に、情報配信システム構築事業費808千円の減額は、システム導入

の再検討を行うため減額するものでございます。 

 次に、22ページ下段をお願いいたします。 

 ８目．交通安全対策費、20節．扶助費でございます。交通安全管理費200千円の増額は、

運転免許証自主返納者数の実績見込みにより増額をお願いするものでございます。 

 次に、40ページ上段をお願いいたします。 

 ８款１項１目．常備消防費です。説明欄、八女地区消防組合負担金の4,925千円の減額は

負担金の確定によるものでございます。 

 ８款１項２目．非常備消防費、消防団運営事業費2,312千円の減額は、８節．報償費、消

防団員退職報償金1,861千円の減額、11節．需用費257千円の減額、18節．備品購入費194千

円の減額は額の確定によるものでございます。 

 続きまして、５目．災害対策費158千円の減額は災害対策基金額及び利子の確定見込みに

よるものでございます。 

 続きまして、６目．防災費です。防災事業費の13節．委託料714千円の減額は、土砂災

害・洪水ハザードマップ作成業務委託料の確定によるものでございます。 

 19節．負担金、補助及び交付金386千円の減額は額の確定によるものでございます。 

 以上で協働推進課関連の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 暫時休憩いたします。 

午後２時３分 休憩 

午後２時11分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。10番原野利

男君。 

○10番（原野利男） 

 職員の研修についてお尋ねします。 

 自治大学の研修は必要だと思っております。見送りの理由についてお尋ねします。 

 それと、防犯対策費についてです。 

 執行残が2,000千円ほどあるようですけど、性犯罪防止対策防犯カメラ設置箇所は何か所

ぐらいあったのか、お尋ねします。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 自治大学への派遣の見送りにつきましては、職員の希望をまず取ります。希望がなかった
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場合には、職員個人に当たっていろいろ調整しますけれども、今年度につきましては業務の

都合、家庭の都合ということで派遣ができなかった部分がありますので、来年にはぜひ派遣

をしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 防犯カメラの設置でございますが、申請時は10か所を申請しておりましたが、県の採択が

５か所となりましたので、５か所の工事を行っております関係で、減額が大幅に増えたとい

うことになっております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 全体的なことなんですが、説明の中で確定、確定というふうなことでかなり説明が行われ

ました。 

 財政当局にお聞きしますが、前は入札等で事業が確定した場合については、次の補正等で

落とすというふうな原則があったと思うんですが、それは今生きているんですか。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 入札残の分につきましては、次の定例会でということでございますので、年度終わりに大

きなものは精算をするように変更しているところでございます。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 例えば、一番最後に説明したところが一番分かりやすいんですが、消防団の退職報償金と

かは多分６月頃には確定して支払いまで終わっていると思うわけですね。そうした場合、今

回1,861千円とかの減額が出ておりますが、そういう事業が終わったものについては、次の

議会で落とすのが原則だと私は思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 事業が確定した時期について、今後、個別に判断をさせていただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 栗原議員の質問とも重なるかもしれませんけれども、町税の40,000千円の補正とか選挙費

の補正など、町議会議員選挙は別としても、大分前に確定しているものではないかと思いま

すので、その時点で補正を出していただきたいなと思います。いかがでしょうか。 



- 160 - 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 今、栗原議員のほうにも回答いたしましたように、その確定の時期によりまして考えてい

きたいと。 

 ただ、選挙等につきましては、国、県からの交付金の確定時期が選挙執行より大分後にな

ることがございますので、そこの部分は御了承願いたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 31ページの地域医療体制充実推進事業費の公立八女総合病院の負担金というんですか、こ

の増額の背景とかがお分かりでしたら御説明いただきたいんですけれども。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 公立病院関係の負担金の増額でございますけれども、課長の説明にございましたように、

特別交付税により措置されました分につきまして、構成市町村であります八女市、広川町で

協議をいたしまして、交付税算入分については公立病院のほうへ負担金として増額をすると

いうことで協議をしておりましたので、確定したところで今回補正をお願いしているところ

でございます。 

○議長（野村泰也） 

 よろしいですか。 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 ふるさとづくり寄付金についてですけど、15,000千円歳入増と。非常に取組がよかったの

かなと思いますけど、近況の取組の成果、この増に対する説明がありましたら伺いたいと思

います。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 今回、15,000千円の増ということでお願いしておりますが、やっぱり昨年のポータルサイ

トを１つのふるさとチョイスから楽天市場のほうも増やしまして、ポータルサイトを２つに

増やしたということと、あと、支援事業所が変わりました関係で、返礼品の充実を図ってお

ります。そちらの支援事業所のほうで写真等も撮影しながら、返礼品を増やしたり写真等の

見栄えをよくしたりとか、そういうようなことで増えていると思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 42ページ、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業で、国のＧＩＧＡスクール構
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想に伴い大幅な補正予算が出されています。質疑ではないかもしれませんけれど、今後懸念

されるかなと思う点について意見を述べさせていただきます。 

 まず１つ目、平成16年の文科省の審議会では、健康への不安があるという文言があって、

急いで進めることは適当でないとしていましたけれど、今回、学校に無線ＬＡＮを整備する

ということですが、電磁波過敏症の子供たちへの配慮が必要なのではないかなと思います。

フランスとかイスラエルでしたかね、そこでは国としてそういう、特に、小さな子供たちに

対しての配慮がなされていると聞いています。 

 そこで、小学校とかでも無線ＬＡＮのアクセスポイントを使い終わったら切るとかいう指

導をするという点についてはいかがでしょうか。 

 ２つ目、このことで先生たちの負担が重くならないかと心配します。御配慮をお願いいた

します。 

 ３つ目、端末での学習は個への対応とかには優れていたりしますし、技術的にもそういう

端末を活用するという経験は大切だと思いますけれども、学校は子供たちが人と人との関わ

りの中で豊かに学び、そこに教職員が専門性を発揮して学習していくというものです。タブ

レットなどの端末を増やすことではなく、今、広川町が取り組んでいる30人学級、35人学級、

そういう教員の数を増やしていくということこそ大事だと思いますので、今後ともよろしく

お願いいたします。 

 それから４つ目、来年度から小学校に導入されるプログラミング教育は、端末を使ってプ

ログラミングをするのではなくて、プログラミング的思考を育てるものであるというふうに

言われています。つまり各教科や総合学習の中で論理的な思考などを育むものですので、パ

ソコンやタブレットを使わなくてもできるものです。特に、低学年や中学年では具体物の操

作や体験のほうが理解しやすいという特性もございますので、端末の整備には十分な検討を

お願いいたします。初めは国からの補助があるにしても、その後、維持とか管理とかで経費

がかかってまいります。国は３クラスに１クラス分という目安を出していますけれども、こ

の端末整備についても慎重に検討していただきたいと思います。 

 以上です。いかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 江藤議員に申し上げておきます。今は質疑の場で受け付けておりますので、質疑に限って

お願いいたします。（「はい、すみません」と呼ぶ者あり） 

 今の答弁ですが、できる範囲でよございますので、できるならばしてください。教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今おっしゃったＧＩＧＡスクール構想に伴う無線ＬＡＮ工事を来年度行いまして、パソコ

ンについても１人１台ということで国のほうは推奨されておりますけれども、３クラスに１

台ということも最低のところであっていますので、パソコン整備については、またあと二、

三年後ぐらいで考えております。また、そのパソコン機器を導入する際は、そういったとこ

ろも、今言われたようなことも勘案しながら検討していきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 
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 ３点お伺いします。 

 まず第１点は、第２表の繰越明許費、これは最近の社会情勢からいってやむを得ないとい

うことで理解はしておりますけれども、先ほど説明はあった内容もありますが、例えば、資

材費が不足しておるとか、人が足りないとか、それから、国、県からの内示が遅れていると

か、いろいろ理由があると思うんですけど、現場というか、町民の皆さん方の目線から見る

と、全体的に工事が遅れておるとか、そういう見方をされておるように感じるんですよね。

だから、私どもも内容は知っておかないかんというふうに思いますので、できれば後で資料

で結構ですけど、どういう理由か、遅れておる理由をひとつ一枚紙で頂けないかということ

が１つ。 

 それから２つ目は、38ページの土木費が非常に確定というところで説明はありましたが、

かなり金額がマイナスになっておるわけですが、その点について、これは採択ができなかっ

たのか、あるいは工事が諸般の事情によってできないような状況に至ったのか、あるいは国、

県の内示額が、配分がこれだけしかなかったのかというのがちょっと分からないので、この

点だけは今日回答いただければというふうに思います。 

 それからもう一つについては、一応決着のついた話というか、11月の補正のときに決着の

ついた話とも兼ね合いがあるんですが、42ページの義務教育振興費の中で、きめ細やかな教

育環境整備事業で9,000千円程度のマイナスになっています。この点、11月の補正予算の中

では、30人学級のほうで職員の手当てができなかったのでということで説明があり、また釈

明があったわけですが、これ以外に9,000千円というふうな意味なのかというのがちょっと

よく分からないので、説明いただきたいということです。 

 以上、３点お願いします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 梅本議員の質問のうち、補助事業の大幅な減額の件であります。国のほうの財政事情が厳

しくなってきておりまして、補助の措置が徐々に悪くなってきております。ちなみにですけ

れども、今年度の補助金の措置率なんですけれども、42.7％、全体要望しておって半分ぐら

いしか実際は補助がついていないような状況であります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今、きめ細やかな教育環境整備事業で9,213千円の減額をしておりますけれども、これは

11月の補正で、全体で５人分の常勤講師の分を予定しておりまして、11月のときは結局１名

しか配置できませんでしたので、４名分落とさなくてはいけませんでしたので、２名分を11

月のときに落としておりまして、その後、結果的に見つからなかったということで、今回、

３月補正については、その残りの２名分を落としたということでございます。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 
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 各繰越しに係る理由でございますけれども、一覧表といたしましては、総務産業常任委員

会のときに総務課から資料としてお配りいたしました補正予算の概要の９ページのところに、

第２表 繰越明許費についての説明をしております。理由につきましては、下段のほうに米

印でそれぞれ理由を入れておりますので、そちらのほうを御参照いただければと思います。 

○議長（野村泰也） 

 11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 ということは、総務産業常任委員会のほうだけ資料は頂いているという意味合いですかね、

それとも厚生文教常任委員会のほうも頂いているということですかね。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 これは全議員のほうにお配りをさせていただいております。（「分かりました」と呼ぶ者

あり） 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 ちょっと私の聞きそびれかもしれませんけれども、教えていただきたいというふうに思い

ます。 

 まず、12ページの国庫補助金の中の浄化槽設置の補助金のほうで、基本的に浄化槽設置補

助金というものは、各県、国、町の補助率でもって今行っていただいておると思うんですけ

れども、国の補助金が703千円の増加ですけれども、県のほうがマイナス311千円という誤差

があるのを、本来であれば増額しておる分なら増額しなきゃいけないんじゃないかと思うん

ですけれども、ちょっとその辺、すみません、教えていただいていいですか。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 浄化槽の設置補助金につきまして、国については、社会資本の関係で９年間の継続という

形で補助が来ています。 

 本年度につきまして、先ほど言いましたとおり、例えば、今の合併浄化槽が壊れた場合、

今年から補助金が出ないようになっています。その分を平成30年度予算であれば、それは認

めるということでございましたので、平成30年度繰越金の分を国からはいただいていると。

国のほうは、いただいた分については返還できないということで、これについては来年度以

降に繰り越していきます。結果的には、県のほうで落としていますとおり、今年度の事業費

については減額という形になりますので、国は増額になるんですけど、県のほうは実績に応

じて減額というような形になっております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第28号 令和元年度広川町一般会計補正予算（第７号）についてを採決しま

す。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 

      日程第27 議案第29号 

○議長（野村泰也） 

 日程第27．議案第29号 令和元年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につ

いてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第29号 令和元年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について御説明

申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額から

107,473千円を減額し、予算総額を2,421,807千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入補正予算について御説明いたします。 

 ６款１項．県負担金は、保険給付費等交付金107,367千円、10款１項．他会計繰入金は、

一般会計繰入金106千円をそれぞれ減額計上しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出補正予算について御説明いたします。 

 １款１項．総務管理費は1,596千円、４項．趣旨普及費は232千円をそれぞれ減額しており

ます。 

 ２款１項．療養諸費は109,000千円を減額、２項．高額療養費は4,000千円を増額、４項．

出産育児諸費は2,520千円を減額しております。 

 ３款１項．医療給付費分は794千円、２項．後期高齢者支援金等分は362千円をそれぞれ減

額しております。 

 ６款２項．特定健康診査等事業費は、特定健康診査委託料など3,041千円を増額しており

ます。 

 ７款１項．基金積立金は、国民健康保険財政調整基金積立金9,980千円を減額しておりま

す。 

 ９款１項．償還金及び還付加算金は、償還金9,970千円を増額計上しております。 
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 詳細につきましては、担当課長が説明いたします。御審議の上、御決定賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（坂本幸枝） 

 議案第29号 令和元年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について御説明

を申し上げます。 

 まず歳入です。予算書６ページをお願いいたします。 

 ６款１項３目．保険給付費等交付金107,367千円の減額は、１節．普通交付金、２節．特

別交付金ともに収入見込みによるものです。 

 次に、下段の10款１項１目．一般会計繰入金106千円の減額は、各繰入金の実績に基づく

支出見込みや県の通知によるものです。 

 次に、歳出です。予算書７ページをお願いいたします。 

 １款１項２目．連合会負担金４千円の増額は、国保情報連携パソコンの有償サポート負担

金としまして、国保連合会へ納付するためのものです。 

 次に、４項１目．趣旨普及費232千円の減額は、国保啓発用パンフレットを県内複数保険

者共同で安価にて購入できたことによるものです。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目．一般被保険者療養給付費１億円の減額は、実績に基づく支出見込みによる

ものです。 

 次に、２目．退職被保険者等療養給付費9,000千円の減額は、退職被保険者の減少などに

基づく支出見込みによるものです。 

 続きまして、中段の２款２項１目．一般被保険者高額療養費4,000千円の増額は、実績に

基づく支出見込みによるものです。 

 続いて、２款４項１目．出産育児一時金2,520千円の減額は、対象者が当初見込みより少

なかったことによるものです。 

 続いて、９ページをお願いいたします。 

 ３款１項２目、国保事業費納付金の退職被保険者等医療給付費分794千円の減額は、県算

出によります納付金の確定と過年度不足分の追加納付によるものです。 

 続いて、３款２項２目、国保事業費納付金の退職被保険者等後期高齢者支援金等分362千

円の減額は、県算出によります納付額の確定によるものです。 

 一番下段の６款２項１目．特定健康診査等事業費3,041千円の増額は、健康ポイント獲得

者及び特定健診受診者の増によるものです。 

 続いて、10ページをお願いいたします。 

 ７款１項１目．国民健康保険財政調整基金積立金9,980千円の減額は、積立金額確定によ

るものです。 

 ９款１項10目．その他償還金9,970千円の増額は、過年度普通交付金超過交付分の精算に

よるものです。 

 以上で広川町国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。よろしくお願いいたし

ます。 



- 166 - 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第29号 令和元年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につい

てを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 

      日程第28 議案第30号 

○議長（野村泰也） 

 日程第28．議案第30号 令和元年度広川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第30号 令和元年度広川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について御説

明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額から

5,841千円を減額し、予算総額を276,282千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入について御説明いたします。 

 １款１項．後期高齢者医療保険料は3,512千円、４款１項．一般会計繰入金は、事務費繰

入金及び保険基盤安定繰入金2,329千円を実績見込みによりそれぞれ減額計上しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出予算について御説明いたします。 

 ２款１項．後期高齢者医療広域連合納付金は実績見込みにより5,838千円、10款１項．予

備費は３千円をそれぞれ減額計上しております。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 
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 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第30号 令和元年度広川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 

      日程第29 議案第31号 

○議長（野村泰也） 

 日程第29．議案第31号 令和元年度広川町広川防災ダム管理特別会計補正予算（第３号）

についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第31号 令和元年度広川町広川防災ダム管理特別会計補正予算（第３号）について御

説明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額に

2,000千円を追加し、予算総額を30,598千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入について御説明いたします。 

 ４款１項．一般会計繰入金は2,000千円を増額計上しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出について御説明いたします。 

 １款１項．総務管理費は、事業費の確定により、県営防災ダム事業負担金2,000千円を増

額計上しております。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第31号 令和元年度広川町広川防災ダム管理特別会計補正予算（第３号）に

ついてを採決します。 
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 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

      日程第30 議案第32号 

○議長（野村泰也） 

 日程第30．議案第32号 令和元年度広川町水道事業会計補正予算（第３号）についてを議

題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第32号 令和元年度広川町水道事業会計補正予算（第３号）について説明いたします。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回お願いいたします補正予算は、資本的支出を10,000千円減額し、予算総額425,880千

円とするものであります。 

 資本的収支では105,821千円の不足分が生じますが、過年度分損益勘定留保資金等をもっ

て補填するものでございます。 

 予算書２ページをお願いします。 

 資本的支出の水道事業費につきまして、支出見込みによりまして配水設備工事費を10,000

千円減額いたします。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第32号 令和元年度広川町水道事業会計補正予算（第３号）についてを採決

します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 

      日程第31 議案第33号 

○議長（野村泰也） 

 日程第31．議案第33号 令和元年度広川町下水道事業会計補正予算（第２号）についてを

議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 
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○町長（渡邉元喜） 

 議案第33号 令和元年度広川町下水道事業会計補正予算（第２号）について説明いたしま

す。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回お願いいたします補正予算は、収益的収入を5,083千円、収益的支出を3,364千円増額

し、また、資本的収入を2,643千円減額、資本的支出を1,112千円減額し、予算総額718,415

千円とするものであります。 

 資本的収支では95,381千円の不足分が生じますが、当年度分損益勘定留保資金等をもって

補填するものでございます。 

 予算書２ページをお願いします。 

 予算第４条の２に定めた下水道事業の平成30年度打切り決算後の特例的収入及び支出の金

額について、未収金を8,712千円、未払金の金額を38,133千円に補正します。 

 また、予算第５条に定めた流域下水道事業債の限度額を2,700千円に補正します。 

 なお、補正予算の内容につきましては、担当課長が説明いたします。御審議の上、御決定

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（酒井和哉） 

 予算書の３ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の補正予算について御説明いたします。 

 収入の１款１項１目．下水道使用料5,083千円は、年度末までの下水道使用料の収入見込

みによるものでございます。 

 支出の１款１項４目．流域下水道維持管理費負担金3,364千円は、流域下水道の決算見込

みによる増額でございます。 

 続いて、４ページをお願いします。 

 資本的収入及び支出です。 

 収入の１款１項１目．受益者負担金2,097千円、２目．分担金46千円の減額は、今年度賦

課実績の見込みによるものでございます。 

 １款５項１目．建設改良債500千円の減額は、流域下水道事業の建設に係る企業債の借入

れ見込みによるものでございます。 

 支出の１款１項５目．流域下水道建設負担金1,112千円の減額は、同建設費の確定による

ものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第33号 令和元年度広川町下水道事業会計補正予算（第２号）についてを採

決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 

      日程第32 選挙第８号 

○議長（野村泰也） 

 日程第32．選挙第８号 広川町選挙管理委員及び選挙管理委員補充員の選挙についての選

挙を行います。 

 お諮りします。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。これに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。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

異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しました。 

 選挙管理委員には、原野幸晴氏、宮園隆典氏、末次静憲氏、角武治氏、以上の方を指名い

たします。 

 お諮りします。ただいま議長が指名いたしました方を選挙管理委員の当選人と定めること

に異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました原野幸晴氏、宮園隆典氏、末次

静憲氏、角武治氏、以上の方が選挙管理委員に当選されました。 

 会議規則第32条第２項の規定により、後刻、当選告知をいたしますので、御了承願います。 

 次に、選挙管理委員補充員の指名を行います。 

 選挙管理委員補充員に、鶴等氏、萩尾次郎氏、渡邉俊哉氏、田中由美子氏を指名いたしま

す。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名した方を選挙管理委員補充員の当選人と定めるこ

とに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名しました鶴等氏、萩尾次郎氏、渡

邉俊哉氏、田中由美子氏の以上の方が選挙管理委員補充員に当選されました。 
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 次に、補充の順序についてお諮りします。 

 補充の順序は、ただいま議長が指名しました順序にしたいと思います。異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。したがって、補充の順序はただいま議長が指名した順序に決定しま

した。 

 会議規則第32条第２項の規定により、後刻、当選告知をいたしますので、御了承願います。 

 暫時休憩します。 

午後２時52分 休憩 

午後２時53分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次回は３月９日午前９時30分から開議いたします。お疲れさまでした。 

午後２時53分 散会 

 


