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平成２１年第２回臨時会 会議録 

招集年月日       平成２１年２月１６日 

招 集 場 所       砥部町議会議事堂 

開 会       平成２１年２月１６日 午前９時３０分 議長宣告 

応 招 議 員       

１ 番 佐々木隆雄  ２ 番 森永茂男   ３ 番 松﨑浩司 

４ 番 大平弘子   ５ 番 西岡利昌   ６ 番  山口元之  

７ 番 政岡洋三郎  ８ 番 栗林政伸   ９ 番 西村良彰    

10 番 土居英昭   11 番 宮内光久       12 番 井上洋一   

13 番 中村茂    14 番 中島博志       15 番 平岡文男     

16 番 三谷喜好   

不応招議員       なし 

出 席 議 員       出席議員は、応招議員の１６名 

欠 席 議 員          

地方自治法       
第１２１条の 
規定により       
説明のため       
会議に出席       
した者の職、 
氏名 

 
 
町  長   中村 剛志  副町長    柳田 穫 
収 入 役   佐川 秀紀  教育長    佐野 弘明 
総務課長   原田 公夫  企画財政課長 松下 行吉 
介護福祉課長 大西 潤   保険健康課長 日浦 昭二 
産業建設課長 相田由紀夫  教育委員会事務局長 藤田 正純 
 

本会議に職務のため出席した者の職氏名                      議会事務局長 正岡 修平 

会議録署名       
 
議員の指名       

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 
 
３番  松﨑 浩司  ４番  大平 弘子 

傍聴者 １人 
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平成２１年第２回砥部町議会臨時会 議事日程 

 

・開  会  

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

日程第２ 会期の決定  

 

日程第３ 諸般の報告  

 

日程第４ 議案第１号 砥部町地域活性化・生活対策基金条例の制定に  

ついて  

日程第５ 議案第２号 平成２０年度砥部町一般会計補正予算（第４号）  

 

日程第６ 議案第３号 平成２０年度砥部町後期高齢者医療特別会計補正  

予算（第１号）  

・閉  会  
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平成２１年第２回砥部町議会臨時会 

平成２１年２月１６日（月） 

午前９時３０分開会 

 

○議長（西村良彰） ただ今の出席議員は、１６人です。定足数に達してい

ますので、平成２１年第２回砥部町議会臨時会を開会します。本日の会議を

開きます。町長より招集のあいさつがあります。中村町長。  
○町長（中村剛志） 第２回臨時会の開会にあたり一言ごあいさつを申し上

げます。昨日は議員の皆様にもご出席いただき、七折寒梅会が盛大に開催さ

れました。生産組合の皆様の意気込みを感じ、暗闇に明かりが見えたようで

これからの生産活動に大いに期待したいと思います。景気が低迷する中、何

もしないで回復を待つより、果敢にチャレンジすることこそ景気回復の特効

薬であると思いますので、その意気込みをもってこれからの町政運営に取り

組みたいと考えております。  
さて、本日ご審議をお願いします案件は、ご案内のとおり国の二次補正予

算の成立を受けたもので、定額給付金の支給に関連する予算が約３億６千万

円。臨時交付金に関する予算が約２億３千万円。子育て手当に関する予算が

約１，４００万円であります。また、今回の補正予算に伴い新たに基金条例

の制定をお願いしております。いずれも詳細に説明をさせていただきますの

で、ご議決賜りますようお願いを申し上げ、ごあいさつとさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。  
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名  
○議長（西村良彰） 日程第１会議録署名議員の指名を行います。会議録署

名議員は、会議規則第１１８条の規定により３番松﨑浩司君、４番大平弘子

君を指名します。  
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（西村良彰） 日程第２会期の決定についてを議題とします。おはか

りします。今臨時会は予定議案が少ないため、議会運営委員会の開催を省略

いたしましたので、ご了承下さいますようお願いします。  
本臨時会の会期は、本日１日に決定したいと思います。これにご異議あり



 4

ませんか。  
[「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定

しました。  
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（西村良彰） 日程第３諸般の報告を行います。  
まず、地方自治法第１２１条の規定により、町長以下関係者の出席を求め

ましたのでご報告します。  
次に、監査委員より、１２月末の例月出納検査について良好であった旨の

報告がありました。  
以上で、諸般の報告を終わります。  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４ 議案第１号 砥部町地域活性化・生活対策基金条例の  

制定について  
（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 日程第４ 議案第１号 砥部町地域活性化・生活対策

基金条例の制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。松下企画財政課長。  
○企画財政課長（松下行吉） 議案第１号砥部町地域活性化・生活対策基金

条例の制定についてご説明を申し上げます。砥部町地域活性化・生活対策基

金条例を次のように定める。平成２１年２月１６日提出、砥部町長中村剛志。

まず、提案理由でございますが、１枚めくっていただきまして、提案理由を

ご覧ください。今年度交付されることとなる地域活性化・生活対策臨時交付

金の一部を基金に積み立てて、地域活性化等に資する事業の実施に要する経

費に充てるため提案するものでございます。これは、２０年度に交付される

国の交付金を財源といたしまして、２０年度に基金を積み立て、２１年度に

実施する事業の財源とするものでございます。２１年度に想定しております

のは、消防ポンプ車の購入など、地域の身近なものに限定しております。そ

れでは、元に戻っていただいたらと思います。内容でございますが、まず第

１条、設置でございますが、地域活性化及び生活対策に資する、きめ細かな

インフラ整備などを進めるため砥部町地域活性化・生活対策基金を設置する。
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第２条、積み立て。基金として積み立てる額は、町が交付を受ける地域活性

化・生活対策臨時交付金のうち、予算に定める額とする。３，５００万円を

想定しております。第３条、管理。第４条、運用基金の処理。第５条、繰替

運用は省略させていただきまして、処分でございますが、第６条、基金は、

町長が地域活性化及び生活対策に資する事業のため必要と認めるときは、そ

の全部又は一部を処分することができる。 後に附則でございますが、この

条例は、公布の日から施行するものでございます。以上、ご審議賜りますよ

うよろしくお願いいたします。  
○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。  
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありま

せんか。  
［討論なし］ 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 

議案第１号の採決を行います。本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。  
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１号 砥部町地

域活性化・生活対策基金条例の制定については可決されました。  
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 議案第２号 砥部町一般会計補正予算 (第４号 ) 

日程第６ 議案第３号 砥部町後期高齢者医療特別会計補正予算 (第１号 ) 
（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 日程第５ 議案第２号及び日程第６ 議案第３号まで

の平成２０年度補正予算に関する２件を一括議題とします。本案について、

提案理由の説明を求めます。松下企画財政課長。  
○企画財政課長（松下行吉） それでは、議案第２号及び議案第３号につい

て、ご説明申し上げます。まず、議案第２号平成２０年度砥部町一般会計補

正予算第４号でございます。お手元の予算書１ページをお願いいたします。

平成２０年度砥部町一般会計補正予算第４号は、次に定めるところによる。

第１条としまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億５８

４万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６７億７，２

０６万７千円とするものでございます。平成２１年２月１６日提出、砥部町
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長中村剛志。先ほど町長のごあいさつの中でもありましたように、国の二次

補正を受けまして、町の予算に計上するものでございます。まず第１点目と

しまして、定額給付金でございますが、歳出の１０ページ、１１ページをご

覧ください。２款１項１５目定額給付金事業費を新たに設けました。総額は、

３億６，１３９万７千円でございます。そのうち、この目の一番下の所に１

９節負担金補助及び交付金とございますが、給付金として交付いたしますの

は、３億４，６０８万８千円を計上しております。それ以外のもの、職員手

当でありますとか、賃金、需用費等は事務費としまして１，５３０万９千円

をトータルで計上しております。続きまして、子育て応援特別手当でござい

ます。これにつきましては、幼児教育期の子育てを支援するため２０年度に

限り第２子以降、３歳から５歳の子供に３万６千円を支給するものでござい

ますが、そのすぐ下の３款民生費２項児童福祉費１目児童福祉総務費に１，

３９５万２千円を追加計上いたしております。１ページめくっていただきま

して、予算書の１２ページ、１３ページをご覧ください。子供応援手当とし

て支給する額は、１９節負担金及び交付金にございますように、１，３０６

万８千円を計上しております。その他、事務費として８８万４千円を計上し

ております。次に、地域活性化･生活対策臨時交付金の関係でございますが、

８款土木費１０款教育費、１３款諸支出金に計上しております。まず、土木

費の２項３目の道路新設改良費でございますが、１億５千万円を計上しまし

た。工事請負費として、町道緊急舗装改修工事費として１億５千万円を計上

いたしております。次に、１０款教育費でございますが、１項１目学校管理

費の中に、４，５５０万円を計上いたしました。小学校の地上デジタルへの

対応事業ということで、関係テレビの買い替え等を予定しております。１５

節工事請負費は６５０万円。備品購入費が３，７８４万９千円でございます。

その他、手数料と委託費を組んでございます。次に、先ほどご提案いたしま

した基金の関係でございますが、１３款諸支出金１項７目地域活性化･生活対

策基金費を新たに計上いたしまして、３，５００万円を積み上げるものでご

ざいます。一般会計は以上のとおりでございます。  
 続きまして、後期高齢者医療特別会計補正予算第１号でございますが、予

算書１ページをお願いいたします。議案第３号、砥部町後期高齢者医療特別

会計補正予算第１号は、次に定めるところによる。第１条、既定の歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ２２２万６千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２億２６０万７千円とする。平成２１年２月１６日提

出、砥部町長中村剛志。これにつきましては、国の一次補正に伴いまして、
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後期高齢者被用者保険の被扶養者に対する負担軽減措置を２２年３月末まで

延長するなどの保険料軽減対策及び保険料徴収に係るシステムの開発経費で

ございまして、補正額はすべて国費で賄われます。以上、ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。  
○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。１６番、三谷喜好君。  
○１６番（三谷喜好） 今回政府が、まだ決定されておりませんが、定額給

付金、砥部町には３億４，６０８万８千円を給付される予定でございます。

２月１日現在までに生存されておった方、もちろん、住民基本台帳に載って

おいでる方というのは分かりますが、もし、可決されたならば、砥部町はい

つ実施するのかというのがまず第１点とこの１８歳未満は、２万円。１万２

千円プラス８千円です。６５歳以上も８千円がプラスされます。そこまで分

かっているのなら、１８歳未満が約何人いるのか。そして、６５歳以上の方

がどれくらいいらっしゃるのか、報告を受けると住民の方から私どもに尋ね

られてもお答えができるのですが、２点をお尋ねしたいと思います。  
○議長（西村良彰） 松下企画財政課長。  
○企画財政課長（松下行吉） まず実施の時期でございますが、これはまだ

国の定額給付については、国の関連法案が通っていないということで、それ

を待っての案内ということになろうと思います。ただ、今から準備をいたし

ましても１カ月以上は作業にかかりますので、今年３月末までにご案内がで

きれば、早い方ではないかというふうに考えております。２点目の対象者で

ございますが、まず、外国人登録されておる方と住基に登録されておる方が

ございます。外国人の方が６１名。住基の方が２万２，７２７名。これはあ

くまでも現時点での数字でございますので、この後、転入転出とかいろいろ

な条件が重なって、数値に動きがあるということでご記憶いただきたいので

すが、その住基の中で１８歳以下の方が３，９４２人。６５歳以上の方が、

５，１３１人ございます。それ以外の方が１９歳から６４歳の方になります。

外国人の方で１８歳以下の方が６人おいでます。外国人の方には６５歳以上

の方はいないようでございます。以上のような状況でございます。  
○議長（西村良彰） １６番、三谷喜好君。  
○１６番（三谷喜好） だいたいの見当はつきました。ただ一つ私どもが聞

かれてお答えをできなかったわけですが、２月１日までの生存をされておい

でた方ということが基本でございますが、仮に、お年寄りの方で、振り込む

のにも振り込めない、その人の口座もないというときには、このお金は国に
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返すのか、あるいは、砥部町のお金になるのかその点もお尋ねしておきます。  
○議長（西村良彰） 松下企画財政課長。  
○企画財政課長（松下行吉） 三谷議員さんの質問にお答えします。まず、

お年寄りなどで口座がないとか特殊なことがあると思うのですが、そういう

方には現金給付とか、臨機応変に対応する考えでございますが、口座へ入れ

させていただくというのが大前提でございまして、現金給付がたくさんにな

るというのは想定しておりませんけれども、細かな対応をさせていただきま

す。申請がなかった場合について、申請期間は６カ月間みておりますけど、

この間にご案内して、申請がなかった方のお金については、国に返還するこ

とになろうと思います。 

○議長（西村良彰） １１番、宮内光久君。  
○１１番（宮内光久） ひとつお尋ねします。子育て応援特別手当でござい

ますが、１，３６８万円、この度支援費としておりてまいりますが、今砥部

町で現在第２子、３歳から５歳までの子供さんが対象者として何名おられま

すかお答えください。  
○議長（西村良彰） 大西介護福祉課長。  
○介護福祉課長（大西潤） 宮内議員さんのご質問にお答えします。該当者

につきましては、３６３名で予算を計上しております。以上で終わります。 

○議長（西村良彰） 他にございませんか。質疑を終わります。  
討論、採決については１件ずつ行います。  
議案第２号 平成２０年度砥部町一般会計補正予算第４号について討論を

行います。討論はありませんか。  
［討論なし］ 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 

議案第２号の採決を行います。本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。  
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第２号 平成２０

年度砥部町一般会計補正予算第４号については可決されました。  
議案第３号 平成２０年度砥部町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号

について討論を行います。討論はありませんか。  

［討論なし］ 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 

議案第３号の採決を行います。本案は原案のとおり決定することにご異議
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ありませんか。  
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第３号 平成２０

年度砥部町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号については可決されまし

た。これで本日の議事日程は、すべて終了しました。会議を閉じます。町長

ごあいさつをお願いします。中村町長。  
○町長（中村剛志） 閉会にあたり一言お礼を申し上げます。議員の皆様に

は慎重にご審議を賜り、上程させていただきました議案いずれもご議決いた

だきましたことに、心よりお礼を申し上げます。ご議決いただきました定額

給付金をこれからどのように交付するか、極めて大変な作業になると思いま

す。どうか円滑に交付できますよう町民の皆様、議員の皆様のご理解とご協

力をお願い申し上げます。さて、三寒四温、次第に春めいてまいりました。

しかしながら、まだまだ寒い日が続くと思われます。議員の皆様には、お体

に十分気を付けられ、お仕事に、また、町政進展にご尽力・ご活躍を賜りま

すようお願い申し上げ、お礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。  
○議長（西村良彰） 以上をもって、平成２１年第２回砥部町議会臨時会を

閉会します。  
 

午前９時５６分 閉会 
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地方自治法第１２３条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ない

ことを証明するためにここに署名する。 

 

砥部町議会議長  西村 良彰 

 

議員  松﨑 浩司 

 

議員  大平 弘子 


