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１．議事日程（平成３１年第１回北広島町議会定例会）

平成３１年３月４日

午 前 １ ０ 時 開 会

於 議 場

日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第２ 会期の決定について

日程第３ 発議第１号 哀悼決議（案）

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 議長の選挙について

日程第６ 議席の一部変更について

日程第７ 報告第１号 専決処分の報告について

（普通河川板村川河川災害復旧工事変更契約）

日程第８ 報告第２号 専決処分の報告について

（上草田ため池災害復旧工事変更契約）

日程第９ 報告第３号 専決処分の報告について

（樽床・八幡山村生活用具および民家保存修理工事変更契約）

日程第10 報告第４号 専決処分の報告について

（北広島町図書館大規模改修工事変更契約）

日程第11 報告第５号 専決処分の報告について

（事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることについて）

日程第12 承認第１号 専決処分の承認について

（職員の給与に関する条例の一部を改正する条例）

日程第13 議案第１号 特別職の職員で常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例

日程第14 議案第２号 北広島町公民館条例の一部を改正する条例

日程第15 議案第３号 北広島町芸北文化ホール条例及び北広島町図書館条例の一部を改

正する条例

日程第16 議案第４号 北広島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

日程第17 議案第５号 豊平保健福祉総合センター設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例

日程第18 議案第６号 千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域内にお

ける建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例

日程第19 議案第７号 北広島町水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例

日程第20 議案第８号 北広島町放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例

日程第21 議案第９号 北広島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

定める条例の一部を改正する条例

日程第22 議案第 10号 指定管理者の指定について

日程第23 議案第 11号 金比羅辺地に係る公共的施設総合整備計画の策定について
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２．出席議員は次のとおりである。

日程第24 議案第 12号 町道の路線の認定について（上小南１・２号線）

日程第25 議案第 13号 町道の路線の変更について（中原輪田線）

日程第26 議案第 14号 町道の路線の変更について（中頼信南線）

日程第27 議案第 15号 平成30年度北広島町一般会計補正予算（第５号）

日程第28 議案第 16号 平成30年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

日程第29 議案第 17号 平成30年度北広島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第30 議案第 18号 平成30年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）

日程第31 議案第 19号 平成30年度北広島町介護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第32 議案第 20号 平成30年度北広島町電気事業特別会計補正予算（第３号）

日程第33 議案第 21号 平成30年度北広島町診療所特別会計補正予算（第３号）

日程第34 議案第 22号 平成30年度北広島町情報基盤整備事業特別会計補正予算（第３

号）

日程第35 議案第 23号 平成30年度北広島町水道事業会計補正予算（第３号）

日程第36 施政方針

日程第37 議案第 24号 平成31年度北広島町一般会計予算

日程第38 議案第 25号 平成31年度北広島町国民健康保険特別会計予算

日程第39 議案第 26号 平成31年度北広島町下水道事業特別会計予算

日程第40 議案第 27号 平成31年度北広島町農業集落排水事業特別会計予算

日程第41 議案第 28号 平成31年度北広島町介護保険特別会計予算

日程第42 議案第 29号 平成31年度北広島町電気事業特別会計予算

日程第43 議案第 30号 平成31年度北広島町芸北財産区特別会計予算

日程第44 議案第 31号 平成31年度北広島町診療所特別会計予算

日程第45 議案第 32号 平成31年度北広島町情報基盤整備事業特別会計予算

日程第46 議案第 33号 平成31年度北広島町後期高齢者医療特別会計予算

日程第47 議案第 34号 平成31年度北広島町水道事業会計予算

日程第48 発議第２号 予算審査特別委員会の設置について

日程第49 同意第１号 北広島町教育委員会委員の任命の同意について

日程第50 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について

追加日程第１ 議長の産業建設常任委員会委員の辞任について

追加日程第２ 議長の議会運営委員会委員の辞任について

追加日程第３ 議会運営委員会委員の選任について

追加日程第４ 議長の財政健全化調査特別委員会委員の辞任について

追加日程第５ 芸北広域環境施設組合議会議員の選挙について

１番 濱 田 芳 晴 ２番 美 濃 孝 二 ３番 真 倉 和 之

４番 湊 俊 文 ５番 敷 本 弘 美 ６番 森 脇 誠 悟
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３．欠席議員は次のとおりである。

４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名

５．職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 坂 本 伸 次 議会事務局 田 辺 五 月

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午 前 １０時 ００分 開 会

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○副議長（濱田芳晴） おはようございます。ただいまの出席議員は１５名です。定足数に達して

おりますので、ただいまから平成３１年第１回北広島町議会定例会を開会いたします。これか

ら本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１ 会議録署名議員の指名

○副議長（濱田芳晴） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。本定例会の会議録署名議

員は、会議規則第１２７条の規定により、２番、美濃議員、３番、真倉議員を指名いたします。

８番 山 形 しのぶ ９番 亀 岡 純 一 １０番 梅 尾 泰 文

１１番 室 坂 光 治 １２番 服 部 泰 征 １３番 伊 藤 淳

１４番 中 田 節 雄 １５番 大 林 正 行 １６番 宮 本 裕 之

な し

町 長 箕 野 博 司 副 町 長 中 原 健 教 育 長 池 田 庄 策

芸北支所長 清 見 宣 正 大朝支所長 竹 下 秀 樹 豊平支所長 益 田 智 幸

危機管理課長 野 上 正 宏 総 務 課 長 畑 田 正 法 財 政 課 長 植 田 優 香

企 画 課 長 砂 田 寿 紀 税 務 課 長 浅 黄 隆 文 福 祉 課 長 細 川 敏 樹

保 健 課 長 福 田 さちえ 農 林 課 長 落 合 幸 治 商工観光課長 沼 田 真 路

建 設 課 長 川 手 秀 則 町 民 課 長 迫 井 一 深 上下水道課長 中 川 克 也

消 防 長 石 井 雅 宏 学校教育課長 石 坪 隆 雄 生涯学習課長 西 村 豊

会計管理者 畑 田 朱 美 国土調査事務所長 堂 原 千 春
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２ 会期の決定について

○副議長（濱田芳晴） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。お諮りします。本定例会

の会期は、本日から３月２０日までの１７日間にしたいと思います。これにご異議ありません

か。（異議なしの声あり）

○副議長（濱田芳晴） ご異議なしと認めます。従って、本定例会の会期は、本日から３月２０日

までの１７日間に決定いたしました。ここで、日程第３、発議第１号、哀悼決議案に先立ち、

平成３０年１２月２８日にご逝去されました故伊藤久幸議長のご遺徳をしのび、１分間の黙禱

を捧げたいと思います。全員、ご起立をお願いします。１６番議席に向かってください。黙祷

（黙禱）

○副議長（濱田芳晴） 黙禱を終わります。着席ください。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３ 発議第１号 哀悼決議（案）

○副議長（濱田芳晴） 日程第３、発議第１号、哀悼決議案を議題といたします。哀悼決議案を事

務局が朗読いたします。事務局。

○事務局長（坂本伸次） 発議第１号、哀悼決議案。北広島町議会議長伊藤久幸氏の逝去に当たり、

次のとおり哀悼を決議する。平成３１年３月４日、北広島町議会副議長濱田芳晴。哀悼決議、

故北広島町議会議長伊藤久幸氏は、平成３０年１２月２８日、病により逝去されました。まこ

とに痛恨の極みであり、哀惜の情に絶えません。ここに北広島町議会の決議をもって、恭しく

哀悼の意を表します。以上、決議する。平成３１年３月４日、北広島町議会。

○副議長（濱田芳晴） ただいま朗読しました哀悼決議案を決議することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○副議長（濱田芳晴） ご異議なしと認めます。従って、発議第１号、哀悼決議案は、決議されま

した。ここで梅尾議員から、北広島町議会を代表して、故伊藤久幸議長に対して、弔意を表す

る発言の申し出がありますので、これを許します。１０番、梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） 追悼の言葉。去る１２月２８日逝去されました故伊藤久幸議長の急逝を悼

み、慎んで哀悼の意を表します。本日ここに、平成３１年第１回北広島町議会定例会が開催さ

れるにあたり、今一人、１６番席に在りし日の容姿もなく、その声を聞くことさえできず、議

員一同、惜別の情を禁じ得ません。顧みるに、平成１１年１２月、４８歳の若さで大朝町議会

議員に初当選されて以来、平成１７年２月の合併を経て、北広島町議会議員となり、１９年も

の長きにわたり、町民のためのまちづくりに献身的な努力を傾注してこられました。最後の２

年間は議長という重責を担い、議会のかじ取り役に努められました。昨年４月、体調を崩され、

以来、入院、通院と療養を繰り返しながらも、６月、９月、１２月の３回の定例会を進めてこ

られました。特に１２月定例会では、病を押してでも議会運営を続けなければという執念さえ

感じられ、まさしく議員魂、我々の模範とすべき姿でありました。伊藤議長の幾多の功績は、
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必ずや後世にその名をとどめおかれるものと確信いたしております。ここに、在りし日の面影

を偲び、生前のご功績をたたえ、ひたすら泉下の平安と、ご遺族並びに北広島町の前途に限り

なきご加護を賜りますことをお願いいたしまして、一言蕪辞を連ね、もって追悼の言葉といた

します。平成３１年３月４日、議会運営委員会委員長梅尾泰文。

○副議長（濱田芳晴） 以上で終わります。ここで暫時休憩をいたします。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １０時 ０９分 休 憩

午前 １０時 １１分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○副議長（濱田芳晴） 再開します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第４ 諸般の報告

○副議長（濱田芳晴） 日程第４、諸般の報告をいたします。議長報告は、配布しておりますとお

りでございます。次に、今定例会までに受理した請願、陳情は、別紙、請願・陳情受付簿のと

おり会議規則第９２条の規定により、所管の常任委員会に付託いたします。次に、地方自治法

第１９９条第９項の規定により、定例監査の結果報告書及び地方自治法第２３５条の２第３項

の規定により、例月出納検査の結果報告書が提出されております。お手元に配布したとおりで

す。朗読は省略いたします。以上で諸般の報告を終わります。次に、町長から行政報告の申し

出がありますので、これを許します。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは行政報告をさせていただきます。４ページをお開きください。企画

課の関係でございます。まず、協働のまちづくりということで、地域協議会を中心にいろいろ

と取り組みをしていただいておりますが、１２月以降の主なものをそこへ掲げております。芸

北では、芸北未来会議を１２月に、豊平の未来を語る会を２月に、千代田地域づくり未来塾を

これも２月に開催をいただいております。今後とも町も一緒になって協働のまちづくりを進め

たいと考えているところであります。下段の定住促進の取り組みであります。空き家情報バン

クの関係です。今年度１月末までで２５件の成約件数があるということでございます。５ペー

ジをお開きください。中ほどにＵターン奨励金がございます。１月末まで今年度１１件の交付

申請が上がっているところでございます。次に、７ページをお願いします。福祉課の関係であ

ります。北広島町子育て世代包括支援センターネウボラきたひろしま・てごてごの関係であり

ますけども、１１月、１２月、１月の３か月で、面談、相談等の件数が合わせて７９７件ござ

います。毎月２６０件から２８０件程度件数があるというところであります。下段のほう見て

いただきたいと思います。子ども・子育て支援事業であります。妊娠期、出産期、子育て期に
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応じた事業や制度をまとめた、きたひろ子育てガイドブックを１２月に作成をし、中学生以下

の児童を持つ家庭へ配布をさせていただいたところでございます。８ページをお願いします。

命の授業ということで、中学校の３年生に対し、母親と乳児、助産師、保健師等による命をテ

ーマとした授業を実施しております。これは目的としては、思春期を迎えた生徒たちに命の大

切さ、性についての正しい知識を身に付けてもらうとともに、結婚、妊娠、出産、子育て等に

関する将来の夢を描いてもらおうと、これは少子化対策の一環としても位置付けておるところ

であります。今年度、全５校の中学校３年生を対象に授業をさせていただいたところでありま

す。１０ページをお願いします。保健課の関係であります。元気づくり推進事業として取り組

んでおります集会所コース、元気リーダーコース、合わせて現在５６会場で進めておるところ

であります。１月末現在で延べ２万４７００名程度の参加人員があるということでございます。

１４ページをお願いします。農林課の関係であります。鳥獣被害対策についてであります。イ

ノシシ、シカの捕獲実績でありますが、平成２９年度は１２月末までの数字でありますが、８

１８頭でありましたけども、今年度平成３０年度は、イノシシ、シカ合わせて１１８１頭とい

うことで、昨年度に比べて３６０頭増えておるという状況であります。１６ページをお願いし

ます。商工観光課の関係であります。北広島町農山村体験推進事業です。山海島体験活動とし

て３１校、８０９名の児童を受け入れております。１７ページには、修学旅行の明細を書いて

おりますけども、１０校で１０７８名の生徒を受け入れております。それから、１８ページに

は海外からの教育旅行ということで、９団体２４７名の受け入れ、合わせて２１３４名の受け

入れを実施しているところであります。２０ページをお願いします。建設課の関係であります。

地域施工支援事業として、一般分として、１月末現在ですが９０件、それから豪雨災害があり

ましたが、その災害限定分として３５件の申請を受付をしているところであります。２１ペー

ジをお願いします。一昨年、平成２９年の災害復旧事業の関係であります。農林土木関係が１

３６件、公共土木関係が１４３件ありましたけども、ほとんどが契約を済ませておるところで

あります。若干まだ契約が済んでない部分が公共土木関係でございます。また、昨年平成３０

年に発生した災害復旧事業でありますけども、合わせて７６件の災害査定をすべて１２月に終

了したところであります。災害復旧につきましては、これから残っておる部分について、一日

も早い復旧に向けて進めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。私からは以上でご

ざいます。教育委員会関係は教育長から報告いたします。

○副議長（濱田芳晴） 教育長。

○教育長（池田庄策） それでは教育委員会から報告を申し上げます。２６ページをお開きくださ

い。まず、学校教育課でございますが、中段の辺りから説明を申し上げます。１月８日に町内

のスキー指導者とスキーの研修会を開催をしております。それから町で取り組んでおりますコ

ミュニティスクールの学校運営協議会、壬生小学校、大朝小中学校、豊平学園の協議会を開催

いたしました。それから平成３０年度、地域学校協働活動推進に係る文部科学大臣表彰をとも

に豊平っ子を育てる会が受賞されました。併せまして、平成３０年度交通安全優良団体表彰を

豊平学園のＰＴＡが受賞をされております。次をお開きください。生涯学習にまいります。ま

ず、１つ目ですが、ふるさと夢プロジェクト事業におきまして、どんぐり北広島金メダル報告

会を町内の小中学校で１１月から１月９日までに報告会をやっております。それから下にまい

ります。図書館運営事業でございますが、本館改修工事のため、現在、休館中でございますが、

４月の開館に向けまして順調に進んでおります。もうしばらくでオープンということになって
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おります。それからもう１つ、最後でありますが、２８ページの一番下をご覧ください。１２

月９日にスポーツフェスタ町民ソフトバレーボール大会を開催いたしまして、町内４２チーム、

２６０名の参加がございました。教育委員会からは以上でございます。

○副議長（濱田芳晴） 以上で、町長及び教育長の行政報告を終わります。ここで暫時休憩をさせ

ていただきます。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １０時 ２３分 休 憩

午前 １０時 ４３分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○副議長（濱田芳晴） それでは再開し、本会議を続けます。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第５ 議長の選挙

○副議長（濱田芳晴） 日程第５、議長の選挙を行います。議場の出入り口を閉めます。（議場閉

鎖）

○副議長（濱田芳晴） 選挙は投票により行います。議長選挙は、意思表示の有無にかかわらず、

最多得票数を得た議員が当選者となります。ただいまの出席議員は１５名です。次に、立会人

を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に４番、湊議員及び５番、敷

本議員を指名します。投票用紙を配ります。（投票用紙配布）

○副議長（濱田芳晴） 念のために申し上げます。投票は単記の無記名です。投票用紙の配布漏れ

はありませんか。（なしの声あり）

○副議長（濱田芳晴） 配布漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。（投票箱点検）

○副議長（濱田芳晴） 異常ありませんか。（なしの声あり）

○副議長（濱田芳晴） 異常なしと認めます。それでは、ただいまから投票を行います。事務局長

が議席番号と名前を呼び上げますので。順番に投票をお願いいたします。

○議会事務局長（坂本伸次） ２番、美濃議員、３番、真倉議員、４番、湊議員、５番、敷本議員、

６番、森脇議員、７番、宮本議員、８番、山形議員、９番、亀岡議員、１０番、梅尾議員、１

１番、室坂議員、１２番、服部議員、１３番、伊藤議員、１４番、中田議員、１５番、大林議

員、１番、濱田議員（点呼・投票）

○副議長（濱田芳晴） 投票漏れはありませんか。（なしの声あり）

○副議長（濱田芳晴） 投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。これより開票を行い

ます。４番、湊議員、５番、敷本議員、開票の立ち会いをお願いをいたします。（開票）
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○副議長（濱田芳晴） それでは選挙の結果を報告します。投票数１５票のうち有効投票１５票、

無効はゼロであります。有効投票のうち、宮本議員１０票、梅尾議員５票。この選挙の法定得

票数は４票であります。従って、宮本議員が議長に当選されました。議場の出入り口を開きま

す。（議場開鎖）

○副議長（濱田芳晴） それでは、ただいま議長に当選されました宮本議員が議場におられます。

会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知を行います。ここで、宮本議員の発言を

許します。

○議長（宮本裕之） 先ほどの議長選挙におきまして、議員各位のご推挙をいただき、当選の栄に

浴させていただきましたことに対し、心から感謝を申し上げます。本町が発足し、１５年とい

う節目を迎える重要な時期に議長就任しましたことは、大変光栄でありますとともに、責任の

重さに身が引き締まる思いであります。さまざまな社会情勢が変化する中、本町を取り巻く環

境も大きく変化しつつあります。町財政が逼迫する状況の中、町民が安全で安心して暮らせる

まちづくりのための防災減災対策、高齢者、障害者、そして子育て世代の福祉の充実、また、

農林業をはじめとする各種産業の担い手対策、さらには、道路網の整備や橋りょうの長寿命化

等、公共事業費の確保等といった、さまざまな課題解決に向けて、バランスを考慮しながらも

着実に推進していかなければなりません。二元代表制における議会の果たす役割を十分に認識

し、所信表明でも述べましたように、議会基本条例に基づいた活動を推進し、情報公開と町民

参加を基本とした公正かつ円滑な議会運営に努めてまいりますとともに、本町の発展と住民福

祉の向上に最善を尽くす所存であります。町民の皆様には、今後とも町議会の役割と活動につ

きまして、ご理解、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げまして、議長就任のごあいさつと

いたします。

○副議長（濱田芳晴） これで議長と議長席を交代します。議員各位の協力ありがとうございまし

た。暫時休憩をさせていただきます。１０分から再開させていただきます。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １１時 ００分 休 憩

午前 １１時 １０分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（宮本裕之） 再開いたします。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第６ 議席の一部変更について

○議長（宮本裕之） 日程第６、議席の一部変更についてを議題といたします。７番、宮本議員が

１６番議席へ、議席の一部変更を行います。次の会議から移動を行います。先ほどの議長選挙
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結果に伴い、各委員会委員の辞任及び選任に変更が生じます。お諮りします。議長の産業建設

常任委員会委員の辞任、議長の議会運営委員会委員の辞任、議会運営委員会委員の選任、議長

の財政健全化調査特別委員会委員の辞任、芸北広域環境施設組合議会議員の選挙を日程にそれ

ぞれ追加し、追加日程第１から追加日程第５として議題とすることにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長（宮本裕之） 異議なしと認めます。従って、議長の産業建設常任委員会委員の辞任、議長

の議会運営委員会委員の辞任、議会運営委員会委員の選任、議長の財政健全化調査特別委員会

委員の辞任、芸北広域環境施設組合議会議員の選挙を日程にそれぞれ追加し、追加日程第１か

ら追加日程第５として議題とすることに決定いたしました。ここで発言を行いたいので、副議

長と交代します。暫時休憩します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １１時 １２分 休 憩

午前 １１時 １４分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○副議長（濱田芳晴） それでは再開します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

追加日程第１ 議長の産業建設常任委員会委員の辞任について

○副議長（濱田芳晴） 追加日程第１、議長の産業建設常任委員会委員の辞任についてを議題とし

ます。１６番、宮本議員の発言を許します。

○１６番（宮本裕之） 産業建設常任委員会委員を辞任いたします。

○副議長（濱田芳晴） 以上で、議長の発言を終わります。地方自治法第１１７条の規定により、

宮本議長の退席を求めます。（宮本議長退席）

○副議長（濱田芳晴） 本件についてお諮りします。議長の産業建設常任委員会委員の辞任を許可

することについて、ご異議ありませんか。（異議なしの声あり）

○副議長（濱田芳晴） ご異議なしと認めます。従って、議長の産業建設常任委員会委員の辞任を

許可することに決定しました。宮本議長の入場を求めます。（宮本議長入場）

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

追加日程第２ 議長の議会運営委員会委員の辞任について

○副議長（濱田芳晴） 追加日程第２、議長の議会運営委員会委員の辞任についてを議題とします。
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宮本議員の発言を許します。

○１６番（宮本裕之） 議会運営委員会の委員を辞任します。

○副議長（濱田芳晴） 以上で、議長の発言を終わります。地方自治法第１１７条の規定により、

宮本議長の退席を求めます。（宮本議長退席）

○副議長（濱田芳晴） 本件についてお諮りします。議長の議会運営委員会委員の辞任を許可する

ことについて、ご異議ありませんか。（異議なしの声あり）

○副議長（濱田芳晴） ご異議なしと認めます。従って、議長の議会運営委員会委員の辞任を許可

することに決定しました。宮本議長の入場を求めます。（宮本議長入場）

○副議長（濱田芳晴） ここで暫時休憩します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １１時 １７分 休 憩

午前 １１時 １８分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（宮本裕之） 再開します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

追加日程第３ 議会運営委員会委員の選任について

○議長（宮本裕之） 追加日程第３、議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。議

会運営委員会委員の選任については、北広島町議会委員会条例第７条第４項の規定により、湊

議員を議会運営委員会委員に指名したいと思います。これにご異議ありませんか。（異議なし

の声あり）

○議長（宮本裕之） ご異議なしと認めます。従って、ただいま指名しました湊議員を議会運営委

員会委員に選任することに決定いたしました。ここで発言を行いたいので、副議長と交代しま

す。暫時休憩します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １１時 １９分 休 憩

午前 １１時 ２０分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～
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○副議長（濱田芳晴） 再開します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

追加日程第４ 議長の財政健全化調査特別委員会委員の辞任について

○副議長（濱田芳晴） 追加日程第４、議長の財政健全化調査特別委員会委員の辞任について、議

題とします。１６番、宮本議員の発言を許します。

○１６番（宮本裕之） 財政健全化調査特別委員会委員を辞任します。

○副議長（濱田芳晴） 以上で、議長の発言を終わります。地方自治法第１１７条の規定により、

宮本議長の退席を求めます。（宮本議長退席）

○副議長（濱田芳晴） 本件についてお諮りします。議長の財政健全化調査特別委員会委員の辞任

を許可することについて、ご異議ありませんか。（異議なしの声あり）

○副議長（濱田芳晴） ご異議なしと認めます。従って、議長の財政健全化調査特別委員会委員の

辞任を許可することに決定しました。宮本議長の入場を求めます。（宮本議長入場）

○副議長（濱田芳晴） 暫時休憩します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １１時 ２２分 休 憩

午前 １１時 ２３分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（宮本裕之） 再開します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

追加日程第５ 芸北広域環境施設組合議会議員の選挙

○議長（宮本裕之） 追加日程第５、芸北広域環境施設組合議会議員の選挙を行います。お諮りし

ます。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選とし、議長が指名し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。（異議なしの声あり）

○議長（宮本裕之） ご異議なしと認めます。従って、選挙の方法は指名推選とし、議長が指名す

ることに決定いたしました。芸北広域環境施設組合議会議員に１６番、宮本議員を指名します。

宮本議員を芸北広域環境施設組合議会議員の当選人とすることにご異議ありませんか。（異議

なしの声あり）

○議長（宮本裕之） ご異議なしと認めます。従って、芸北広域環境施設組合議会議員に宮本議員

が当選されました。宮本議員には、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知を行い
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ます。ここで暫時休憩します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １１時 ２４分 休 憩

午後 １時 ００分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（宮本裕之） 再開します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第 ７ 報告第１号 専決処分の報告についてから

日程第１１ 報告第５号 専決処分の報告について

○議長（宮本裕之） 日程第７、報告第１号 専決処分の報告についてから、日程第１１、報告第

５号、専決処分の報告についてまでを一括議題とします。以上５件について、報告を求めます。

箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、報告第１号から報告第５号につきまして、一括して説明します。

議案集の１ページをお願いします。報告第１号、専決処分の報告について、地方自治法第１８

０条第１項の規定により専決処分しましたので、同条第２項の規定により、これを報告するも

のです。議案集３ページから１０ページまでの報告第２号、第３号、第４号及び第５号につき

ましても同法の規定により報告するものです。詳細につきましては、各担当から説明します。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 報告第１号、専決処分の報告について、建設課からご説明申し上げます。

議案集１ページ、２ページをご覧ください。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、また

は処分に関する条例第２条の規定による議会の議決を得て締結した工事、または製造の請負、

契約のもので、請負金額の５％以内、ただし５％の額が５００万円を超えるときは５００万円

以内を変更する契約の締結に関する事項ですので、地方自治法第１８０条第１項の規定により、

議案集２ページ、専決処分第２号のとおり、工事請負契約の変更の締結について、平成３１年

２月４日専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。この工事は、

平成２９年７月に発生した豪雨災害の復旧工事で、平成３０年２月２８日に一般競争入札によ

り執行したものでございます。平成３０年３月７日に仮契約、平成３０年３月２０日に議決い

ただいたものでございます。内容について説明いたします。１、工事名、普通河川板村川河川

災害復旧工事（２９－第１２５号 小川（英）宅下）。２、工事場所、北広島町奥中原。３、

変更請負金額９１１７万５７６０円。４、今回変更による減額３３２万４２４０円。５、請負

者、広島県山県郡北広島町都志見５６７番地 株式会社竹下建設豊平営業所所長河野武彦。６、

変更理由、地質の変化、岩盤露出に伴う護岸の構造変更による数量変更により、工事費が減額
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となったためでございます。続きまして、報告第２号について、ご説明申し上げます。議案集

の３ページ、４ページをお願いいたします。先ほどと同様に工事請負契約の変更の締結に関す

る事項ですので、議案集４ページ、専決処分第３号のとおり、平成３１年２月１３日専決処分

いたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。この工事も先ほどと同様、平成

２９年７月豪雨で発生した災害復旧工事で、平成３０年３月１４日に一般競争入札により執行

したもので、平成３０年３月１５日に仮契約、平成３０年３月２０日に契約締結の議決、また、

平成３０年１２月１９日に工期の変更について議決いただいたものでございます。内容につい

て説明いたします。１、工事名、上草田ため池災害復旧工事［５０２／３６９］。２、工事場

所、北広島町川戸。３、変更請負金額６７９９万５７２０円。４、今回変更による減額４万４

２８０円。５、請負者 広島県山県郡北広島町川戸４７１８番地１、小屋敷建設株式会社代表

取締役小畑隆浩。６、変更理由、現場精査による各種数量の変更による減額でございます。以

上で、報告を終わります。

○議長（宮本裕之） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村豊） 報告第３号について、生涯学習課から報告をさせていただきます。議

案集の５ページ、６ページをお願いいたします。専決処分第４号につきまして、平成３１年２

月１３日に行ったものでございます。内容につきましては、１、工事名、樽床・八幡山村生活

用具および民家保存修理工事、２、工事場所、北広島町西八幡原字比尻、３、変更内容、民家

保存修理工事仕様の変更、４、請負者、島根県大田市大田町大田イ１２６３－１、有限会社藤

井工務店代表取締役藤井克己。変更の理由でございます。豪雪被害により半壊した民家の解

体・復元工事に関しまして、元住民への聞き取り調査等によって建具の造作や加工手間の増減

が生じたため、変更契約をしたものでございます。なお、金額の変更等はございません。続き

まして、報告第４号につきまして、説明をさせていただきます。議案集は７ページから９ペー

ジをお願いいたします。専決処分第５号について、平成３１年２月１５日に行ったものでござ

います。内容につきまして説明をさせていただきます。１、工事名、北広島町図書館大規模改

修工事、２、工事場所、北広島町新庄北広島町図書館、３、変更請負金額１億６８２６万４０

００円、今回変更による増額は６４万８０００円でございます。５、請負者、広島県山県郡北

広島町春木５１２番地１、石見工業株式会社広島支店支店長小泉義則。変更理由でございます。

当初設計に見込んでいなかった工事で、屋根瓦工事について、積雪対策から強化棟仕様の棟瓦

に変更したこと。内装工事で、書棚の移動によりクロスの破損箇所が見つかったこと。排煙装

置に破損箇所が見つかったこと。これらの工事の変更を行ったものでございます。報告第５号

について、説明をさせていただきます。議案集の９ページ、１０ページをお願いいたします。

専決処分第１号、平成３１年１月１５日に専決処分をしたものでございます。１、相手方、住

所、広島県山県郡北広島町有間６００番地１、事故当事者（被害者）広島県県立千代田高等学

校校長増田隆、２、事故の概要、平成３０年１１月６日午後６時３０分ごろ、町職員の運転す

る公用車が広島県立千代田高等学校敷地内の美術室前渡り廊下のスレート屋根に接触し、同屋

根の一部を損壊させた。３、和解内容、（１）町は相手方に対し、損害賠償として５万５０８

０円の支払い義務があることを認め、これを支払う。（２）町及び相手方は、今後一切本件請

求原因事項に関して、何ら債権債務を有しないことを確認する。４、損害賠償額５万５０８０

円。上記の金額の内訳、スレート屋根修繕費。以上でございます。

○議長（宮本裕之） 以上で報告を終わります。
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１２ 承認第１号 専決処分の承認について

○議長（宮本裕之） 日程第１２、承認第１号、専決処分の承認についてを議題とします。本件に

ついて、提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、承認第１号について説明します。議案集の１１ページをお願いし

ます。承認第１号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規

定により専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求めるもので

す。詳細につきましては、担当から説明します。

○議長（宮本裕之） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 承認第１号、専決処分の承認を求めることについて、総務課からご説明

申し上げます。議案集１２ページをお願いいたします。本専決処分は、人事院勧告に伴い、医

師等の初任給調整手当の額の変更を行うため、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

を平成３０年１２月２０日に専決処分したものでございます。人事院勧告による職員の給与の

改定につきましては、昨年１２月議会において提案、可決していただきましたが、本案件につ

きましては、手当の額の確定が遅れたため、専決処分をし、整理を行ったものでございます。

よろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） これをもって、提案理由の説明を終わります。本件については、後日審議、

採決を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１３ 議案第１号 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を

改正する条例から

日程第２１ 議案第９号 北広島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

条例の一部を改正する条例

○議長（宮本裕之） 日程第１３、議案第１号、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を改正する条例から、日程第２１、議案第９号、北広島町放課後児童健全

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を改正する条例までを一括議題とし

ます。以上９議案について、提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、議案第１号から議案第９号につきまして、一括して説明します。

議案集の１４ページをお願いします。議案第１号、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を改正する条例について説明します。本案は、業務量に応じた行政

区長の年報酬とするため、条例の一部改正について、町議会に提案するものです。議案集１６

ページをお願いします。議案第２号、北広島町公民館条例の一部を改正する条例について説明

します。本案は、平成３１年４月の組織改編に伴い、公民館の管理運営を教育委員会部局から

町長部局へ移管するため、条例の一部改正について、町議会に提案するものです。議案集２２
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ページをお願いします。議案第３号、北広島町芸北文化ホール条例及び北広島町図書館条例の

一部を改正する条例について説明します。本案は、北広島町公民館条例の改正に伴い、関係条

例の整備について、町議会に提案するものです。議案集２７ページをお願いします。議案第４

号、北広島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について説明します。本案は、北広島

町国民健康保険税の税率改正及び減免規定の整備を行うため、条例の一部改正について、町議

会に提案するものです。議案集の３３ページをお願いします。議案第５号、豊平保健福祉総合

センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について説明します。本案は、豊平

保健福祉総合センターの行う事業の変更及び国民健康保険保健事業を行う施設であることを定

める必要があるため、条例の一部改正について、町議会に提案するものです。議案集３５ペー

ジをお願いします。議案第６号、千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域内

における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例について説明します。本案は、千

代田都市計画千代田工業・流通団地地区の用途地域を変更することに伴い、条例の一部改正に

ついて町議会に提案するものです。議案集の４１ページをお願いします。議案第７号、北広島

町水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関す

る条例の一部を改正する条例について説明します。本案は、水道法施行令及び水道法施行規則

の一部改正に伴う布設工事監督者及び水道技術監督者の資格要件の追加等のため、条例の一部

改正について、町議会に提案するものです。議案集４５ページをお願いします。議案第８号、

北広島町放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について説明しま

す。本案は、北広島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内

容との重複部分の整備のため、条例の一部改正について、町議会に提案するものです。議案集

５２ページをお願いします。議案第９号、北広島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を改正する条例について説明します。本案は、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に基づき、放課後児童支援員の資

格要件を拡大するため、条例の一部改正について、町議会に提案するものです。以上、詳細に

つきましては各担当から説明をします。

○議長（宮本裕之） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 議案第１号、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

条例の一部を改正する条例について、総務課からご説明申し上げます。議案集１４ページをお

願いいたします。本条例の改正は、行政区長の報酬について、年額６万５０００円を年額の上

限を８万５０００円とし、世帯数に応じて３段階の区分にするものでございます。現在、町内

に１５８行政区ありますが、１行政区当たりの世帯数に大きな差があり、業務量に応じた報酬

とするため改正を行うものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 企画課長。

○企画課長（砂田寿紀） 議案第２号、北広島町公民館条例の一部を改正する条例について、企画

課からご説明いたします。議案集は１６ページをお願いいたします。この条例は、平成３１年

４月の組織改編に伴い、公民館の管理運営を教育委員会部局から町長部局へ移管するため、条

例の一部改正について、町議会に提案するものでございます。主な改正内容は、公民館を地域

づくりセンターへ名称変更するとともに、組織改編に伴う部局移管に伴い、決裁権者の整合を

とるものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 総務課長。
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○総務課長（畑田正法） 議案第３号、北広島町芸北文化ホール条例及び北広島町図書館条例の一

部を改正する条例について、組織上の見直しに係ることから総務課からご説明申し上げます。

議案集２２ページをお願いいたします。本議案は、議案第２号の北広島町公民館条例の一部を

改正する条例において、各公民館の名称を地域づくりセンターとすることに伴い、関係条例の

改正を行うものでございます。第１条において、北広島町芸北文化ホール条例に規定する北広

島町芸北中央公民館の名称を北広島町芸北地域づくりセンターに名称を変更し、第２条におい

て、北広島町図書館条例に規定する各公民館の名称を地域づくりセンターの名称に変更するも

のでございます。併せて、図書館の開館時間を、午後６時までだったものを午後６時半までに

延長するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 税務課長。

○税務課長（浅黄隆文） 議案第４号、国民健康保険税条例の一部改正について税務課から説明い

たします。配布をしてあります資料をご覧いただきたいと思います。要点２点です。１点目は、

税率改正です。国保の県単一化に伴い、国保税の賦課方式について、資産割をなくし、所得割、

均等割、平等割の３方式へ平成３６年度までに県内統一して移行をいたします。今回改正は、

その移行に伴う第２年度目の措置であります。改正内容は、所得割と均等割については引き上

げ、資産割は引き下げ、平等割は据え置きです。納税者への影響は、引き上げと引き下げが混

在しますので、上がる方も下がる方もいらっしゃいます。１人当たりに換算しますと、わずか

に負担増になると見積もっております。２点目は、減免規定の整備であります。現行規定にな

い災害被災者と国民健康保険法第５９条該当者を追加します。固定資産税減免者についての規

定は、国保税も自動的に再計算されますので、必要ありませんので削除します。減免申請期限

については、災害に被災した場合など、納期限前７日の申請が困難な場合も多いと予想されま

すので、柔軟に対応できるように弾力化します。減免する基準と細部にわたっては、別途減免

要領で定めます。また、減免については、現在、県内で取り扱いがまちまちとなっております。

県単一化の完了する平成３６年度までには全県的に統一をされた取り扱いが決定されていくも

のというふうに思っております。ご審議のほど、よろしくお願いします。なお、参考資料とし

て、現在国会で審議中の地方税法一部改正の国保税にかかわる内容を記載しております。課税

限度額と軽減判定所得基準額の引き上げです。３月末に地方税法施行令改正が公布された後、

本町条例改正をする予定としております。以上で、説明を終わります。

○議長（宮本裕之） 保健課長。

○保健課長（福田さちえ） 議案第５号、豊平保健福祉総合センター設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について、保健課からご説明申し上げます。議案集の３３ページをお願い

いたします。豊平保健福祉総合センターは、町民の健康の保持増進と福祉の向上を図るため、

保健、福祉及び医療が効果的に連携し、よりよいサービスを提供する施設でございます。今回

の条例の改正点は、訪問看護に関することを削除し、国民健康保険の保健事業を実施すること

を加えるものでございます。豊平保健福祉総合センターは、国民健康保険診療施設に併設した

保健施設として、国保の保健事業を行っていきます。以上でございます。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 議案第６号、千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域

内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例について、建設課からご説明申
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し上げます。議案集は３５ページから４０ページをお願いいたします。この条例は、千代田都

市計画千代田工業・流通団地地区の用途地域を準工業地域から工業地域へ変更することに伴い、

区域内における建築物等の制限が改められることになったため、地区計画による建築物等の制

限について、用途地域による建築物の制限の内容と整合性を図るため、条例の一部改正につい

て、町議会に提案するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 上下水道課長。

○上下水道課長（中川克也） 議案第７号、北広島町水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について、上下水

道課からご説明申し上げます。議案集４１ページから４３ページをお願いいたします。本条例

改正は、学校教育法の改正により、専門職大学及び専門職短期大学の制度が設けられ、専門職

大学の前期課程を修了した者については、短期大学士相当の学位が授与されることになります。

このことにより、水道法施行令及び水道法施行規則に規定する布設工事監督者及び水道技術管

理者の資格要件が追加されます。また、技術士法の改正により、技術士試験の専門科目のうち、

水道環境の科目が上水道及び工業用水道の科目に統合されることになります。これら２つの上

位法の改正により、本町の条例について一部を改正するものでございます。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村豊） 議案第８号、北広島町放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について、生涯学習課からご説明申し上げます。議案集の４５ページから

５１ページをお願いいたします。今回の改正理由は、北広島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、こちらの条例の内容と重複している部分があるので、そ

れを整備するために条例の一部改正を行うものでございます。続きまして、議案第９号、北広

島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を改正する条例

について説明をさせていただきます。議案集の５２ページ、５３ページをお願いいたします。

今回の改正理由は、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

令の改正に基づき、放課後児童クラブの支援員の資格要件を拡大するものでございます。教職

員免許法に規定する免許状とすることで、教員免許を取得したことのある者であれば、その後

に免許の更新講習を受講、修了していない者、あるいは免許状の有効期限を経過している者、

以上の者であっても、放課後児童クラブの支援員としての基礎資格を有するものであることに

変更するものです。また、中学校を卒業した者で、５年以上放課後児童クラブに従事した者、

こちらにつきましても支援員の基礎資格を有することとなったものでございます。以上、ご審

議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） これをもって、提案理由の説明を終わります。以上９議案については、後日

審議、採決を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２２ 議案第１０号 指定管理者の指定について

○議長（宮本裕之） 日程第２２、議案第１０号、指定管理者の指定についてを議題とします。本
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案について提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、議案第１０号について説明します。議案集の５５ページをお願い

します。議案第１０号、指定管理者の指定について。本案は、公の施設の管理及び運営を効果

的かつ効率的に行わせる目的で指定管理者を指定するため、町議会に提案するものです。詳細

につきましては、担当から説明いたします。

○議長（宮本裕之） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 議案第１０号、指定管理者の指定について、総務課からご説明申し上げ

ます。議案集５５ページをお願いいたします。本案は、公の施設の管理及び運営を効果的かつ

効率的に行わせる目的で、指定管理者を指定するため、町議会の議決を求めるものでございま

す。今回、指定する公の施設の名称は、小水力発電所親水公園であい谷、障害者支援センター

さあくる、北広島町新規就農者研修ハウス、大朝産地形成促進施設わさーる産直館、大朝堆肥

センター、大朝福祉センター、北広島町道の駅舞ロードＩＣ千代田の７施設で、指定期間は、

いずれも平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間で、北広島町道の駅舞ロ

ードＩＣ千代田につきましては、平成３４年３月３１日までの３年間でございます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） これをもって、提案理由の説明を終わります。本案については、後日審議、

採決を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２３ 議案第１１号 金比羅辺地に係る公共的施設総合整備計画の策定について

○議長（宮本裕之） 日程第２３、議案第１１号、金比羅辺地に係る公共的施設総合整備計画の策

定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。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、議案第１１号について説明します。議案集の５８ページ及び第１

１号議案、別紙をお願いします。議案第１１号、金比羅辺地に係る公共的施設総合整備計画の

策定について。本案は、住民の日常生活、経済活動の利便性、快適性の向上及び効率的な事業

実施を行うため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置法等に関する法

律に基づき、金比羅辺地に係る総合整備計画を策定するため、町議会に提案するものです。詳

細につきましては、担当から説明します。

○議長（宮本裕之） 企画課長。

○企画課長（砂田寿紀） 議案第１１号、金比羅辺地に係る公共的施設総合整備計画の策定につい

て、企画課からご説明いたします。町道改良の財政上の特別措置を受けるため、計画策定につ

きまして町議会に提案するものでございます。内容につきましては、第１１号議案、別紙をご

覧ください。場所は、北広島町川戸金比羅谷に入る部分でございます。対象としております路

線につきましては、町道尾長線。この路線は、各集落から国道４３３号線に通じる主要な道路

でありますが、狭隘かつ路面不良、路肩不良のため、車両の離合に支障があり、特に冬季には、

積雪、凍結により通行困難となることも多く、安全で効率的な除雪作業を可能とし、地域住民

の利便性、安全性を確保するという点におきまして、早急な改良整備が必要であるという路線

でございます。整備計画でございますが、平成３１年度から平成３５年度までの５年間、事業



- 19 -

費では、この５年間のうち１億５０００万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額も１億

５０００万円としております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） これをもって、提案理由の説明を終わります。本案については、後日、審議、

採決を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２４ 議案第１２号 町道の路線の認定についてから

日程第２６ 議案第１４号 町道の路線の変更について

○議長（宮本裕之） 日程第２４、議案第１２号、町道の路線の認定についてから、日程第２６、

議案第１４号、町道の路線の変更についてまでを一括議題とします。以上３議案について、提

案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、議案第１２号から議案第１４号につきまして、一括して説明しま

す。議案集の６０ページをお願いします。議案第１２号、町道の路線の認定について。続きま

して、議案集６２ページ、議案第１３号、町道の路線の変更について。議案集６４ページ、議

案第１４号、同じく町道の路線の変更について、いずれも町道の認定、変更につきまして、議

会の議決を求めるものでございます。以上、詳細につきましては、担当から説明いたします。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 議案第１２号、町道の路線の認定について、建設課からご説明申し上げ

ます。議案集は、６０ページでございます。お手元に配布いたしました議案第１２号の資料と

併せてご覧ください。初めに路線番号３３６４６、町道上小南１号線と、路線番号３３６４７、

町道上小南２号線ですが、千代田地域有田地区上小南地内で行われております民間の分譲宅地

開発事業に伴い設置された道路を町に帰属し、それぞれ３０ｍと１１０ｍを新たに認定道路と

するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。続いて、議案第１３号、町

道の路線の変更についてご説明申し上げます。議案集は６２ページでございます。お手元に配

布いたしました議案第１３号の資料と併せてご覧ください。路線番号３３５６８、町道中原輪

田線については、千代田地域の南方字二反田地内で町道敷の一部について、土地に関する権原

がないことが判明したため、起点を変更し、延長１５６．８ｍから７９ｍ減じて、７７．８ｍ

に変更するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。続いて、議案第１４

号、町道の路線の変更についてご説明申し上げます。議案集は６４ページでございます。お手

元に配布いたしました議案第１４号の資料と併せてご覧ください。路線番号３３５２８、町道

中頼信南線ですが、千代田地域有田地区上頼信中頼信地内で行われております官民連携による

宅地開発事業推進のため、町道の終点を変更し、延長を１４３．９ｍから２０６．１ｍ増加し、

３５０ｍに変更するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） これをもって、提案理由の説明を終わります。以上３議案については、後日

審議、採決を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～
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日程第２７ 議案第１５号 平成３０年度北広島町一般会計補正予算（第５号）から

日程第３５ 議案第２３号 平成３０年度北広島町水道事業会計補正予算（第３号）

○議長（宮本裕之） 日程第２７、議案第１５号、平成３０年度北広島町一般会計補正予算第５号

から、日程第３５、議案第２３号、平成３０年度北広島町水道事業会計補正予算第３号までを

一括議題とします。以上９議案について、提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、平成３０年度補正予算の概要について、一括して説明します。別

冊の平成３０年度補正予算書をお願いします。議案第１５号、平成３０年度北広島町一般会計

補正予算第５号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ４億３００

０万円を減額し、予算の総額を１６１億８０００万円とするものです。今回、予算補正を行う

主な内容は、国の２次補正に伴う担い手確保・経営強化支援事業補助金の追加、学校教育施設

等エアコン設置整備事業における工事費の追加や災害復旧事業を初め、その他事業の精算など、

事業精査に伴う決算見込みによる補正を行っております。繰越明許費は、第２表に事業別に１

８事業を、債務負担行為補正は、第３表に追加５件及び変更２件を、また地方債補正は、第４

表に目的別に計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第１６号、平成３０年度北

広島町国民健康保険特別会計補正予算第３号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額から歳

入歳出それぞれ２億６１００万円を減額し、予算の総額を２１億４６００万円とするものです。

今回、予算補正を行う主な内容は、療養給付費の減額のほか、事業精査に伴う決算見込みによ

る補正を行っております。次の仕切りをお願いします。議案第１７号、平成３０年度北広島町

下水道事業特別会計補正予算第３号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１６００万円を追加し、予算の総額を８億３１００万円とするものです。今回、予算補正

を行う主な内容は、国の２次補正による浄化センター機械電気設備改築更新工事の追加や維持

管理委託料の精算など、事業精査に伴う決算見込みによる補正を行っております。繰越明許費

は、第２表に事業別に追加２事業を、また地方債補正は第３表に目的別に計上しております。

次の仕切りをお願いします。議案第１８号、平成３０年度北広島町農業集落排水事業特別会計

補正予算第３号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額は変更しませんが、歳入予算におい

て分担金の減額や使用料の追加などを計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第

１９号、平成３０年度北広島町介護保険特別会計補正予算第４号です。本案は、既定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ５００万円を追加し、予算の総額を２９億３９００万円とす

るものです。今回、予算補正を行う主な内容は、介護給付費準備基金積立の追加のほか、事業

精査に伴う決算見込みによる補正を行っております。次の仕切りをお願いします。議案第２０

号、平成３０年度電気事業特別会計補正予算第３号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額

は変更しませんが、歳入予算において、電気使用料の追加などを計上しております。また、債

務負担行為補正は、第２表に追加１件を計上しております。次の仕切りをお願いします。議案

第２１号、平成３０年度北広島町診療所特別会計補正予算第３号です。本案は、既定の歳入歳

出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２０万円を減額し、予算の総額を２億８０万円とするも

のです。今回、予算補正を行う主な内容は、医薬材料費の追加など、事業精査に伴う決算見込

みによる補正を行っております。次の仕切りをお願いします。議案第２２号、平成３０年度北

広島町情報基盤整備事業特別会計補正予算第３号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ１００万円を減額し、予算の総額を６億２１００万円とするものです。今
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回、予算補正を行う主な内容は、施設管理事業の事業精査のほか、決算見込みによる補正を行

っております。債務負担行為補正は、第２表に変更１件を計上しております。別冊の北広島町

水道事業会計補正予算書をお願いします。議案第２３号、平成３０年度北広島町水道事業会計

補正予算第３号です。本案は、収益的収入において、既決の収入予定額に１１８万６０００円

を追加し、収入予定額を５億６５１０万８０００円とし、収益的支出において、既決の支出予

定額から１５２８万５０００円を減額し、支出予定額を５億２５８１万８０００円とし、資本

的収入において、既決の収入予定額から３２５０万円を減額し、収入予定額を４１６０万２０

００円とし、資本的支出において既決の支出予定額から６３１１万円を減額し、２億５０５６

万２０００円とするものです。また、第４条において、企業債の限度額を４１６０万円に改め、

第５条において、利益剰余金の処分の補正を行うものです。なお、今回予算補正を行う主な内

容は、営業外収益の増並びに事業費用の減及び建設改良費の精算など、事業精査に伴う決算見

込みによる補正を行っております。以上、各会計の詳細につきましては、各担当から説明いた

します。

○議長（宮本裕之） 財政課長。

○財政課長（植田優香） 議案第１５号、北広島町一般会計補正予算第５号につきまして、財政課

からご説明いたします。事前に配布しております資料、平成３０年度３月補正予算の概要及び

主要施策をご覧ください。今回の補正の編成上のポイントといたしましては、右側につけてお

りますので、後ほどご覧いただければと思いますが、国の第２次補正予算に対応しました担い

手確保・経営強化支援事業の追加及び決算見込みによる補正予算を計上しております。その結

果、一般会計の補正額は４億３０００万円の減額補正で、補正後の予算額は１６１億８０００

万円となっております。また、中段から下段にかけては一般会計、特別会計における当初予算

額からの補正の状況や３月補正後の予算総額の当初予算に対する比率を掲載しております。次

に、表には掲載しておりませんが、補正額の大きい事業のみ説明をさせていただきます。補正

増の主なものとしては、学校教育施設へのエアコン設置工事費、バス運行事業費、道路新設改

良事業でございます。補正額の主なものとしては、課税免除還付金、生活保護費、農林水産施

設災害復旧事業費、北広島町図書館大規模改修工事などとなっております。次に、補正予算書

の第２表をご覧ください。繰越明許費でございますが、総務費から災害復旧費までの１８事業

を平成３１年度へ繰り越しするものです。同じく補正予算書の次のページをご覧ください。第

３表に債務負担行為の補正を計上しております。追加として、指定管理施設の期間など５件、

変更として、業務用システムの限度額の変更２件でございます。同じく次のページをご覧くだ

さい。第４表に地方債の補正を計上しております。補正後の借入限度額を総額で１９億９９２

万７０００円とし、７０００万円を減額するものです。以上で、財政課から一般会計補正予算

の説明を終わります。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 町民課長。

○町民課長（迫井一深） 議案第１６号、平成３０年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算第

３号について、町民課からご説明申し上げます。歳出の事項別明細書１ページ、２ページをお

願いします。２款１項１目一般被保険者療養給付費につきましては、２億３５００万円減額し、

１１億９１６３万５０００円とするものです。２款２項１目一般被保険者高額療養給付費につ

きましては、２６００万円減額し、１億５７９８万６０００円とするものです。これらは、今

年度の保険給付費の給付実績に基づき減額するものでございます。続きまして、３ページ、４
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ページは、財源更正のみとなっております。５ページ、６ページをお願いします。中段の７款

２項１目直営診療施設勘定繰出金につきましては、２８万４０００円増額し、１３０５万４０

００円とするものです。内訳としまして、雄鹿原診療所分を３万６０００円増額、八幡診療所

分を５０万１０００円増額、芸北歯科保健センター分を２５万３０００円減額するもので、い

ずれも事業実績によるものでございます。次に、戻っていただきまして、歳入の事項別明細書

１ページ、２ページをお願いします。５款１項１目保険給付費等交付金ですが、２億５９９７

万円減額し、１４億６０５５万５０００円とするものです。これは、普通交付金のうち保険給

付費の給付実績による減額補正と、特別交付金のうち保健事業等の交付額確定による増額補正

でございます。８款１項１目一般会計繰入金ですが、１０３万円減額し、１億６１８０万円と

するものです。これは職員給与費等繰入金を８８万５０００円減額し、出産育児一時金繰入金

を５６万円増額し、その他一般会計繰入金を保健事業の実績により、７０万５０００円を減額

するものでございます。以上で、町民課からの説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願

いします。

○議長（宮本裕之） 上下水道課長。

○上下水道課長（中川克也） 議案第１７号、平成３０年度北広島町下水道事業特別会計補正予算

第３号につきまして、上下水道課からご説明申し上げます。補正予算書、平成３０年度北広島

町下水道事業特別会計補正予算第３号、歳出補正予算事項別明細書１ページ、２ページをお願

いいたします。まず、２款１項１目下水道新設費の委託料を５００万円、工事請負費を１６２

９万８０００円、それぞれ増額するものでございます。こちらは、国の社会資本整備交付金の

２次補正により、来年度実施します大朝新庄浄化センターの機械設備改築更新詳細設計を委託

料として、また、工事費といたしまして、同じく大朝新庄浄化センターの機械、電気改築更新

工事に係る費用を本年度計上いたしまして、繰越事業として実施するものと、本年実施いたし

ました有田地区下水道築造工事につきまして、事業精査により３７０万２０００円の減額にな

りますので、それを合計した額について補正を行うものでございます。次に、２款１項２目下

水道管理費の需用費を４３１万６０００円の増額、委託料を４９６万５０００円の減額でござ

います。需用費につきましては、浄化センター及びマンホールポンプなどの施設に係る電気代

の追加をお願いするものでございます。委託料の減額は、施設の維持管理委託の契約に対しま

して不用となったための減額補正でございます。次に、３款１項１目公債費元金４７０万円の

減額でございますが、こちらは、償還予定に併せて減額をするものでございます。以上、歳出

補正合計に予備費の５万１０００円の増額を含めまして１６００万円の増額をお願いするもの

でございます。また、それに対する歳入でございますが、歳入補正予算事項別明細書の１ペー

ジ、２ページをお願いいたします。事業精査をいたしまして、決算見込みにより１款１項１目

受益者分担金を９７万円減額、１款２項１目受益者負担金を４９５万円の増額、３款１項１目

下水道事業国庫補助金は、先ほど歳出のほうでご説明をいたしました社会資本整備事業の２次

補正１２５０万円の増額と、事業精査によりまして９２万円を減額いたしました。その合計１

１５８万円の増額、４款１項１目の一般会計繰入金を事業精査により８０６万円の減額をする

ものでございます。また、７款１項１目の下水道債は、国の２次補正により計上いたしました

事業の補助金以外の財源といたしまして、１２５０万円の増額と合わせて事業精査により４０

０万円の減額、合計８５０万円を増額いたしまして、歳入補正合計１６００万円の増額をお願

いするものでございます。なお、社会資本整備事業に係る繰越明許費につきましては、下水道
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管理事業の繰越分と合わせて第２表に記載をしております。続きまして、議案第１８号、平成

３０年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算第３号につきまして、同じく下水道課か

らご説明申し上げます。補正予算書、歳入事項別明細書１ページ、２ページをお願いいたしま

す。こちらは事業精査をいたしまして、決算見込みにより、１款１項１目受益者分担金を５４

万９０００円の減額、２款１項１目使用料を１万４０００円の増額、３款１項１目一般会計繰

入金を３０万円の減額、５款２項１目雑入を８３万５０００円増額するもので、歳入補正額合

計はゼロ円となりますので、予算総額の変更はございません。雑入の８３万５０００円につき

ましては、落雷によります機器破損に対する保険料でございます。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。

○議長（宮本裕之） 保健課長。

○保健課長（福田さちえ） 議案第１９号、平成３０年度北広島町介護保険特別会計補正予算第４

号につきまして、保健課から説明させていただきます。今回の補正の主な項目は、事業精査に

伴う決算見込みによる補正と基金の積み立てでございます。歳出の事項別明細書の１ページ及

び２ページをお願いいたします。１款３項の介護認定審査会費の介護認定審査会委員報酬を７

０万円減額でございます。介護認定審査会は、１合議体５名で毎週木曜日に審査会を開催して

おります。認定審査件数が多いときには２合議体で審査しますが、平成３０年４月から、要介

護認定制度の事務の簡素化が図られることにより、認定有効期間の上限の延長などがございま

した。それにより審査会の開催回数が減ったためでございます。２目の認定調査費等の認定調

査事業の賃金についてでございますが、こちらは、介護認定事務の臨時職員の変更に伴う賃金

の減額でございます。委託料につきましては、先ほどの認定審査会事業と同様、認定調査の委

託件数が認定有効期間の上限の延長などにより見込みより少なかったための減額でございます。

４款の地域支援事業費につきましては、それぞれ財源更正でございます。５ページをお願いい

たします。５款基金積立金でございます。保険者機能強化推進交付金の交付に伴う予算措置で

ございます。次のページの７款の繰出金でございます。平成２９年度の精算に伴う１６０万３

０００円の補正でございます。８款の予備費は、端数調整でございます。次に、歳入について

でございます。歳入の事項別明細の１、２ページをお願いいたします。３款の国庫支出金の４

目の保険者機能強化推進交付金は、今年度からの新たな国庫交付金でございます。これは市町

村の自立支援重度化防止などの取り組みを支援するための交付金でございます。交付内示に伴

い、４３２万６０００円の補正でございます。７款の繰入金は、事務費の不用額に伴う繰入金

の減額補正でございます。次のページお願いいたします。７款２項１目の介護給付費準備基金

繰入金は、平成２９年度精算に伴うものでございます。保健課からの説明は以上でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 農林課長。

○農林課長（落合幸治） 議案第２０号、平成３０年度北広島町電気事業特別会計補正予算第３号

について、農林課から説明申し上げます。電気事業特別会計予算事項別明細書、歳入１ページ

及び２ページをご覧ください。１款１項１目を１００万２０００円増額し、４２８９万円とし、

３款１項１目の一般会計繰入金を１００万２０００円減額し、ゼロ円とするものです。これは、

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の変更に伴い、使用料収入の増加が見込まれるため、

一般会計からの繰り入れを減額するものです。１枚前に戻っていただいて、左側をご覧くださ

い。債務負担行為補正として、小水力発電所親水公園の指定管理料の追加を第２表に記載させ
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ていただいております。以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（宮本裕之） 保健課長。

○保健課長（福田さちえ） 議案第２１号、平成３０年度北広島町診療所特別会計補正予算第３号

につきまして、保健課から説明させていただきます。今回の補正は、事業精査に伴う決算見込

みによる補正でございます。歳出の事項別明細の１、２ページをお願いいたします。１款１項

１目の一般管理費は２２万５０００円の減額でございます。１１節の需用費は、燃料代、修繕

料などで３０万４０００円の増額、１３節の委託料は、清掃委託料など２９万９０００円の減

額でございます。１９節の負担金は、広島県医師派遣負担金で１８万５０００円の増額でござ

います。２目の訪問看護事業費は、需用費の増額、公用車リース料の減額で、６万２０００円

の減額でございます。３目の歯科保健センター芸北管理費は、２４万３０００円の減額でござ

います。次のページお願いいたします。２款医業費の１目の医療用機器器具の使用料及び賃借

料は、在宅医療用酸素等の借上料の増額と、医療用酸素濃縮機を必要とする患者が見込みより

少なかったので減額、これらにより、１４節は３万円の増額でございます。１８節の備品購入

費は、下部消化管用スコープなどの備品購入事業の実績見込みにより１１万８０００円の減額

でございます。２目の医療用消耗品及び５目の義歯加工費は、年間の総額を見込み、それぞれ

減額補正するものでございます。３目の医薬品費は、医薬品費が不足するため、９１万３００

０円の増額でございます。歳入の事項別明細の１、２ページをお願いいたします。１款１項の

外来収入でございます。年間の外来収入を見込み、国保診療報酬収入及び社保一部負担金、そ

の他診療収入は減額補正でございます。その他診療収入といいますのは、健診料金であります

とかインフルエンザ等予防接種の収入でございます。５目の後期高齢者医療診療報酬収入は増

額補正でございます。２項２目の介護保険事業収入は、訪問看護及び訪問リハビリの実績見込

みにより増額補正でございます。次の３ページをお願いいたします。３款１項の他会計繰入金

でございます。一般会計繰入金は２４６万９０００円の減額、国民健康保険特別会計繰入金は

２８万４０００円の増額でございます。５款２項の雑入でございます。歯科診療所の歯ブラシ

などの自費購入によるものでございます。８款１項の寄附金は、雄鹿原診療所へ山県加計ライ

オンズクラブ様と、ほか１名様から寄附をいただきました。雄鹿原診療所運営費に活用させて

いただきます。保健課からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

○議長（宮本裕之） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 議案第２２号、平成３０年度北広島町情報基盤整備事業特別会計補正予

算第３号につきまして、総務課からご説明申し上げます。歳出事項別明細書をお開きください。

主なるものとして、２款１項１目情報化施設管理費につきまして、インターネット利用者の増

に伴い、役務費に係る回線使用料の増、委託料に係るモデム等の機器購入などにより、総計３

２３万８０００円の増額を行うものでございます。歳入事項別明細書をご覧ください。主なる

ものとして、２款使用料及び手数料につきまして、インターネット等の加入者増に伴い、７７

８万６０００円増額するもので、３款繰入金につきましては、歳入歳出の実績調整に伴い、一

般会計からの繰入金を９３６万円減額するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。

○議長（宮本裕之） 上下水道課長。

○上下水道課長（中川克也） 議案第２３号、平成３０年度北広島町水道事業会計補正予算第３号
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につきまして、上下水道課からご説明申し上げます。別冊の平成３０年度北広島町水道事業会

計補正予算第３号の７ページ、補正予算説明書をお願いいたします。収益的収入でございます

が、こちらはすべて収入額を精査した決算見込みによるもので、１款１項営業収益の１目給水

収益を２１６万円の減額、３目のその他の営業収益を１３万３０００円の増額、２項営業外収

益の分担金を３２１万３０００円増額するものでございます。次に、収益的支出でございます

が、こちらもすべて事業精査し、決算見込みによりまして行ったものでございます。１款１項

営業費用の原水及び浄水費、配水及び給水費、そして総係費の記載の節のそれぞれ減額をいた

しまして、合計で８７８万５０００円減額するものでございます。また、２項営業外費用の消

費税及び地方消費税につきましても事業精査による決算見込みによりまして、６５０万円の減

額をするものでございます。以上、収益的支出を合計で１５２８万５０００円の減額をするも

のでございます。続きまして、８ページ、資本的収入及び支出でございますが、下の段の支出

からご説明をいたします。まず、１款資本的支出の１項１目水道施設建設改良費を４９７８万

１０００円減額するものでございます。これは昨年度、平成２９年度より施工しておりました

壬生浄水場取水施設設置工事につきまして、契約の増額変更を見込んでおりましたけれども、

本年度予算での変更はなく、また、それに伴います施工監理委託料につきまして減額等により、

１節の委託料を８７８万８０００円の減額、２節の工事請負費につきましては、今申し上げま

した壬生浄水場取水施設の変更がなかったことと合わせて、水道管の管路更新及び管路布設工

事における事業精査により４０９９万３０００円の減額をするものでございます。次に、２項

１目企業債償還金につきましては、今年度も予算付けを行い、施工を計画しておりました壬生

浄水場の工事につきまして、昨年度から繰り越しをして実施をしましたので、借入額を減額し

たため、償還額につきまして１３３２万９０００円の減額をするものでございます。以上、資

本的支出につきまして、合計６３１１万円減額するものでございます。また、上の段の収入に

つきましては、先ほどご説明いたしました工事請負費及び委託料の減額に伴い、１款資本的収

入の１項１目企業債につきまして３２５０万円の減額をするものでございます。次に、２ペー

ジをお願いいたします。第５条におきまして、予算第１０条を削除いたします内容につきまし

ては、第１０条において、繰越利益剰余金のうち５９５４万７０００円の処分先を建設改良積

立金とすることとしておりましたが、事業精査により決算予定額として資本的支出額に対する

資本的収入額の不足額が当初見込んでおりました額より少額となることから、建設改良積立金

へ処分する必要がなくなったためでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） これをもって、提案理由の説明を終わります。以上９議案については、後日

審議、採決を行います。暫時休憩します。２時３５分から再開します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午後 ２時 ２３分 休 憩

午後 ２時 ３５分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～
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○議長（宮本裕之） 再開します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３６ 施政方針

○議長（宮本裕之） 日程第３６、平成３１年度北広島町予算の提出に当たり、町長より施政方針

の申し出がありますので、これを許します。箕野町長。

○町長（箕野博司） ３月町議会定例会に提案しております平成３１年度当初予算並びに諸議案の

提出に当たり、町政運営に対する所信の一端と施策の概要を申し上げ、町民の皆様のご理解と

ご協力を賜りたいと存じます。町長に就任して以来、明るく元気なまちづくりの実現に向けて、

皆様のご意見を幅広くお聞きしながら町政運営に取り組んでまいりました。これまで皆様のご

支援、ご協力を賜りながら、着実に事業を推進できましたことに対し、改めて感謝申し上げま

すとともに、２期目も半ばを迎えるに当たり、原点に立ち返り、諸課題の解決に向けて、今後

一層尽力してまいります。少子化・高齢化が進み、人口減少社会と呼ばれて久しい中にあって、

本町も同様に人口減少が進んでいます。人口減少は、国や社会の存立にかかわる極めて重要な

問題であることから、地域で暮らす我々がこの住み慣れた地域で、安心して自分らしい暮らし

ができるための取り組み、また、地域コミュニティを維持していくための取り組みを継続して

まいりました。第２次北広島町長期総合計画には、目指すまちの将来像として、人のチカラが

あふれるまちをスローガンに盛り込み、実現するための重点方針の一つである、地域に根づき、

未来を担う人づくりをまちづくりの基盤に置いています。まちづくりの主体は、ひと・住民で

す。住民と行政が協働で行うまちづくり、住民自治のまちづくりを進めるために、要となる人

づくりにさらに取り組み、一人ひとりの力があらゆる機会に発揮され、活躍できる北広島町の

未来につながるまちづくりを推進してまいります。国内の経済の状況でありますが、企業収益

は過去最高を記録し、就業者数の増加、賃上げなど、雇用・所得環境の改善が続く中で、これ

までの各種政策の効果もあって、景気は緩やかな回復基調が続いています。また、個人消費は

持ち直しているものの、回復の程度や勢いに依然として地域差が見受けられます。一方で、経

済の先行きについては、通商問題が世界経済に与える影響や海外経済の不確実性、金融資本市

場の変動の影響等に留意する必要があり、アベノミクスの成果を全国に一層浸透させて、経済

の好循環をさらに加速させるように、施策を実施していく必要があります。このような状況下

で、平成３１年度は、１０月に消費税率の引き上げが予定されている中、経済の回復基調が持

続するような予算編成が行われています。当初予算は、新経済財政再生計画において、経済再

生なくして財政健全化なしを引き続き基本的な考え方としています。財政健全化への着実な取

り組みを進める一方、社会保障改革を軸とする基盤強化期間の初年度として、幼児教育の無償

化をはじめ、一人ひとりの人材の質を高める人づくり改革の推進やＡＩ、ビッグデータなど、

第４次産業革命がもたらした新しいイノベーションが経済発展と社会的課題の解決を両立する

社会であるソサエティ５．０など、生産性革命の実現に向けた設備、人材への投資などの政策

課題への対応を基本方針として、一般会計総額１０１兆４５７１億円とし、初めて１００兆円

の大台を超えました。対前年度比３兆７４４３億円の増で、過去最大の予算であり、現在、国

会で提案、審議されているところであります。平成３１年度の国の地方財政対策によりますと、
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新たに策定された新経済財政再生計画を踏まえ、地方が国の取り組みと基調を合わせて、歳出

の重点化・効率化に取り組むとともに、地方創生、人口減少対策などの重点課題に取り組みつ

つ、安定的な財政運営を行うことができるよう、一般財源総額について、前年を上回る額を確

保するとしています。また、地方交付税については、厳しい地方財政の現状等を踏まえ、本来

の役割である財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮されるよう、平成３１年度は転じて前

年度を上回る額を確保するとともに、累積する臨時財政対策債について前年度から大幅に抑制

しており、地方財政の財政健全化を図るものとなっております。地方財政対策の主なものとし

て、１０月からの幼児教育の無償化、防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策に基づ

く国直轄補助事業についての財政措置や公共施設等の老朽化対策を初め、適正管理を推進する

ため、公共施設等適正管理推進事業費について、橋りょう、都市公園等の長寿命化事業を対象

に充実がされております。さらに重点課題対応として、森林環境譲与税、仮称でございますが、

を財源として実施する森林整備等の経費が新たに計上され、まち・ひと・しごと創生事業費に

ついては、引き続き１兆円が確保されているところであります。地方財政は、依然として厳し

い状況にあり、引き続き、広島県、町村会等を通じて、安定的かつ持続的な地方行財政の運営

ができるよう、国に強く求めてまいります。広島県では、ひろしま未来チャレンジビジョンに

おいて、仕事と暮らしのどちらも諦めることなく追求できる、欲張りなライフスタイルの実現

に向けた取り組みにより、景気の緩やかな拡大基調や有効求人倍率が高水準となるなど、経済

雇用情勢において堅調な状況が続いてきました。一方では、生産年齢、人口割合の低下が長期

的に続いていることや、第４次産業革命の進展により、社会経済システム自体の変革が進み、

経済活動、医療、公共サービス分野、働き方、ライフスタイルなどに影響が出てくると予想さ

れることから、平成３０年度は、全ての子どもが夢を育むことのできる社会づくり、第４次産

業革命を好機とした生産性革命、中山間地域の地域力強化及び都市圏の活力強化、スポーツを

核とした地域づくりの取り組みに注力し、社会環境の変化に対応してきました。そうした中で

発生した平成３０年７月豪雨災害で、数多くの尊い人命が奪われ、住居被害、道路、鉄道、水

道などインフラに多大な損害がもたらされ、今後も中長期にわたり、多大な影響を与えること

が懸念されます。被災者の方々の一日も早い生活再建と県民生活や経済活動の日常を取り戻す

ための取り組みを最大限加速化させるとともに、より実効性の高い防災・減災対策に取り組ん

でいく必要があります。平成３１年度は、平成３０年７月豪雨災害からの復旧・復興プランに

基づき、安心をともに支え合う暮らしの創生、未来に挑戦する産業基盤の創生、将来に向けた

強靱なインフラの創生、新たな防災対策を支える人の創生の４つの柱により、創造的復興によ

る新たな広島県づくりに最優先で取り組むとしています。併せて、従来からの欲張りなライフ

スタイルの実現についても、社会環境の変化や県民ニーズを踏まえつつ、引き続き着実に取り

組むこととしています。次に、平成３１年度における町政運営に対する基本姿勢です。平成３

０年度は、協働のまちづくりに向けて、各地域協議会でのワークショップの開催や職員研修を

重ねてまいりました。平成３１年度は北広島町第２次長期総合計画に基づき、協働のまちづく

りをさらに推進するため、北広島町のまちづくりの拠点となる庁舎周辺地区都市再生整備事業

に着手します。併せて、各地域の公民館を地域づくりセンターとして位置付け、さまざまなま

ちづくり活動を推進するための協働のまちづくり、人づくりに取り組んでまいります。価値観

が多様化し、行政に求められるニーズも高度化・多様化している中、また、限られた資源の中

で、課題解決に向け、行政と町民の参加による協働のまちづくりを進め、地域の実情に応じた
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課題解決を図っていくことが重要であると考えています。人口減少時代にあって、人生１００

年時代といわれる今日、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるためには、本町もまた持

続可能な町であることが前提となります。社会情勢も刻々と変化してきますが、時勢の変化に

対応しながら、原点に立ち返って、町政運営に全力で取り組んでまいります。本町の財政状況

でありますが、これまで継続してきた財政健全化の取り組みにより、財政の健全性を示す実質

公債費比率が改善するなど、一定の成果を上げておりますが、平成２７年度から始まった普通

交付税における合併特例加算の段階的廃止が平成３１年度で最終年となる中、歳入の減少は想

定してきたこととはいえ、町政運営に大きな影響を及ぼしております。歳入は減少している一

方で、歳出の予算規模は高額で推移していることから、ここ数年は多額の財政調整基金等の取

り崩しにより財源を確保している状況にあります。近年、毎年のように大規模な自然災害が発

生しており、災害発生時の財政需要に迅速に対応するためには、基金を一定程度保有すること

は、行政運営において極めて重要であります。今後も人口減少が進み、人口構造の変化が見込

まれる中、社会保障費についても増額していくことが想定されます。また、これまで整備して

きた公共施設やインフラ資産における多額の修繕費の発生や更新時期を迎えることによる将来

世代への負担増が懸念されるところであります。平成３１年度当初予算は、不要不急の事業の

停止、事業の選択と集中を行い、限られた予算の中で、第２次北広島町長期総合計画及び北広

島町総合戦略に位置付けられた事業を着実に執行していくことを基本としています。内部管理

経費の削減や補助費の見直しについては、継続的に取り組んでいるところですが、財源確保の

観点から支出の徹底的な見直しを行っております。今後においても財源不足は続くことが見込

まれ、財源不足を補う基金も底をつくという事態も想定されることから、中長期的な視点に立

って、後世に負担を残さない財政運営について取り組むことが重要であり、第３次行政改革大

綱に基づき、財政健全化に向けて業務の減量化・効率化の徹底、歳出の抑制、削減、歳入の確

保の強化に努め、将来にわたり、持続可能な財政基盤づくりに向け、全庁一丸となって創意工

夫により、事業執行に努めてまいります。以上のような現状を踏まえ、公約に掲げました第２

次長期総合計画・地方創生総合戦略の確実な推進、未来の北広島町を担う人づくり、産業・経

済の活性化、心豊かで元気なまちづくりの４つの柱の実現に向け、各施策を力強く実行に移し、

未来につなぐまちづくりを実践してまいります。本年度に実施します主要な施策について、そ

の概要を第２次長期総合計画に定める５つの重点方針に沿って説明いたします。施策テーマ１

つ目は、みんなで創造する実りと活力のあるまちです。農林業振興対策として、農業従事者の

減少に伴う農業生産力や集落機能の低下等の課題に対しては、人材育成は未来への投資という

長期的視点に立って、引き続き新規就農総合対策事業を実施し、農業振興と地域及び産地の活

性化を図っていきます。なお、平成３０年からの行政主導の米生産調整制度の廃止は、米農家

にとって大きな転換期となりましたが、水稲経営の規模拡大等支援事業により担い手の経営を

支援するとともに、今後も国、県の動向に注視しつつ、適切に対応してまいります。園芸作物

につきましては、北広島町が定める重点品目、推進品目であるトマト、ホウレンソウ、キャベ

ツ等の規模拡大に向け、担い手の育成や農業参入企業への支援を通して、産地強化、経営力の

向上を推進し、地域農業の振興に引き続き取り組んでまいります。林業分野では、平成３１年

度から森林環境譲与税を財源に、森林の経営管理を市町や意欲のある事業体が継続的に行う、

新たな森林経営管理制度が創設されます。温室効果ガス排出削減や災害防止を図るため森林資

源の適切な管理を行い、林業振興を進めてまいります。商工業振興対策では、後継者不足が課
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題となっている小規模事業者へ、円滑な事業承継につなげるための支援制度の創設、本町の町

内事業者の相互の発展のために中心的役割を担う商工会への支援に加え、起業支援や既存事業

者の持続的な発展を目指すビジネス創造支援補助金や資格取得や人材育成のためのがんばる企

業応援補助金の継続、さらに小規模事業者に対する経営改善利子補給制度など各種支援制度を

継続してまいります。地元企業等活性化対策では、中小企業・小規模企業振興条例に基づき、

町内の消費拡大が町内企業の活性化に結びつく地域通貨事業の継続や企業の抱えるニーズや課

題などの把握に努め、支援策の検討を行うとともに、雇用マッチングなどの支援に取り組む企

業支援員を継続して配置します。施策テーマの２つ目は、誰もが愛着を持って暮らせるまちで

す。観光振興対策として、農山村体験推進事業、いなか体験サポート事業等を継続し、引き続

き民宿や民泊での体験活動や修学旅行の受け入れを中心に、自然や文化を通した交流の拡大を

図り、地域と連携しながら推進いたします。また、北広島観光プロモーション事業では、神楽

公演等を通じてきたひろしまの魅力を情報発信し、インバウンド事業の展開により、さらなる

交流人口の拡大による地域活性化を図ります。伝統文化保存対策として、ひろしまの森づくり

事業を活用した文化財周辺樹林整備、豪雨災害による万徳院参道の修復などを実施をします。

新規定住促進化対策では、暮らしアドバイザーの継続、住宅建築補助金、Ｕターン奨励金交付

による総合的な定住促進を継続して推進します。また、本町の移住に向けて暮らしを体験でき

るお試し住宅の活用について、地元と協働して定住促進を図ってまいります。コミュニティ振

興対策では、集落支援員、地域おこし協力隊員の受け入れや住民自治、協働のまちづくりを推

進するため、各地域協議会への地域づくり交付金事業により地域の活性化を図ってまいります。

若者・子育て世代魅力づくり対策では、平成３０年度にスタートした子育て世代包括支援セン

ターネウボラきたひろしまてごてごの支援体制を充実するため、子育てアプリを導入し、スマ

ートフォンでの情報共有、サポートを行い、ネウボラの広報と子育てに関するさまざまな情報

を発信してまいります。併せて、婚活イベント開催経費の補助、命の授業、子ども子育て支援

法に基づく第２期子ども子育て支援事業計画の策定等、結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目の

ない事業を引き続き総合的に展開し、安心して子育てができる住みよい環境づくりに努めてま

いります。子どもの人材育成対策では、平成２７年度から実施しております北広島ふるさと夢

プロジェクトを継続し、体験活動を通した感動、仲間意識の醸成や地域資源を活用した魅力あ

る事業により、北広島町でできることを再発見し、郷土愛の醸成を図ります。また、地元高等

学校の存続は、町の活性化に不可欠であるため、クラブ活動の振興、塾運営など各校の実情に

応じた学力、魅力向上に対する支援を継続してまいります。学校教育分野では、平成３２年度

以降、小中学校で順次進められている新学習指導要領完全実施に向けた外国語教育の時間数増

に伴い、引き続き、外国語指導助手２名体制での充実を図ってまいります。生涯学習・スポー

ツ振興対策においては、子どもたちがさまざまなスポーツ競技において活躍が顕著となってお

り、スポーツ振興の基盤をつくることは重要と考えています。引き続き、２０２０東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、ドミニカ共和国選手団の事前合宿を受け入

れ、練習、指導、交流、情報発信等を通じたスポーツ振興により町民の機運の醸成、地域活性

化につなげてまいります。また、全国大会、国際大会で活躍している町内を拠点に活動するト

ップアスリートについて、ふるさと寄附制度を活用したトップアスリート支援事業を創設し、

本町のスポーツ振興を牽引するスポーツ団体等を通じて支援してまいります。北広島町図書館

のリニューアル事業につきましては、図書館機能の充実、郷土資料の紹介、展示スペースの拡
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幅等が平成３０年度に終了し、４月１日以降は、町民が利用しやすい知識、文化の拠点施設と

して再スタートいたします。施策テーマ３つ目は、心身ともに健やかで安心して暮らせるまち

です。子育て支援環境対策では、子育て支援の医療費負担軽減のため、高校生までの医療費支

給助成事業、不妊治療助成事業、妊婦交通費助成事業を継続してまいります。健康増進対策と

して、元気づくり推進事業については、実施会場を４か所拡充するとともに、元気づくり体操

を通して住民の支え合いの意識を醸成し、元気な地域の実現を目指します。また、医療費の削

減、介護予防につなげてまいります。風しんや肺炎球菌、感染症などの予防接種について、引

き続き接種勧奨を行い、感染拡大防止に努めてまいります。生活習慣病の早期発見及び重症化

予防のため、特定健診、がん検診受診率等の向上及び特定保健指導に継続して取り組んでまい

ります。地域医療確保対策では、豊平病院は、平成３１年度から豊平診療所としてスタートい

たします。診療所としての機能を発揮するために改修の必要があり、当面、利用者の皆様には

ご迷惑をおかけすることになりますが、医療、介護、福祉の連携による事業や安佐市民病院を

中心とした広域連携による医師派遣等、地域医療を確保するため、指定管理者と協力して進め

てまいります。また、診療所への転換に伴い、創設する通院、交通確保事業は、診療所から千

代田地域の医療機関までの交通手段を確保しております。いずれにしましても地域の皆様が医

療の提供に関し、不安に思うことなく、安心して地域で暮らすことができるように努めてまい

ります。そのほか、休日、祝日における住民の安心につながる在宅当番医制については、山県

郡医師会と連携して実施しておりますけども、運営費の拡充を図ってまいります。高齢者生活

支援対策では、平成３３年度から平成３５年度までの計画となる第８期高齢者保健福祉計画及

び介護保険事業計画の策定業務に取り組みます。また、介護人材確保事業として、研修費用の

補助を引き続き継続し、介護人材の確保、定着、質の向上に努めます。地域福祉対策として、

地域の生活課題を解決するために行政、関係機関、住民がともに支え合う仕組みづくりを進め

るため、地域福祉計画の策定に取り組んでまいります。次に、施策テーマ４つ目は、やすらぎ

と便利さを感じられるまちです。生活交通体系の構築では、北広島町地域公共交通再編計画に

基づき、通学、通院など地域の暮らしを支える交通手段について、ホープタクシーの充実を柱

とした再編に向けた実証運行を平成３１年度も継続し、効率的かつ効果的な運行、利用促進や

魅力向上につながる交通体系の確保について引き続き検討してまいります。安全・安心なまち

づくり対策として、消防署大朝出張所の高規格救急自動車の更新、豊平出張所の救急車に搭載

のＡＥＤの更新を行います。消防団においては、芸北地域の２台の消防ポンプ積載車の更新を

行い、防災安全対策を推進してまいります。次に、全国的にも社会問題となっている空き家対

策につきましては、危険空き家の除去や地域で活用するための空き家再生等推進事業を実施し、

活力ある地域づくりに引き続き努めてまいります。社会資本整備対策では、引き続き道路新設

改良などを計画的に進めるとともに、喫緊の課題である橋りょうについては、定期点検による

適切な維持修繕など、長寿命化計画に基づき、安全かつ適正な道路環境の維持管理に努めてま

いります。また、災害復旧事業では、平成２９年、平成３０年夏に発生しました豪雨災害の早

期復旧を進めておりますが、平成３１年度も引き続き着実に工事を進めてまいります。水道事

業では、人口減少などに伴う経営環境の悪化、施設の老朽化、耐震化対策などが課題となって

おり、安全で安心な水を持続的・安定的に供給するため、県内広域連携協議会に参画し、広域

化について検討を行っており、引き続き経営見通しの観点から、今後の動向に注視してまいり

ます。また、下水道事業等の公営企業を取り巻く環境も一層厳しくなっており、将来にわたっ
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て安定的な事業を継続していくため、中長期的視点に立った経営戦略に基づき、計画的かつ合

理的な経営基盤の強化を目指し、経営環境の変化に適切に対応してまいります。なお、下水道

事業におきましても、平成３１年度から広域連携の検討をすることとなっております。国土調

査推進対策として、有効な土地利用を促進するため、国土調査法に基づき、引き続き計画的に

事業を推進してまいります。自然環境保全対策では、本町の豊かな自然、歴史、文化、自然環

境の保全の一環として、里山の適正管理を目的に薪活事業を活用した仕組みづくりに努めると

ともに、生物多様性の保全や木質バイオマス構想に基づく薪ストーブ購入補助事業について、

引き続き取り組みます。次に、施策テーマの５つ目は、住民と行政が一体となって未来を創造

するまちです。協働のまちづくり推進対策では、まちづくり基本条例の理念に基づき、住民と

行政が役割を自覚し、相互に協力する協働のまちづくりを推進するため、対話、アイデアを試

行する仕組みの形成やファシリテーター研修を行ってまいります。また、多様化する地域課題

を解決するため、まちづくりを担う人材育成を担い手大学、仮称でございますが、として取り

組み、住民が地域の担い手として活動、活躍するための人づくりの第一歩を進めてまいります。

老朽化している千代田中央公民館の建て替え及び公民館跡地を含めた庁舎周辺の一体的整備に

ついては、公民館機能に加えて、本町における協働のまちづくり、人づくりの活動拠点として

のまちづくりセンターの建設に着手いたします。きたひろ応援ファンド事業では、引き続きふ

るさと寄附を活用し、まちづくり活動を行う団体等へ支援を行い、地域づくりの促進や振興を

図ります。本町は、体育協会、総合型スポーツクラブなどを中心に地域でスポーツが行われて

いますが、町民がスポーツとさまざまなかかわりを持つことで、生きがい、満足感を得るなど、

相乗効果があることから、スポーツを核とした地域づくりを創設し、地域活動の活性化を進め

てまいります。健全な行財政運営によるまちづくり対策として、町の財政状況を適切に把握す

るために作成する財務諸表については、町民と情報共有ができるよう、分かりやすい情報発信

に努めます。また、公共施設等総合管理計画に基づく更新、老朽化対策など、直面する課題に

対し、施設の特性や町民ニーズを踏まえ、関係者と協議しながら、資産の有効活用と整理に努

めてまいります。職員の人材育成につきましては、協働のまちづくり研修を中心に行い、また、

人事評価を通じて職員の主体的な職務遂行や自己啓発を促し、業務遂行能力の向上に努めてま

いります。以上、平成３１年度の町政運営に対する基本的な考え方と主要施策について、その

概要をご説明いたしました。平成３１年度一般会計の総額は１４４億１０００万円、前年度比

２億３０００万円、１．６％の減になっております。最後に、依然として厳しい財政運営が続

くことから、中長期的な視点に立ち、財政健全化に取り組む一方で、町民の皆様とともに協働

のまちづくりを進め、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる明るく元気なまちづくり

を目指し、２期目の半ばを迎え、原点に立ち返り、新たな気持ちで全職員と総力を挙げて邁進

してまいります。町民の皆様におかれましては、厳しい財政状況について特段のご理解をいた

だくとともに、円滑な町政運営へのご支援、ご協力をお願いいたします。本定例会にご提案申

し上げております平成３１年度予算案を初め各種案件につきまして、十分にご審議をいただき、

議決をいただきますようお願いを申し上げ、私の施政方針とさせていただきます。ありがとう

ございました。

○議長（宮本裕之） これをもって、町長の施政方針を終わります。暫時休憩します。３時２５分

から再開します。
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午後 ３時 １５分 休 憩

午後 ３時 ２５分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（宮本裕之） 再開します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３７ 議案第２４号 平成３１年度北広島町一般会計予算から

日程第４７ 議案第３４号 平成３１年度北広島町水道事業会計予算

○議長（宮本裕之） 日程第３７、議案第２４号、平成３１年度北広島町一般会計予算から、日程

第４７、議案第３４号、平成３１年度北広島町水道事業会計予算までを一括議題とします。以

上、平成３１年度予算関係１１議案について、提案理由を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、平成３１年度予算の概要につきまして、一括して説明をします。

別冊の平成３１年度一般会計予算書をお願いします。議案第２４号、平成３１年度北広島町一

般会計予算です。本案は、予算の総額を歳入歳出それぞれ１４４億１０００万円とするもので

す。地方債については、第２表において借入限度額を１０億８６５０万円と定め、また、一時

借入金については、借り入れの最高額を２０億円と定めるものです。別冊の平成３１年度特別

会計予算書をお願いします。議案第２５号、平成３１年度北広島町国民健康保険特別会計予算

です。本案は、北広島町国民健康保険特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億６６００

万円とするものです。また一時借入金については、借り入れの最高額を２億円と定めるもので

す。次の仕切りをお願いします。議案第２６号、平成３１年度北広島町下水道事業特別会計予

算です。本案は、北広島町下水道事業特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ８億７０００万

円とするものです。地方債については、第２表において借入限度額を１億５５０万円と定め、

また一時借入金については、借り入れの最高額を１億５０００万円と定めるものです。次の仕

切りをお願いします。議案第２７号、平成３１年度北広島町農業集落排水事業特別会計予算で

す。本案は、北広島町農業集落排水業特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４１００万

円とするものです。また一時借入金については、借り入れの最高額を２０００万円と定めるも

のです。次の仕切りをお願いします。議案第２８号、平成３１年度北広島町介護保険特別会計

予算です。本案は、北広島町介護保険特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億８２００

万円とするものです。また一時借入金については、借り入れの最高額を１億円と定めるもので

す。次の仕切りをお願いします。議案第２９号、平成３１年度北広島町電気事業特別会計予算

です。本案は、北広島町電気事業特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ７５００万円とする

ものです。また一時借入金については、借り入れの最高額を１０００万円と定めるものです。

次の仕切りをお願いします。議案第３０号、平成３１年度北広島町芸北財産区特別会計予算で
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す。本案は、北広島町芸北財産区特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ５０万円とするもの

です。また一時借入金については、借り入れの最高額を３０万円と定めるものです。次の仕切

りをお願いします。議案第３１号、平成３１年度北広島町診療所特別会計予算です。本案は、

北広島町診療所特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ２億２１０万円とするものです。また

地方債については、第２表において借入限度額を８０万円と定め、一時借入金については、借

り入れの最高額を３０００万円と定めるものです。次の仕切りをお願いします。議案第３２号、

平成３１年度北広島町情報基盤整備事業特別会計予算です。本案は、北広島町情報基盤整備事

業特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ６億２１００万円とするものです。地方債について

は、第２表において借入限度額を１０００万円と定め、また一時借入金については、借り入れ

の最高額を２億５０００万円と定めるものです。次の仕切りをお願いします。議案第３３号、

平成３１年度北広島町後期高齢者医療特別会計予算です。本案は、北広島町後期高齢者医療特

別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９６００万円とするものです。一時借入金について

は、借り入れの最高額を２０００万円と定めるものです。別冊の平成３１年度北広島町水道事

業会計予算書をお願いします。議案第３４号、平成３１年度北広島町水道事業会計予算です。

本案は、第３条の収益的収入の予算額を６億１８５０万６０００円、収益的支出の予算額を５

億３１９４万５０００円とし、第４条の資本的収入の予算額を４０００万円、資本的支出の予

算額を２億７９０６万１０００円とするものです。第５条において、企業債の限度額を４００

０万円とし、第６条において、一時借入金に借入限度額を５０００万円と定め、第７条におい

て、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる経費、第８条において、議会の議決

を経なければ流用することのできない経費、第９条において、他会計からの補助金の金額を定

めるものであります。以上、予算議案１１件につきまして、ご審議の上、議決をいただきます

ようよろしくお願いをいたします。

○議長（宮本裕之） これをもって、平成３１年度北広島町予算関係１１議案の提案理由の説明を

終わります。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第４８ 発議第２号 予算審査特別委員会の設置について

○議長（宮本裕之） 日程第４８、発議第２号、予算審査特別委員会の設置についてを議題といた

します。ただいま提案のありました議案第２４号から議案第３４号までの平成３１年度北広島

町予算関係１１議案については、先の議会運営委員会で協議が行われ、予算審査特別委員会を

設置し、審査を付託するよう決定されました。従って、議長を除く議員全員による予算審査特

別委員会を設置し、審査を付託したいと思います。これにご異議ありませんか。（異議なしの

声あり）

○議長（宮本裕之） ご異議なしと認めます。従って、平成３１年度北広島町予算関係１１議案に

ついては、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会を設置し、審査を付託することに決

定しました。なお、予算審査特別委員会の委員長に１４番、中田議員、副委員長に１５番、大

林議員を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。（異議なしの声あり）

○議長（宮本裕之） ご異議なしと認めます。従って、予算審査特別委員会委員長に１４番、中田
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議員、副委員長に１５番、大林議員を指名いたします。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第４９ 同意第１号 北広島町教育委員会委員の任命の同意について

○議長（宮本裕之） 日程第４９、同意第１号、北広島町教育委員会委員の任命の同意についてを

議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） 議案集の６６ページをお願いします。同意第１号、北広島町教育委員の任命

の同意について説明します。本年３月の任期満了に伴い、次の方を教育委員に任命することに

ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、町議会の同意

を求めるものです。北広島町大塚３４８番地、長田克司さんです。同意についてよろしくお願

いします。

○議長（宮本裕之） これで提案理由の説明を終わります。これより質疑を行います。質疑はあり

ませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。

討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより、同意

第１号、北広島町教育委員会委員の任命の同意についてを採決します。本件については、原案

のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。（挙手全員）

○議長（宮本裕之） 挙手全員です。従って、同意第１号、北広島町教育委員会委員の任命の同意

については、同意することに決定しました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第５０ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について

○議長（宮本裕之） 日程第５０、諮問第１号、人権擁護委員の推薦についてを議題とします。本

件について提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） 議案集６８ページをお願いします。諮問第１号、人権擁護委員の推薦につい

て説明します。人権擁護委員法第６条第３項の規定により、次の方を人権擁護委員の候補者と

して、法務大臣へ推薦したいので、町議会の意見を求めるものです。北広島町南方４４４８番

地、吉原陽壯さん、北広島町木次６６１番地、上田早苗さんです。以上、よろしくお願いいた

します。

○議長（宮本裕之） これで提案理由の説明を終わります。これより質疑を行います。質疑はあり

ませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。

討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。お諮りします。

諮問第１号、人権擁護委員の推薦については、吉原陽壯さん、上田早苗さんを適任とすること

にご異議ありませんか。（異議なしの声あり）

○議長（宮本裕之） ご異議なしと認めます。従って、諮問第１号、人権擁護委員の推薦について

は、適任とすることに決定しました。以上で、本日の日程は全部終了しました。次の本会議は、

３月６日午前１０時から一般質問の予定となっていますので、よろしくお願いいたします。本
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日はこれで散会します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午後 ３時 ４１分 散 会

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～


