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開会 午前９時02分  

  開会・開議の宣告 

○議長（子安健司君） ただいまの出席議員は９名であります。定足数に達しておりますので、

平成29年第５回関ケ原町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（子安健司君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、５番 田中由紀子君、６番 中

川武子君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（子安健司君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から12月19日までの13日間としたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月19日までの13日間と決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（子安健司君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 監査委員から、平成29年８月分から10月分までの出納検査結果報告がありましたので、印刷

して配付してあります。 

 これについて質問はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第４ 委員会報告（委員長報告・質疑） 

○議長（子安健司君） 日程第４、委員会報告を行います。 

 関ケ原地方創生特別委員会の報告を求めます。 

 関ケ原地方創生特別委員会委員長 中川武子君。 

○関ケ原地方創生特別委員会委員長（中川武子君） それでは、関ケ原地方創生特別委員会の委
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員会報告をさせていただきます。 

 平成29年９月21日、関ケ原町役場大会議室において、川瀨副委員長、田中委員、松井委員、

澤居委員、楠委員、室委員、谷口委員、そして私、中川の委員全員の出席により、午後３時35

分より委員会を開催いたしました。 

 会議事件説明のため、西脇町長、柴田副町長、吉田監理官兼企画政策課長、山田企画係長に

出席いただきました。職務のための出席者は、子安議長、吉森議会事務局長、岡村書記で、傍

聴者ございませんでした。 

 それでは、会議結果の趣旨を申し上げます。 

 初めに、吉田監理官兼企画政策課長から、平成27年度に策定された関ケ原町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略において求められている各施策の効果検証、改善について、28年度実施事業

の検証と分析についての趣旨説明を受け、続いて山田企画係長より総合戦略に上げられている

目標指数、数値の進捗状況と、事業ごとに設定されたＫＰＩ（重要業績評価指数）に対する達

成状況と、今年度実施されている地方創生推進交付金事業の活用状況の詳細説明を受け、おの

おのの事業において、地方創生に効果があった旨を確認いたしました。 

 しかしながら、目標指標の一つである「安心な暮らしを守るとともに、町内地域間の連携を

図る」については、商業施設の誘致の早期実現が大きな目標であり、課題となっている状況で

あります。 

 また、同居・近居支援については、28年度に新たに補助制度を導入したことにより空き家の

利活用に効果が見られますが、今後においても、空き家の再利用促進事業の推進が求められる

ところであります。その後、各委員より随時質疑を行い、その都度適切な回答を得たところで

あります。 

 最後に、今後も委員会において、関ケ原町まち・ひと・しごと創生総合戦略に上げられてい

るおのおのの事業について適時報告を受け、適切に事業が推進するよう効果、検証を行い、効

果的な手法について協議することを確認し、午後４時 19 分に委員会を閉会しました。 

 以上、関ケ原地方創生特別委員会の報告とさせていただきます。 

 なお、報告漏れがございましたら、他の出席委員からの補足説明をお願いいたします。終わ

ります。 

○議長（子安健司君） ただいまの報告に対しまして、質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これをもって、関ケ原地方創生特別委員会の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第５ 議案第90号について（委員長報告・質疑・討論・採決） 

○議長（子安健司君） 日程第５、議案第90号 平成28年度関ケ原町一般会計歳入歳出決算の認
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定についてを議題とします。 

 本案につきましては、決算審査特別委員会へ審査を付託してありましたので、委員長より審

査の経過並びに結果の報告を求めます。 

 決算審査特別委員会委員長 楠達男君。 

○決算審査特別委員会委員長（楠 達男君） それではお許しを得ましたので、決算審査特別委

員会の報告をさせていただきます。 

 付託を受けました議案第90号 平成28年度関ケ原町一般会計歳入歳出決算の認定についてを

審査するため、平成29年11月10日、役場の委員会室において、午前９時から一般会計の決算審

査特別委員会を開催いたしました。 

 出席委員は、谷口副委員長、田中委員、中川委員、松井委員、澤居委員、川瀨委員の各委員、

そして私、楠でございます。欠席委員はございませんでした。 

 会議事件説明のための出席を願ったのは、吉田監理官兼企画政策課長、藤田会計管理者兼税

務課長、澤頭総務課長、三宅住民課長、澤健康増進課長、兒玉水道環境課長、西村産業建設課

長、高木地域振興課長、岩田教育課長で、職務のための出席者は、子安議長、吉森議会事務局

長、岡村書記であります。 

 審査は、歳入歳出決算書に基づき歳入についての質疑を行い、その後、歳出を款ごとに区切

って関係する各担当課長への質疑を行いながら、決算内容について慎重に審査を行いました。 

 決算審査の結果、付託を受けました平成28年度の関ケ原町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いては、全会一致で監査委員の報告のとおり認定するに差し支えないとの結論に達し、午後３

時30分に決算審査特別委員会を終了いたしました。 

 なお、要望事項の内容についてはお手元に配付いたしましたとおりでございますので、朗読

は省略させていただきます。 

 以上をもって報告を終わります。 

○議長（子安健司君） ただいまの委員長報告にありました要望事項に対しまして、理事者側の

考え方を伺います。 

 西脇町長。 

○町長（西脇康世君） おはようございます。 

 それでは、決算に対する要望事項に対する回答をさせていただきます。 

 共有施設につきましては、平成28年度に策定いたしました公共施設等総合管理計画に基づき、

今後、各施設の利用状況や老朽化の状況等を勘案し、改築、統合、廃止も含め、各施設の方向

性を検討して維持管理費の抑制に努めてまいります。 

 グリーンウッド関ケ原のキャンプ場、グラウンドゴルフ場、今須宿等の施設の運営につきま

しては、指定管理を視野に入れながらも、利用状況を踏まえた営業方法を検討して経費の抑制
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に努めてまいります。厳しい財政状況の中、今後も安定した財政基盤の構築と効率的な予算執

行に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（子安健司君） 委員長報告に対し、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑は終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第90号を採決します。 

 本案は、委員長報告のとおり認定するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第６ 議案第91号から日程第12 議案第97号までについて（委員長報告・質疑・討

論・採決） 

○議長（子安健司君） 日程第６、議案第91号 平成28年度関ケ原町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定についてから、日程第12、議案第97号 平成28年度関ケ原町公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの７議案を一括して議題とします。 

 この７議案につきましては、決算審査特別委員会へ審査を付託してありましたので、委員長

より審査の経過並びに結果の報告を求めます。 

 決算審査特別委員会委員長 楠達男君。 

○決算審査特別委員会委員長（楠 達男君） お許しをいただきましたので、引き続き決算審査

特別委員会の報告をさせていただきます。 

 付託を受けました議案第91号 平成28年度関ケ原町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定についてから、議案第97号 平成28年度関ケ原町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてまでを審査するため、平成29年11月10日、役場委員会室において、午後３時30分

から特別会計の決算審査特別委員会を開催いたしました。 

 出席委員は、谷口副委員長、田中委員、中川委員、松井委員、澤居委員、川瀨委員の各委員、

そして私、楠でございます。欠席委員はございませんでした。 

 会議事件説明のため出席を願ったのは、藤田会計管理者兼税務課長、三宅住民課長、澤健康
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増進課長、兒玉水道環境課長で、職務のための出席者は、子安議長、吉森議会事務局長、岡村

書記であります。 

 審査は、後期高齢者医療特別会計から公共下水道事業特別会計まで、各会計ごとに関係する

各担当課長への質疑を行いながら、決算内容について慎重に審査を行いました。 

 決算審査の結果、付託を受けました特別会計について、全会一致で監査委員の報告のとおり

認定するに差し支えないとの結論に達しました。 

 審査の過程においての要望事項については、執行部より本会議において答弁願うことを確認

し、午後４時45分に決算審査特別委員会を終了いたしました。 

 なお、要望事項の内容についてはお手元に配付いたしましたとおりでございますので、朗読

は省略させていただきます。以上で報告を終わります。 

○議長（子安健司君） ただいまの委員長報告にありました要望事項に対して、理事者側の考え

方を伺います。 

 西脇町長。 

○町長（西脇康世君） それでは、お答えを申し上げます。 

 滞納関係が多いということでございまして、特に国民健康保険料の滞納につきましては、督

促状や催告書の送付はもちろんのこと、電話での催告や臨宅徴収の実施、短期給付証を窓口で

交付すること等により、滞納者本人との接触をふやして納付につなげていくように取り組んで

おります。特に、悪質な滞納者に対しましては、税務課等の関係課と連携を図りながら、滞納

処分の実施を検討するなどして、今後、より一層収納率の向上を図り、不納欠損額の減少に努

めてまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。以上でございます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（子安健司君） ９番 川瀨方彦君。 

○９番（川瀨方彦君） 今の要望事項に対しての町長側の答弁なんですが、不納欠損を、今回、

775万円を国民健康保険で落とされているということで、町財政が非常に今厳しい中、今言わ

れた滞納者に対しての納付督促、接見という部分で行われるという部分であるんですが、決算

上、まだ未納処理の見込みでされている2,612万円余りが、まだ町の来年度以降も後ろに隠れ

ているわけですよね。それに対して、もう少し具体的にどのように、例えばそれを１カ月に１

回ずつリストチェックをするとかいう部分で考えてみえるのか、町長のお考え、それと町財政

が本当に緊迫していますので、その状況の中で、今回のこの問題というところに対し、町長の

思いを答弁願えればと思います。 

○議長（子安健司君） 西脇町長。 

○町長（西脇康世君） 確かに、滞納者が非常に多いということでございます。その中には、や

はりどうしても納めたくても納められないような、生活が非常に苦しいという方もございます
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が、一部、やはり納められるのに納めないという方もおるというふうに見られるのは事実でご

ざいます。そういった方々に対しましては、やはり徴収の強化というものを図ることは重要で

あるというふうに考えております。 

 そういったことで、今御提案にあったようなリストをきちっと作成して、臨宅徴収、また何

らかの形で接見というような形を、何とかしながら意識の啓発を図り、徴収につなげていきた

いというのは考えておるところでございます。また、具体的に担当課のほうとしても、ほかの

徴収関係の部署、ここら辺と連携をもっともっと密にしながら徴収に努めていきたいと思って

おりますので、どうか御理解をいただきたいと思います。 

○議長（子安健司君） これより、各議案ごとに順次委員長報告に対し質疑を行い、採決まで行

います。 

 最初に、議案第91号 平成28年度関ケ原町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第91号を採決します。 

 本案は、委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。 

 続きまして、議案第92号 平成28年度関ケ原町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これより議案第92号を採決します。 

 本案は、委員長報告のとおり認定するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。 

 続きまして、議案第93号 平成28年度関ケ原町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

ての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第93号を採決します。 

 本案は、委員長報告のとおり認定するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。 

 続きまして、議案第94号 平成28年度関ケ原町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認

定についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第94号を採決します。 

 本案は、委員長報告のとおり認定するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。 
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 続きまして、議案第95号 平成28年度関ケ原町玉農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第95号を採決します。 

 本案は、委員長報告のとおり認定するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。 

 続きまして、議案第96号 平成28年度関ケ原町今須農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第96号を採決します。 

 本案は、委員長報告のとおり認定するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。 

 続きまして、議案第97号 平成28年度関ケ原町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 



－１１－ 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第97号を採決します。 

 本案は、委員長報告のとおり認定するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第13 承認第14号について（提案説明・質疑・討論・採決） 

○議長（子安健司君） 日程第13、承認第14号 平成29年度関ケ原町一般会計補正予算（第７

号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 西脇町長。 

○町長（西脇康世君） 承認第14号 平成29年度関ケ原町一般会計補正予算（第７号）の専決処

分の承認を求めることについて、御説明を申し上げます。 

 衆議院の解散に伴い、10月22日に執行されました衆議院議員総選挙等に係る経費が必要とな

りましたので、644万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ37億7,550万円とする

平成29年度関ケ原町一般会計補正予算（第７号）を専決処分により定めましたので、ここに御

報告申し上げ、議会の承認を求めるものでございます。 

 なお、詳細説明につきましては省略をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（子安健司君） これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより承認第14号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認するに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第14 承認第15号について（提案説明・質疑・討論・採決） 

○議長（子安健司君） 日程第14、承認第15号 平成29年度関ケ原町水道事業会計補正予算（第

３号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 西脇町長。 

○町長（西脇康世君） 承認第15号 平成29年度関ケ原町水道事業会計補正予算（第３号）の専

決処分の承認を求めることについて、御説明を申し上げます。 

 ＪＲ東海道本線の瑞竜架道橋ガード脇に沿って埋設されております水道管からの漏水が発見

され、緊急修繕の必要性が発生いたしましたので、収益的支出に修繕費で285万9,000円を追加

する平成29年度関ケ原町水道事業会計補正予算（第３号）を専決処分により定めましたので、

ここに御報告申し上げ、議会の承認を求めるものでございます。 

 なお、詳細説明につきましては、これも省略させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（子安健司君） これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより承認第15号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第15 承認第16号について（提案説明・質疑・討論・採決） 

○議長（子安健司君） 日程第15、承認第16号 平成29年度関ケ原町一般会計補正予算（第８

号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 
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 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 西脇町長。 

○町長（西脇康世君） 承認第16号 平成29年度関ケ原町一般会計補正予算（第８号）の専決処

分の承認を求めることについて、御説明を申し上げます。 

 去る10月22日から23日にかけての台風21号による災害が発生し、早急な対応が必要となりま

したので1,946万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ37億9,496万8,000円とする

平成29年度関ケ原町一般会計補正予算（第８号）を専決処分により定めましたので、ここに御

報告申し上げ、議会の承認求めるものでございます。 

 なお、細部につきましては、それぞれ担当課長から説明をいたさせます。 

○教育課長（岩田英明君） 失礼します。 

 議案の17ページをごらんいただきたいと思います。 

 歳出、教育費、社会教育費、委託料38万円でございます。こちらは、先ほど御説明ありまし

たように、台風21号上陸の際に、陣場野公園内床几場の松の木の１本が強風により折れ、隣の

松に寄りかかった状態でとまっておりました。非常に危険な状態であったため、緊急に伐採を

したものでございます。以上です。よろしくお願いいたします。 

○産業建設課長（西村克郎君） 失礼します。 

 災害復旧費、公共土木施設災害復旧費の補正につきましては、先ほどの町長の説明にもござ

いましたが、10月22日から23日の台風21号により、玉地内において町道小池・玉線の道路及び

路肩が崩落し、現在、通行ができない状況となっております。補助再開として申請をするため

設計業務等、また冬季の融雪に間に合わすため、消雪施設の仮設工事を行うため、専決でお願

いするものでございます。 

 委託料の1,754万6,000円につきましては、設計業務、工法等の技術的支援、上水道集落排水

の仮設及び復旧工事の設計業務等委託料として1,455万円、用地の境界確定作業等の所有権移

転登記等委託料として299万6,000円でございます。工事請負費の154万2,000円は、消雪施設の

仮設管設置工事でございます。財源につきましては、社会教育総務費の補正も含め、前年度繰

越金を財源とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 

○議長（子安健司君） これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ５番 田中由紀子君。 

○５番（田中由紀子君） １つは、床几場の松の木が倒れていたということで、ほかの史跡地に

ついても老朽の木があるんじゃないとかと予想されるんですが、そういう点検などはどのよう

にされているのか伺いたいと思います。 
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 それから下の土木のほうですが、所有権の移転登記等委託料299万6,000円ですが、何かすご

い金額が大きいなあと思うんですが、これは何筆分なのか伺いたいのと、そもそもこれだけの

金額になるものなのか、伺いたいと思います。 

○議長（子安健司君） 岩田教育課長。 

○教育課長（岩田英明君） 失礼します。 

 その他の木の点検ということですが、後ほど補正予算でも出てきますが、松の木の伐採が、

今回計上させていただいております。町内の松等、かなり年数がたっておりまして、寿命的に

も近づいている木が多くございます。専門の樹木医に点検をお願いしておりますので、危険な

ところから伐採をしていくというようなことをしております。 

○議長（子安健司君） 西村産業建設課長。 

○産業建設課長（西村克郎君） 失礼します。 

 測量の筆数まで、資料はちょっと現在持ち合わせておりませんので、申しわけございません

が、用地のかかる部分につきましては、さほど大きくはないんですが、その測量する面積が、

１筆が非常に大きい面積の土地がございます。面積に対しましての測量業務の費用となってま

いりますので、御理解賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（子安健司君） ほかに質問はよろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより承認第16号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第16 議案第105号について（提案説明・質疑） 

○議長（子安健司君） 日程第16、議案第105号 関ケ原町職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 西脇町長。 
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○町長（西脇康世君） 議案第105号について御説明を申し上げます。 

 雇用保険法等の改正に伴い、非常勤職員において育児休業の延長を整備する所要の改正を行

うものでございます。 

 なお、細部につきましては総務課長から説明をいたさせます。 

○議長（子安健司君） 澤頭総務課長。 

○総務課長（澤頭義幸君） それでは失礼をいたします。 

 議案第105号 関ケ原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、御

説明を申し上げます。 

 提案説明にもございましたが、雇用保険法等の一部を改正する法律におきまして、現在１歳

までである育児休業を、６カ月延長しても保育所に入れない場合に限り、さらに６カ月、いわ

ゆる２歳まででございますが、再延長を可能とする等の改正が行われたところでございます。

この非常勤職員の育児休業の再延長は、地方公務員の育児休業等に関する法律におきましても

同様に行われておりますので、法改正に沿った改正を行うものでございます。 

 それでは議案資料の、まず２ページのほうをお願いしたいと思います。 

 法改正に伴います人事院規則の改正内容を踏襲し、２ページにございます第２条４として、

新たに条建てを行っておるところでございます。 

 この条建てに伴いまして、資料１ページの第２条第３号と、第２条の３第２号、また資料２

ページの後半でございますが、第２条の５、また第３条について、文言の改正並びに条ずれを

改正するものでございます。また、資料３ページの第19条第３項につきましては、項ずれによ

る改正となってございます。 

 以上、簡単ではございますが説明をさせていただきました。御審議賜りますようよろしくお

願いをいたします。 

○議長（子安健司君） これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第17 議案第106号及び日程第18 議案第107号について（提案説明・質疑） 

○議長（子安健司君） 日程第17、議案第106号 関ケ原町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について及び日程第18、議

案第107号 関ケ原町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例については、関連がございますので一括して議題とします。 
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 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 西脇町長。 

○町長（西脇康世君） 議案第106号と議案第107号につきましては、同様の改正内容でございま

すので一括して御説明を申し上げるところでございます。 

 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が、本年６月に公

布され、平成30年４月からの施行に伴い、介護保険法第５条の２が、１項建てであったものが

３項建てとなり、認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項が盛り込まれたことにより、

同法第５条の２を引用していた認知症に関する定義において、第１項を追加するものでござい

ます。 

 なお、詳細説明につきましては省略をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（子安健司君） それでは、まず議案第106号 関ケ原町指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 続きまして、議案第107号 関ケ原町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第19 議案第108号について（提案説明・質疑） 

○議長（子安健司君） 日程第19、議案第108号 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を

改正する規約についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 西脇町長。 

○町長（西脇康世君） 議案第108号 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規

約について、御説明を申し上げます。 

 岐阜県市町村退職手当組合は、平成29年３月末現在、関ケ原町を含む36の市町村と、27の一

部事務組合及び３つの広域連合をもって組織する特別地方公共団体であり、構成団体の常勤の

職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理しているところでございます。 
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 このたび、本年３月をもって、構成団体である団体が解散したことに伴い、規約の変更を総

務省へ助言を仰いだところ、当組合を構成する団体に岐阜県が加入する一部事務組合 ―― こ

れは岐阜県地方競馬組合でございますが ―― が含まれておるため、地方自治法の規定上、規

約変更の許可権者は総務大臣になるとの指摘があったため協議を重ねられておりましたが、岐

阜県が加入する一部事務組合が構成団体となる規約変更を行った昭和52年10月１日以降の岐阜

県知事許可は、無効である旨の見解が示されたところでございます。このため、無効であると

解されました過去34回の規約変更ついて、順を追って規約変更の許可申請を行うこととし、あ

わせて２つの事務組合が解散により、退職手当組合から脱退すること並びに組合議員の選挙、

また組合の執行機関の組織及び補助機関等について、文言の整理を行うことに伴う改正でござ

います。 

 したがいまして、規約変更の内容のうち、過去にさかのぼって適用を求める部分については、

過去に本町議会において議決済みの内容であって、これを改めて、総務大臣の許可を求めるた

めの事務手続上のことでございます。 

 なお、細部につきましては総務課長から説明をいたさせます。 

○議長（子安健司君） 澤頭総務課長。 

○総務課長（澤頭義幸君） それでは、議案第108号 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一

部を改正する規約について、御説明をさせていただきます。 

 議案書の25ページからをお願いいたします。 

 50条建てになっており多岐にわたっておりますので、簡単に御説明をさせていただきます。 

 まず、第１条から議案書34ページの第48条までにつきましては、先ほど提案説明でもござい

ましたが、過去34回の岐阜県知事許可により行った規約変更につきまして、過去にさかのぼっ

て適用を求める部分であり、過去に当町議会におきまして議決済みの内容でございます。これ

を改めて、総務大臣の許可を求めるための事務手続上の内容となってございます。 

 次に、同じく34ページの第49条でございます。 

 こちらは、可茂広域行政事務組合が平成29年３月31日をもって解散をしたことに伴い、組合

から脱退するため削除する内容となってございます。 

 次に、第50条の概要でございます。 

 こちらは、退職手当組合から脱退せしめ、また、あわせて表の体裁を改めるもの並びに組合

議会の選挙、組合の執行機関の組織及びその補助機関について、文言を整理させていただいて

いる内容でございます。この改正後の規約につきましては、総務大臣の許可のあった日から施

行するものでございますが、ただし、第49条までの改正規定につきましては、遡及して適用す

るものでございます。 

 簡単ではございますが、御審議賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 
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○議長（子安健司君） これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第20 議案第109号について（提案説明・質疑） 

○議長（子安健司君） 日程第20、議案第109号 平成29年度関ケ原町一般会計補正予算（第９

号）を議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 西脇町長。 

○町長（西脇康世君） 議案第109号について御説明申し上げます。 

 歳出の主な内容は、福祉医療費助成金で389万5,000円、施設型給付費の不足分で104万6,000

円、また県補助金を活用した共通史跡案内サイン設置工事273万8,000円、県道岐阜関ケ原線改

良事業に伴う県営事業負担金800万円など1,919万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ38億1,416万7,000円とする平成29年度関ケ原町一般会計補正予算（第９号）を定めたい

ので、本案を提出するものであります。 

 なお、細部につきましてはそれぞれ担当課長から説明をいたさせます。 

○議長（子安健司君） これより、詳細説明を求めますが、あらかじめ指名はいたしませんので、

歳出から順次説明をお願いいたします。 

○総務課長（澤頭義幸君） 失礼をいたします。 

 議案第109号 平成29年度関ケ原町一般会計補正予算（第９号）について、詳細説明をさせ

ていただきます。 

 歳入歳出それぞれ1,919万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ38億1,416万

7,000円とするものでございます。 

 まず、歳出のほうから御説明を申し上げます。 

 議案書の48ページをお願いいたします。 

 総務費、生活安全対策費の職員手当でございますが、去る９月の台風18号及び10月の台風21

号に伴います、警報体制によります時間外勤務手当及び管理職特別勤務手当の不足分と合わせ

まして、今後の降雪時の体制強化のための見込みを含めて、合わせて40万円を補正させていた

だくものでございます。 

 同じく総務費の、自治振興費の負担金補助及び交付金でございますが、こちらは各自治会で

維持管理をされております街路灯におきまして、ＬＥＤ化が積極的に進められております。そ

のため、不足分といたしまして、既に申請をいただいております２つの自治会分と、また今後
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の見込み分といたしまして、助成金37万5,000円を補正させていただくものでございます。 

 次に、総務費の選挙管理委員会費の報酬でございますが、こちらは、主権者教育の一環とい

たしまして中学３年生を対象に選挙を体験していただくため、模擬投票を今須中学校並びに関

ケ原中学校と、それぞれで開催をさせていただいたところでございます。それに伴います委員

報酬の不足分といたしまして、４万7,000円を補正させていただくものでございます。よろし

くお願いをいたします。 

○住民課長（三宅芳浩君） 続きまして、同じ48ページの民生費でございます。 

 社会福祉費の福祉医療費、扶助費でございますが、乳幼児等医療費助成金及び重度心身障害

者医療費助成金でございます。９月分までの半年分の実績額で、当初予算額の半額を超える支

出となっております。また、今後半年分には、例年インフルエンザ等の影響が出てくることが

多くありますので、それらを考慮しますと当初予算に不足を生ずる見込みとなりましたので、

乳幼児医療につきましては164万6,000円、重度心身障害者医療費助成金につきましては224万

9,000円の、合わせまして389万5,000円を増額補正させていただくものでございます。 

 次の、介護保険事業費の繰出金でございますが、これは後に出てまいります介護保険特別会

計の補正に伴いまして、必要となる町費分の繰出金を補正させていただくものでございます。 

 続きまして49ページでございます。 

 児童福祉費の児童福祉総務費、委託料でございますが、子ども・子育て支援システムにつき

まして、施設型給付費等に係るシステム改修が必要となりましたので、改修費14万6,000円を

増額補正させていただくものでございます。なお、この支出に対しましては、補助率10分の10

の国庫補助金を予定しております。 

 同じく児童福祉総務費の扶助費でございますが、町外の認定こども園の入所希望が新たにご

ざいまして、３名が町外の認定ごとも園に入所されるということになりましたので、施設型給

付費の予算額に不足を生じる見込みとなりましたので、104万6,000円を増額補正させていただ

くものでございます。 

○産業建設課長（西村克郎君） 農林水産業費、林業費、林業振興費の報償費40万円は、有害鳥

獣捕獲の捕獲報償金、需用費20万円は捕獲に要する消耗品費で、いずれも捕獲頭数の増に伴い

予算が不足するため補正をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 

○地域振興課長（高木久之郎君） 商工費、目観光費です。工事請負費273万8,000円です。 

 岐阜県関ケ原町古戦場史跡案内サインガイドラインによる目標看板10基分程度を予定してお

ります。今回は、老朽化などによる既存看板の立てかえを予定しております。委託料28万

3,000円、笹尾山及び笹尾山交流館に設置されておりました、老朽化した馬防柵19基分の処分

及び運搬費用でございます。以上です。 

○産業建設課長（西村克郎君） 50ページをお願いいたします。 
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 土木費、道路橋梁費、道路橋梁新設改良費の負担金補助及び交付金の800万円につきまして

は、県道主要地方道岐阜関ケ原町線の４車線化に伴う県営事業負担金でございます。 

 除雪対策費の需用費32万4,000円につきましては、除雪車の車検時における追加の修繕料が

生じましたので、補正をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 

○教育課長（岩田英明君） 続きまして教育費、社会教育費、委託料の29万7,000円でございま

す。 

 こちらは、野上地内の中山道松並木にうち、２本が老朽により腐食が進んでおりまして、樹

木医の診断でも倒木の可能性が高まってきているということですので、今回、補正で対応して

伐採をするものでございます。 

 続きまして、同じく社会教育総務費の負担金補助及び交付金の２万8,000円です。 

 こちらも、台風21号で被害のありました町指定天然記念物、福島正則陣跡月見の宮、大杉の

枝の処分を、管理者である松尾自治会が実施をされましたので、町の補助要綱に基づき事業費

の３分の１、２万8,000円を補助するものでございます。 

 続きまして、歴史民俗資料館費の備品購入費33万4,000円です。 

 こちらは、これまで関ケ原合戦を再現したジオラマを使っておりましたが、これが先日故障

をいたしました。こちらにつきましては、設置から30年以上経過しておりまして、現在は製作

した会社も既にございません。幾つかの業者を当たりましたが、修理の見込みがございません。 

 そこで、現在、資料館の入り口付近でモニターの上映をしております関ケ原合戦３Ｄシステ

ムという映像がございます。こちらをプロジェクターで大きく映し出すテストをしましたとこ

ろ、ジオラマの代替としていいのではないかということで、今回、その映像を流すパソコン、

プロジェクター、スクリーン、スピーカーの購入を増額させていただくものでございます。 

 続きまして、ふれあいセンター管理費の需用費56万7,000円です。 

 こちらの修繕は３カ所ございまして、１つ目が図書室、そちらの系統の空調機にふぐあいが

見つかりましたので、緊急に部品の交換が必要となったものでございます。こちらが25万円で

ございます。２つ目が、センター北側の自動ドアが故障をいたしました。修繕費が28万円。３

つ目が男子トイレでございます。こちらの３カ所故障をいたしましたので、そちらの修繕が３

万7,000円の、計56万7,000円となっております。 

 歳出の説明は以上とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

○監理官兼企画政策課長（吉田和司君） それでは、歳入の御説明をさせていただきます。 

 46ページをお願いいたします。 

 国庫支出金の国庫負担金、民生費国庫負担金ですが、これは施設型保育給付負担金で、対象

者の増により39万5,000円を計上しております。 

 続いて、国庫補助金の民生費国庫補助金として、こちらは子ども・子育てシステム改修に伴
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います子ども・子育て支援推進費補助金で、10分の10ということで14万5,000円を計上してお

ります。 

 続きまして、県支出金の県負担金、民生費県負担金として、こちらにつきましても施設型保

育給付負担金で、対象者の増により19万7,000円を計上させていただいております。 

 県支出金の県補助金、民生費県補助金として、福祉医療費補助金で福祉医療費助成事業補助

金、これは重度心身障害者、２分の１ですが112万4,000円、また児童福祉費補助金として施設

型保育給付補助金６万3,000円と、第３子以降保育料無料化事業費補助金３万2,000円を計上し

ております。 

 また、商工費県補助金として、関ケ原古戦場広域観光環境整備事業費補助金、こちらを案内

サイン設置工事でございますが、10分の10で273万8,000円を計上しております。 

 続きまして、財産収入の財産売払収入、物品売払収入につきましては、大型ロータリー除雪

車の売却によりまして21万6,000円を計上しております。 

 繰越金ですが、前年度繰越金1,428万9,000円を充当させていただいております。 

 以上が今回の一般会計の補正の内容でございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（子安健司君） これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ５番 田中由紀子君。 

○５番（田中由紀子君） 50ページの４車線化に伴う県営事業負担金ですけど、この負担割合を

教えてください。 

○議長（子安健司君） 西村産業建設課長。 

○産業建設課長（西村克郎君） 失礼します。 

 事業費が8,000万円に対しまして、10％の負担金の800万円でございます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（子安健司君） １番 谷口輝男君。 

○１番（谷口輝男君） わからないんですけど、済みません、聞きます。 

 49ページの施設型給付費において３名、障害児、児童何とかですね、障害児というと、これ

はどこの分ですか。 

〔「町外」の声あり〕 

 町外と言ったの、済みません。 

○議長（子安健司君） ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ８番 楠達男君。 
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○８番（楠 達男君） 松並木の伐採は必要だと思うんですが、非常に野上の場合大木で、それ

には景観を結構保っているんですよ。それを伐採するということはやむを得ないんですけど、

後の補植についての考え方を伺いたいと思いますが。切った後の補植、松並木を保存するため

のということについて、考えがあればお聞きしたいと思います。 

○議長（子安健司君） 岩田教育課長。 

○教育課長（岩田英明君） これまでは、自治会のほうでいろいろ補植をしていただいておりま

したが、もともとありました大きな松の木は、今はもうかなり数が減ってきておりますので、

また地元の方と御相談をしながら進めてまいりたいと思います。 

○議長（子安健司君） ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑は終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第21 議案第110号について（提案説明・質疑） 

○議長（子安健司君） 日程第21、議案第110号 平成29年度関ケ原町国民健康保険特別会計

（直診勘定）補正予算（第４号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 西脇町長。 

○町長（西脇康世君） 議案第110号について御説明申し上げます。 

 歳出に、入院、外来患者数の増加に伴う医薬材料費の不足分で2,300万円など、総額2,352万

9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ13億2,133万7,000円とする平成29年度関ケ

原町国民健康保険特別会計（直診勘定）の補正予算（第４号）を定めたいので、本案を提出す

るものでございます。 

 なお、細部につきましては診療所事務局長から説明をいたさせます。 

○議長（子安健司君） 小林診療所事務局長。 

○診療所事務局長（小林好一君） それでは失礼します。 

 議案第110号 平成29年度関ケ原町国民健康保険特別会計（直診勘定）補正予算（第４号）

について、御説明させていただきます。 

 議案書55ページをお願いいたします。 

 ３．歳出、１診療費の区分11需用費ですが、当初予算では、外来患者数を１日平均142.3人

と見込んでいましたが、11月までの平均患者数が154.9人と増加し、入院につきましても１日

9.5人を見込んでいましたが、10.1人と増加したため医薬材料費が不足し、2,300万円の補正を

お願いするものです。財源につきましては、診療収入増加分として入院収入700万円、外来収

入1,600万円を充当させていただきます。 
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 次に、18備品購入費としまして、超音波画像診断装置をお願いするものです。 

 この超音波画像診断装置につきましては、今年度、有床診療所設備整備補助金が２分の１つ

きましたので、在宅医療を受けている患者様の急変時の受け入れに必要な機器整備として、超

音波画像診断装置105万9,000円の購入をお願いするものです。財源につきましては、有床診療

所設備整備費補助金から２分の１の補助52万9,000円と、玄関設置工事の残額より53万円を充

当させていただきます。 

 次に、１施設整備費の15工事請負費ですが、松尾地内医師官舎住宅解体工事をお願いするも

のです。 

 松尾地内医師住宅は、築40年が経過し老朽化も激しく、今後も住む予定もないため、地主さ

んとの協議の結果、解体し畑としてお返しすることで了解が得られましたので、解体費用とし

て433万4,000円をお願いするものです。財源としましては、玄関等設置工事費が当初予算

5,400万円でしたが、最終の予算残額が486万4,320円となりましたので、この残予算で超音波

画像診断装置53万円と、松尾地内医師住宅解体工事費433万4,000円を充当させていただきます。

以上、よろしくお願いをいたします。 

○議長（子安健司君） これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第22 議案第111号について（提案説明・質疑） 

○議長（子安健司君） 日程第22、議案第111号 平成29年度関ケ原町介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 西脇町長。 

○町長（西脇康世君） 議案第111号について御説明申し上げます。 

 要支援認定者のケアプラン作成の増加に伴う計画給付費の不足分で95万円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ７億9,601万8,000円とする平成29年度関ケ原町介護保険特別会計補正

予算（第３号）を定めたいので、本案を提出するものであります。 

 なお、詳細説明は省略をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（子安健司君） これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 
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 ５番 田中由紀子君。 

○５番（田中由紀子君） この介護予防サービス計画給付費、当初140万円だったのが補正で95

万円ということで、６割、７割をふやしておるということになるんですけど、これは見込み誤

りなのか、それとも要支援の方がふえたのか、その辺をお伺いしたいのと、来年、平成30年か

ら32年までの３年に１回の事業の見直しの時期ですよね、今年度。平成30年から次の事業計画

が始まると思うんですが、その辺はどういう、今回の補正を踏まえて事業料をどんなぐらい見

てみえるのか、はたまた私が心配なのは、介護保険料の値上げにつながらないかを心配してい

るんですけど。まず、この補正はどうしてこうやってふえたのかなということをお伺いしたい

と思います。 

○議長（子安健司君） 三宅住民課長。 

○住民課長（三宅芳浩君） 今、補正で増額させていただいたのが何でふえたかという部分でご

ざいますが、ちょっと細かい話をいたしますと、本年度より要支援の方についての、いわゆる

通所事業でございます訪問介護、通所介護ですね、そのあたりが、いわゆる総合事業という事

業に変わるという形になっております。それで、認定の更新者から順次そちらのほうに変わっ

てまいりますので、昨年度、予算を要望する時点で更新が進むということで、そちらのほうの

総合事業のほうが進むのではないかというような予想をしておりました。これら、実際には、

通所と訪問介護のみが変わりますので、それ以外のいわゆる福祉用具のレンタルとか、訪問看

護ですとか、それの部分につきましては、そのまま介護予防のほうのサービス、いわゆるケア

プラン作成のほうになってまいりますので、そちらのほうが予想以上に多かったということで、

見込み間違いといえば見込み誤りになってしまうんですが、予想よりもそちらのほうが多くて、

いわゆる予防のほうの通所訪問介護のほうが伸びていないというような状況で、ちょっと補正

をさせていただいたという状況でございます。 

 それと、来年度以降の計画につきましては、まだ今、担当のほうでいろいろ計画をしている

段階で、保険料につきましては、まだそういう策定委員会のほうにかけておりません状況です

ので、済みません、ここではまだ何もちょっと申し上げられない状況でございます。申しわけ

ございません。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（子安健司君） 田中由紀子君。 

○５番（田中由紀子君） 要支援の方の訪問介護、ヘルパーやデイサービスが総合事業に移った

ということで、当初予算を少なく見込んでおったということだと思うんですが、それはその総

合事業に変わったから伸びていないというのか、もともと伸びなかったのかという、その辺の

状況はつかんでみえるのかどうか。つまり、心配しているのは、介護保険事業から外れてしま

ったので、ケアマネのところで利用を抑えているということがあるのかないのか、その辺がち
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ょっと心配になったので、その辺だけ伺いたいのと、介護保険料を値上げする可能性もあると

いうことなんでしょうか。 

○議長（子安健司君） 三宅住民課長。 

○住民課長（三宅芳浩君） その伸びているかどうかという部分につきましては、保険者のほう

ですので、今のいわゆる在宅介護支援センター等の内容、細かい話まではちょっとよくわから

ない部分はありますが、予算の設定の段階では伸びるんではないかという見込みをした割に伸

びなかったという結果ということになります。 

 保険料につきましては、先ほど申しましたように、今はまだ検討中でございますし、保険料

にすごく影響を及ぼすのは、いわゆる施設入所関係がやはり大きく影響する状況でございます。

通所の多少の伸びという部分では、多少は影響するとは思いますが、大きく影響はしてこない

と思いますので。 

 それと、総合事業が介護保険のほうからまるっきり外れたということではございませんので、

介護保険事業の中でやっている事業ではございますが、今までのいわゆる要支援という形の介

護事業ではなくなって総合事業という形になっていくということだけでございますので、その

辺御理解いただきたいと思います。 

○議長（子安健司君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 これで質疑を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第23 議案第112号について（提案説明・質疑） 

○議長（子安健司君） 日程第23、議案第112号 平成29年度関ケ原町水道事業会計補正予算

（第４号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 西脇町長。 

○町長（西脇康世君） 議案第112号について御説明申し上げます。 

 収益的支出では、通常修繕費の不足分及び配水管内カメラ調査委託料で132万4,000円の増額、

また資本的支出では、今須中町浄水場の後塩素注入ポンプの故障による取りかえ及び藤古川浄

水場の高速凝集沈殿装置配管改良の工事請負費で、合わせて272万2,000円を増額する平成29年

度関ケ原町水道事業会計補正予算（第４号）を定めたいので、本案を提出するものであります。 

 なお、細部につきましては水道環境課長から説明をいたさせます。 

○議長（子安健司君） 兒玉水道環境課長。 

○水道環境課長（兒玉勝宏君） 失礼いたします。 

 議案第112号、関ケ原町水道事業会計補正予算（第４号）につきまして、説明させていただ
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きます。 

 65ページをよろしくお願いいたします。 

 収益的支出の水道事業費用、営業費用、配水及び給水費132万4,000円の補正額につきまして

は、藤古川を水源とする北部地域における鉄及びマンガン成分の水道管への付着状況を調べ、

今後の濁り対応の参考とさせていただくための配水管内部カメラ調査委託料32万4,000円と、

漏水修理などが見込み以上に発生しておりまして、通常修繕費の予算の残がなくなる見込みが

あるため、100万円を追加するものになります。 

 下の、資本的収入及び支出の資本的支出の建設改良費、原水及び浄水施設建設改良費、工事

請負費の補正額272万2,000円につきましては、今須中町浄水場の後塩素注入ポンプの故障に伴

います交換工事費77万8,000円と、藤古川浄水場の高速凝集沈殿装置の配管改良工事費194万

4,000円でございます。 

 高速凝集沈殿装置の配管の改良につきましては、先ほどの、同じく北部の濁り対応のため浄

水場内で取水した原水の滞留時間を長くすることによりまして、マンガン成分の凝集をさらに

促進をさせ、水道管本管への流出の防止を図るための改良工事となっております。よろしくお

願いいたします。 

○議長（子安健司君） これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 これで質疑を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  散会の宣告 

○議長（子安健司君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。あす８日から18日までの11日間は休会といたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。よって、あす８日から18日までの11日間は休会することに決しました。 

 来る12月19日は午前９時より本会議を開き、一般質問及び提出議案に対する審議を行います。 

 なお、一般質問の締め切りは12日火曜日の午後５時までとなっておりますので、質問のある

方は期限までに質問趣旨の提出をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

散会 午前10時13分  
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