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               １号） 

  日程第４  議案第７９号 平成２１年度江田島市後期高齢者医療特別会計補正予 

               算（第１号） 

  日程第５  議案第８０号 平成２１年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別 

               会計補正予算（第１号） 

  日程第６  議案第８１号 平成２１年度江田島市公共下水道事業特別会計補正予 

               算（第２号） 

  日程第７  議案第８２号 平成２１年度江田島市公共下水道事業（能美地区）会 

               計補正予算（第１号） 

  日程第８  議案第８３号 平成２０年度江田島市一般会計歳入歳出決算の認定に 

               ついて 

  日程第９  議案第８４号 平成２０年度江田島市国民健康保険特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

  日程第１０ 議案第８５号 平成２０年度江田島市老人保健特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

  日程第１１ 議案第８６号 平成２０年度江田島市後期高齢者医療特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

  日程第１２ 議案第８７号 平成２０年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別 

               会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第１３ 議案第８８号 平成２０年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘 

               定）特別会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第１４ 議案第８９号 平成２０年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会 

               計歳入歳出決算の認定について 

  日程第１５ 議案第９０号 平成２０年度江田島市港湾管理特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

  日程第１６ 議案第９１号 平成２０年度江田島市漁港管理特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

  日程第１７ 議案第９２号 平成２０年度江田島市公共下水道事業特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

  日程第１８ 議案第９３号 平成２０年度江田島市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 

  日程第１９ 議案第９４号 平成２０年度江田島市地域開発事業特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

  日程第２０ 議案第９５号 平成２０年度江田島市公共下水道事業（能美地区）会 

               計決算の認定について 

  日程第２１ 議案第９６号 平成２０年度江田島市交通船事業会計決算の認定につ 

               いて 

  日程第２２ 議案第９７号 平成２０年度江田島市国民宿舎事業会計決算の認定に 

               ついて 
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  日程第２３ 議案第９８号 平成２０年度江田島市水道事業会計決算の認定につい 

               て 

  日程第２４ 議案第９９号 （仮称）新寄濤住宅新築工事（建築・昇降機設備）請 

               負契約の変更について 



 

－６４－ 

開会（開議)  午前１０時００分 

 

○議長（上田 正君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２５名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２１年第５回江田島市議会定例会２

日目を開会します。 

 これより、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あります。 

 

日程第１  議案第７６号 

 

○議長（上田 正君）  日程第１「議案第７６号 平成２１年度江田島市一般会計補

正予算（第２号）」を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  改めましておはようございます。 

 昨日に引き続いての定例会２日目でございますが、昨日の厚生省の発表によりますと、

新型のインフルエンザの予防薬は１，７００万しか用意はできんのじゃけど、かかった

場合の治療薬については、いわゆるタミフルというような治療薬ありますけど、その分

については７，０００万ほどあるから、治療については心配ないというような昨日の厚

生省の発表がありましたが、予防薬はないわけなんで、とにかくみんなでかからんよう

に気をつけるしかないんじゃないかというように思います。昔から、一風吹いたら１億

円の金が飛ぶという、それは国保の会計の関係でですね、ちょっとしたインフルエンザ

がはやりますと、国保の会計が１億余分に医療費がいるようなことがありますので、こ

れはみんなでとにかくかからないように注意をしなければと、昨日も新聞見てましてそ

ういうように感じたところでございます。 

 また、今日は傍聴者の数は、昨日ほどはありませんけれども、よくおいでいただきま

した。心からお礼申し上げます。 

 それでは、ただいま上程されました議案第７６号「平成２１年度江田島市一般会計補

正予算（第２号）」でございます。 

 平成２１年度江田島市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億７，０６０万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６８億２，８５０万円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務分行為補正」による。 

 （地方債の補正） 
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第３条 地方債の追加及び変更は「第３表 地方債補正」による。 

 内容につきましては、総務部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  酒永総務部長。 

○総務部長（酒永光志君）  それでは、一般会計補正予算（第２号）について、歳入

歳出補正予算事項別明細書で説明をいたします。 

 予算書３２・３３ページをお願いします。 

 最初に歳入からでございます。 

 ９款１項の地方特例交付金は１４８万４，０００円の減額計上で、交付額の確定に伴

う補正でございます。 

 ２項の特別交付金は３８万１，０００円の増額計上で、交付額の確定に伴う補正です。  

 次に、１０款の地方交付税は２，３３８万円の減額計上で、普通交付税額が確定した

ことに伴い補正をするものです。 

 次に、１２款分担金及び負担金 １項分担金 １目農林水産業費分担金は１２０万円

の増額計上です。小規模崩壊地復旧事業地元分担金の補正です。 

 ２目災害復旧費分担金は１，１６７万円の増額計上で、農地災害復旧費分担金の補正

です。 

 続いて、３４・３５ページに移ります。 

 次に、１４款国庫支出金 １項国庫負担金 ２目災害復旧費国庫負担金は１，４１４

万円の増額計上です。 

 次に、２項国庫補助金 １目民生費国庫補助金は２，７４４万１，０００円の増額計

上で、子育て応援特別手当補助金及び住宅手当補助金の補正です。 

 ２目衛生費国庫補助金は１，４６８万７，０００円の減額、３目土木費国庫補助金は

５，２０６万５，０００円の増額、５目総務費国庫補助金は２，５６０万１，０００円

の増額、６目農林水産業費国庫補助金は７００万円の増額計上で、いずれも地域活性

化・経済危機対策臨時交付金に係る補正です。 

 続いて、３６・３７ページに移ります。 

 次に、３項委託金 １目総務費委託金は１０万円の増額計上で、自衛官募集事務委託

金の増額に伴う補正です。 

 次に、１５款県支出金 ２項県補助金 １目総務費県補助金は１，１６０万円の減額

計上で、石油貯蔵施設立地対策等交付金の事業変更に係る補正です。 

 ４目農林水産業費県補助金は７００万円の増額計上で、小規模崩壊地復旧事業費補助

金に係る補正です。 

 ５目土木費県補助金は２，１２０万円の増額計上で、石油貯蔵施設立地対策等交付金

の事業変更に係る補正と、元気づくり緊急交付金に係る補正です。 

 ７目教育費県補助金は１，３４０万円の増額計上で、県合併推進交付金の充当変更と

元気づくり緊急交付金に係る補正です。 

 ８目災害復旧費県補助金は２，７７６万８，０００円の増額計上で、現年災害農業施

設復旧費、農業施設復旧費、林道施設災害復旧費に係る補助金の補正です。  

 続いて、３８・３９ページに移ります。 
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 次に、９目労働費県補助金は１，４７６万８，０００円の増額計上で、緊急雇用対策

事業費県補助金の補正です。 

 次に、１８款繰入金 ２項基金繰入金 １目財政調整基金繰入金は１億２５４万１，

０００円の増額計上です。 

 次に、１９款繰越金 １項繰越金は２億６，３８７万６，０００円の増額計上です。

今回、補正に係る一般財源分として財政調整基金とともに前年度繰越金を計上をしたと

ころでございます。 

 次に、２０款諸収入 ５項雑入は５４０万６，０００円の増額計上で、社会保険料、

漁協からの合併補助金の返還金等の補正です。 

 続いて、４０・４１ページに移ります。 

 ２１款１項市債 ３目土木債は１億３，９７０万円の増額計上で、下水道整備事業債

から過疎債に変更できたものの補正です。 

 ５目臨時財政対策債は７０万６，０００円の減額計上で、発行額を確定のため補正す

るものです。 

 ７目総務債は５，９８０万円の増額計上で、一般単独事業債の合併特例債を活用し、

江田島小学校の借地であります国有地を購入する財源の補正でございます。  

 ８目災害復旧事業債は２，７４０万円の増額計上で、農林水産施設及び土木施設の災

害復旧のための事業債の補正です。 

 続いて、歳出に移ります。 

 今回、歳出の補正の主な項目は、７月の豪雨災害の災害復旧費と、先般の全員協議会

において説明をしました地域活性化・経済危機対策臨時交付金２次分の各事業の補正、

それと４月の人事異動と組織改編に伴う人件費の補正等でございます。なお、人件費の

補正につきましては、各款・項・目にそれぞれ計上をしておるところでございます。 

 ４月の人事異動と組織改編、それらに伴う給与費関係予算の補正、それと予算編成以

後の早期退職者の人件費の減額補正等を各款・項・目において補正計上しております。

その合計につきましては、７６ページ、７７ページの給与費明細書でお示しをしておる

ところでございます。 

 なお、育児休業や病気休暇取得者等につきましては、今後の動向もあり３月議会での

補正対応にさせていただいております。 

 予算書４２ページ、４３ページをお願いします。 

 最初に１款の議会費は３５万円の増額計上で、人件費の補正です。 

 ２款の総務費 １項総務管理費 １目一般管理費は７，０８１万５，０００円の増額

計上で、庁舎の維持管理事業費で非常用発電設備の整備と人件費の補正です。  

 ５目財産管理費は６，６０２万３，０００円の増額計上で、先般の全員協で説明をし

ております江田島小学校の国有地借地部分の購入費と、三高港待合所のトイレ改修等に

係る補正です。 

 続いて、４４・４５ページに移ります。 

 ６目企画費は２０万９，０００円の増額計上で、生活交通維持対策事業費でバス方向

転換地の借地料、基地対策事業費で自衛官募集事務の広報物品の購入に係る補正です。  
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 １１目安全対策費は２９３万２，０００円の減額計上で、石油貯蔵施設立地対策等交

付金事業の事業変更に伴う減額と、防災事業費としては災害時給水活動として給水車購

入に係る補正でございます。 

 １２目支所費は６，３４４万円の減額計上で人件費の補正です。 

 続いて、４６・４７ページに移ります。 

 １３目集会所施設費は７５万５，０００円の増額計上で、集会所等管理運営事業費と

して修繕料に係る補正でございます。 

 次に、２項徴税費 １目の税務総務費は５９０万４，０００円の減額計上で人件費の

補正です。 

 次に、３項１目の戸籍住民基本台帳費は１００万円の増額計上で人件費の補正です。  

 続いて、４８・４９ページに移ります。 

 ３款民生費 １項社会福祉費 １目の社会福祉総務費は４３３万円の増額計上で、国

民健康保険特別会計の繰出金と人件費の補正です。 

 ３目老人福祉費は２３４万１，０００円の増額計上で、老人集会所等管理運営事業と

して老人集会所維持工事や、介護保険特別会計への繰出金に係る補正です。  

 ６目隣保館費は２８万円の増額計上で、隣保館管理運営事業費として修繕料の補正で

す。 

 ９目住宅手当緊急特別費は８２７万７，０００円の増額補正で、住宅手当緊急特別事

業に伴う補正でございます。 

 続いて、５０・５１ページに移ります。 

 ２項児童福祉費 １目児童福祉総務費は１０５万円の増額計上で、人件費の補正です。 

 ２目児童措置費は１，９１６万４，０００円の増額計上で、子育て応援特別手当事業

費に係る補正です。 

 続いて、５２・５３ページに移ります。 

 ３目保育園費は１，４８１万円の減額計上で、人件費に係る補正です。 

 ３項生活保護費 １目生活保護総務費は１１０万円の増額計上で、人件費に係る補正

です。 

 次に、４款衛生費 １項保健衛生費 １目保健衛生総務費は８７０万円の増額計上で、

人件費に係る補正です。 

 続いて、５４・５５ページに移ります。 

 ４目健康増進費は５４３万７，０００円の増額計上で、子宮がん・乳がん等、女性特

有のがん検診推進事業費に係る補正です。 

 ２項清掃費 １目清掃総務費は５８０万円の減額計上で、人件費に係る補正です。 

 ２目塵芥処理費は４４７万４，０００円の増額計上で、樹木選定枝葉のチップ化のた

めの機械購入等、家庭一般廃棄物収集運搬事業費に係る補正です。 

 続いて、５６・５７ページに移ります。 

 ３目浄化センター管理費は２，２００万円の減額計上で、し尿処理施設更新整備事業

費の変更に伴う補正です。 

 次に、５款労働費は１，５３７万４，０００円の増額計上で、緊急雇用創出事業費に
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係る補正です。 

 次に、６款農林水産業費 １項農業費 ２目農業総務費は５５万円の増額計上で、人

件費ほか農業振興施設維持管理事業費に係る修繕料の補正です。 

 続いて、５８・５９ページに移ります。 

 ５目農村整備費は７３２万円の増額計上で、人件費ほか農業用施設維持管理事業費で

農道長谷線・三高ダム管理道路の維持工事費の補正です。 

 次に、２項林業 ３目の治山事業費は１，５１０万円の増額計上で、三吉中小路・津

久茂山林の小規模崩壊地復旧事業費に係る補正です。 

 続いて、６０・６１ページに移ります。 

 次に、３項水産業費は１目水産業総務費１６０万円の増額計上で、人件費に係る補正

です。 

 ２目水産業振興費は３００万円の増額計上で、水産業振興対策事業費で漁協合併補助

金の返還に係る補正です。 

 次に、７款商工費 １項商工費 １目商工総務費は３５０万円の増額計上で人件費に

係る補正です。 

 ３目観光費は財源変更でございます。 

 続いて、６２・６３ページに移ります。 

 ８款土木費 １項土木管理費 １目土木総務費は３，２１０万円の増額計上で、人件

費に係る補正です。 

 次に、２項道路橋りょう費 １目道路維持費は１，２５５万８，０００円の増額計上

で、寄涛海岸道路維持等、道路維持管理事業費に係る補正です。 

 ２目道路新設改良費は２，３１０万円の増額計上で、石油貯蔵施設立地対策等交付金

事業費で市道中郷鎌木線に係る補正です。 

 続いて、６４・６５ページに移ります。 

 ３項河川費 １目河川維持改良費は１，６３０万円の増額計上で、発電機の購入やポ

ンプ制御盤の修繕に係る補正です。 

 次に、４項港湾費 １目港湾管理費は６０万円の増額計上で、港湾管理運営事業費で

修繕料の補正です。 

 次に、５項都市計画費 １目都市計画総務費は１１９万円の減額計上で、人件費に係

る補正です。 

 ２目公共下水道事業費は１億４，０６２万８，０００円の増額計上で、下水道整備事

業債から過疎債への変更に伴う、公共下水道事業特別会計繰出金等の補正です。 

 続いて、６６・６７ページに移ります。 

 ３目都市下水路費は４，８１９万円の増額補正で、土砂浚渫やポンプ増設、ポンプ場

修繕等、都市下水路維持管理事業費に係る補正です。 

 次に、６項住宅費 １目住宅総務費は６１万円の減額計上で、人件費に係る補正です。 

 次に、９款消防費 １項消防費 １目常備消防費は１，５３０万円の減額計上で、人

件費に係る補正です。 

 続いて、６８・６９ページに移ります。 
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 １０款教育費 １項教育総務費 ２目事務局費は３６３万円の減額計上で、人件費に

係る補正です。 

 次に、２項小学校費 １目学校管理費及び３項中学校費 １目学校管理費はいずれも

財源更正です。 

 続いて、７０・７１ページに移ります。 

 ５項社会教育費 １目社会教育総務費は５４０万円の増額計上で、人件費に係る補正

です。 

 ３目公民館費は１，１０６万６，０００円の増額計上で、各公民館の修繕料、空調設

備の維持工事に係る補正です。 

 次に、６項保健体育費 ２目社会体育施設管理費は３４万９，０００円の増額計上で、

スポーツ施設管理運営事業費で修繕料の補正でございます。 

 ３目学校給食費は３１６万円の増額計上で、人件費に係る補正です。 

 続いて、７２・７３ページに移ります。 

 １１款災害復旧費 １項農林水産施設災害復旧費 １目農地災害復旧費は３，２４８

万６，０００円の増額計上で、７月豪雨災害の農地災害復旧事業費に係る補正です。  

 ２目農業施設災害復旧費は５，１６８万４，０００円の増額計上で、７月豪雨災害の

農業施設災害復旧事業費に係る補正です。 

 ３目林業施設災害復旧費は１，７０８万５，０００円の増額計上で、７月豪雨災害の

林業施設災害復旧事業費に係る補正です。 

 続いて、７４・７５ページに移ります。 

 ２項土木施設災害復旧費 １目土木施設災害復旧費は９，２７６万１，０００円の増

額計上で、７月豪雨災害の土木施設災害復旧事業費に係る補正です。 

 次に、１３款諸支出金 １項基金費 １目財政調整基金費は１億７，８００万円の増

額計上で、地方自治法第２３３条の２及び地方財政法第７条に基づく平成２０年度の歳

計剰余金処分としての、財政調整基金への積立金でございます。 

 以上、歳入歳出合計それぞれ７億７，０６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１６８億２，８５０万円とする補正でございます。 

 ７６・７７ページに給与費明細書、７８ページに地方債調書をお示ししております。 

 予算書７ページにお戻りください。 

 第２表 債務負担行為補正として、基幹系システム再構築運用保守委託、期間は平成

２２年度から２６年度、限度額４億３，６４６万円、１件を追加を計上しております。 

 続いて、予算書８ページをお願いします。 

 第３表 地方債補正として、追加５件を計上しています。内容は、一般単独事業債の

合併特例債５，９８０万円、災害復旧事業債の現年補助分として、農業用施設６８０万

円、林業施設２４０万円、土木施設７００万円、同じく災害復旧事業債の現年単独分と

して土木施設１，１２０万円の限度額のお願いをしております。 

 次に、地方債の変更として、下水道整備事業費に係る過疎対策事業債の限度額７，６

９０万円を２億１，６６０万円に増額、臨時財政対策債の額の確定に伴い、限度額７億

２，８００万円を７億２，７２９万４，０００円に減額のお願いをしております。  
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 以上で説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  以上で説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １６番 鎌田議員。 

○１６番（鎌田哲彰君）  事項別明細の中で、まず４９ページ、一番下の９目の住宅

手当緊急特別事業費というのはどんなものか。 

 同じく５３ページ、一番上の保育園費の児童措置費ですか、それの子育て応援特別手

当交付金、これはどんなものなのか。 

 それと、次に、５７ページ、衛生費、清掃費の中のこの間説明があった樹木剪定枝葉

チップ事業補助金、これは例のチップをする機械を買われるものだと思うんですが、そ

れの能力とか、またどこに設置しておくのか。そして、その使用方法ですね、どういっ

た形で使用できるのか、要望等々。 

 それと、その下の労働対策費の中の農産物産地化推進業務委託費、これは８５３万９，

０００円、どういうものなのか。 

 次のページ５９ページ、目が違うんであれなんですけども、一番上の００３農業振興

施設維持管理事業費９４万なんですけども、その下の農村整備費の中の同じく似たよう

なちょっと違うんですが、農業用施設維持管理事業費、どこがどう違うてどういったも

のなのか。 

 それと、６３ページ、土木費の中の道路維持費、法定外公共物改良工事補助金、この

法定外公共物いうのは何を指すのか。 

 それと、６７ページ、一番上の都市下水路費ですが、その都市下水路維持管理事業費

のその都市下水路いうのはどこを指すのか。とりあえずあれだけ教えてください。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  はじめに４９ページの住宅手当緊急特別事業費のこ

とについて説明します。 

 この事業は、経済危機対策の一貫の事業としまして、国が全額補助するものでござい

まして、離職者であって、就労能力及び就労意欲のあるもののうち、住宅を喪失してい

る者または喪失する恐れのある者に対して、住宅手当を６カ月を限度として支給をして、

これらのものの住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うものでございます。一応、

これにつきましては１０月号の広報に載せる予定にしております。一応人数としまして

は４９名で、月が３万３，０００円、一応、４．５カ月分を組んで７２７万７，０００

円としております。 

 それと、その下の５１ページですか、子育て応援特別手当事業費についてでございま

すが、これも同じように経済危機対策の一貫の事業としまして、幼稚園または保育園に

共通して通う年代でありますね、ですから３歳から５歳までの方に対しまして、一人当

たり３万６，０００円を支給するというものでございます。１０月１日現在の住所地で

受付するというふうになっております。以上です。 

○議長（上田 正君）  西山市民生活部長。 
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○市民生活部長（西山弘行君）  ５７ページの上段の方にあります２５０万の負担金

の件でございます。この事業は、シルバー人材センターが実施する剪定のチップ化、堆

肥としてリサイクル事業に２５０万を投入するということでございます。これの能力で

すけれども、シルバー人材センターの方からの考え方、申請はですね、今、能力ある１

８センチの枝が入るような能力のあるものをリースをしてやっていくというふうに聞い

ております。 

 これはシルバー人材センターの方が設置するということですので、シルバー人材セン

ターの方の事務所の方にと理解しております。 

 ５５ページの下段の方にあります部分が、これはうちの方が備品として購入して設置

をしたいというふうに、これも同じようなシルバー事業で使っているものでありますけ

ども、この方は、一応２台買おうというふうにしております。これは最大処理の経が１

０センチの分を予定しております。これは営利を目的としない団体とか、個人に貸し出

すということで、現在ではリレーセンターの横にリサイクルの施設を設置しますけども、

あそこに今置いて貸し出すというふうな考え方をしています。 

○議長（上田 正君）  島本産業部長。 

○産業部長（島本俊明君）  まず、５７ページの農産物産地化推進業務委託料でござ

いますが、これは国の雇用創出のための交付金事業でございまして、これには直接市が

実施する緊急雇用創出事業と、もう１つ、企業等へ委託するふるさと雇用再生特別交付

金事業というのがございます。これは、ふるさと雇用再生特別交付金事業の方でござい

まして、平成２０年度にスイトピー能美島という、農事組合法人が設立されております。

ここへ委託料を出してスイトピーの特産化と雇用創出を委託するものであります。 

 それと、５９ページ、上の農業振興施設維持管理事業費のこれは沖美の産品開発セン

ター、これの水道管の修繕等でございます。施設の修繕料でございます。 

 それから、下の農村整備費の農業用施設維持管理事業というのは、ほかに地域活性

化・経済危機対策臨時交付金事業で実施するものでございまして、今回、豪雨の災害で

被災を受けた場所ではございますが、農道長谷線の法面の改良、それから三高ダムの管

理道路の改良工事、災害の方の補助に採択ならないものですからそれで実施するもので

あります。以上でございます。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  ６３ページの真ん中の法定外公共物でございますけ

れども、一般的に道路とか河川とかいう公共物ございますけれども、道路法上道路、例

えば市道、それから河川法上の河川、１級河川・２級河川全部、それ以外の里道・水路、

いわゆる赤線・青線と思っていただければいいかと思います。これについては、そうい

ったものの改修については、地元３割負担でお願いしているところでございます。 

 これと、６７ページの都市下水路でございますけれども、これは下水道事業の中では、

汚水対策と雨水対策ございます。下水道事業で都市下水路事業として排水対策、雨水対

策をしている水路でございます。こういったものが対象になります。今回のこの事業に

ついては、このたびの７月末の豪雨で被害を受けました大原ポンプ場の関係も貯水池内

の汚泥除去とか、ポンプの稼動水位のシステムの変更、こういったものを担当していま
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す。以上です。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

 ２４番 山木議員。 

○２４番（山木信勝君）  財政調整基金の取崩しと積立もやっとるわけなんですがね、

この間の財政計画の説明でですね、２６年度までに総予算は１２０億円代、財政調整基

金、減債基金５億円を確保するということを全力で取り組みますいうことなんですがね、

この５億円ぐらいじゃあ無理じゃないですか。２６年までに１０億以上は財調だけでも

ね、積立をしないといけん思うんですよ。この辺どう考えておるんかの、この度も積立

が多いんですけどね。積立は多くはなるんですけど、２６年までには１０億以上はどう

しても積立をせんにゃあ間に合わん思いますよ。２７年度から段階的に一本算定になり

ますよね、地方交付税。そうすると５年後には１３億５，０００万ほど減るわけですか

らね。こういうことじゃあいかん思うんじゃが、市長どう考えとるんかね、これは。お

伺いします。 

○議長（上田 正君）  酒永総務部長。 

○総務部長（酒永光志君）  財政調整基金の関係でございますが、前回、提示をさせ

ていただきました財政運営方針の中でですね、５億円を目標に基金は残していきたいと

いうことを示させていただいております。ただ、この数字について、ほいじゃあ絶対の

ものか、また国に５億円の上積みをして１０億円が可能なものかというのはですね、こ

れからのやっぱり財政運営の中にあると思います。例えば、この度の補正のようにです

ね、国の方で、臨時経済対策ということで、例えば本市の場合に５億円なら５億円のお

金がおりてきた場合にですね、その５億だけでなくてどうしても一般財源分をそこに上

積みをして事業実施をしていかなければならないいうことがございます。これが平成２

０年度から平成２１年今年度にかけて、随分の臨時危機対策の関係の交付金がおりてき

ております。それに対してですね、やはり一定の財政調整基金等のいわゆる用意が必要

だということで、２４番議員のご指摘のようにですね、例えば５億円で大丈夫なのかと

か、また５億円を上積みして１０億円を残していくのに大丈夫かというようなご指摘が

あったわけでございますが、先ほど申しましたようにですね、これからの財政運営をよ

り一層厳密にいたしまして、まず財政運営方針に掲げておりました５億円の確保、それ

にまた上積みができるようであれば努力をするということでございます。お願いします。  

○議長（上田 正君）   ２４番 山木議員。 

○２４番（山木信勝君）  努力する、努力する言うてどういうふうにするんか言うて

もらわんにゃ、具体的に言うてもらわんとね、これは。市長さん、そういう気あるんで

すか。 

○議長（上田 正君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  その気があるのか言うような質問ですがね、あるから書類を

今までも出しとるわけですよ。ないものは出さんのですよ。ただね、ただ今回の、昨年

度から今年度にかけて、景気を底入れするために国が補正をどんどん組んでですね、地

方へ交付金をもってきたわけですよ。ほいじゃあその交付金なんかいらん言うて返すん

ならええですよ、何もせん言うならええですよ。あなたも議員としてですね、議員活動
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としていろんなことを行政じゃなんかに要望したり、市民の方から要望きたりいろんな

ことあるわけですよ。我々としたら、どうしてもこれは最低限必要な市民の要望じゃと

いうことで事業をしとるわけです。それは、これからのもう５～６年のスパンの中でで

すね、そこへ平成２６年度へ積立金をできたら増やす、そして財源、とにかく財政の規

模は小さくせにゃいけんことはみんな我々わかっとるし、議員の皆様もわかっとるわけ

ですよ。それは、その年、その年の社会の情勢、また行政としてこれからもやらんにゃ

あいけん下水じゃとかそういったものはどうしても鹿川の処理場じゃなんかはどうして

もやらんにゃあいけんわけですよ。そことのにらみ合いを見ながらの話で、今できるか、

どれはどうなるかいう話をされたらですね、それ今わからん部分がありますよ、そりゃ

あ。ただ、全体としたら、必ずそこへ落ちつけんとですね、持続可能な江田島市へはい

かないいうことなんで、これはいつも言うように、執行部だけではなしに、議会も市民

も協力してもらわんといけんいうことを言っとるわけです。以上です。 

○議長（上田 正君）  ２４番 山木議員。 

 ３回目になるんで、これで最後になるんで充分答えが出せるような質問を。  

○２４番（山木信勝君）  市長ね、それじゃあ１０億以上ぐらいに２６年度までには

もっていくようなね、確保するようなお考えあるいうことでいいわけですね。わかりま

した。私もね、いろいろと義務的経費やなんかのことも考えたんです。人件費、扶助費、

公債費、公債費の方はだんだんちょっと減っておりますわね。人件費もかなり減るんじ

ゃないか思うんですよね。わしは２８億ぐらいにせにゃいけんのじゃないか思うんです、

２６年ぐらいにはね。人件費は。今が３７億ぐらい使っておりますからね、その辺を圧

縮すれば、必ずや１０億以上は財調だけですよ。減債基金は別で、できると思うんです

よね。ぜひお願いしたいと思います。 

○議長（上田 正君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  人件費の部分につきましては、先日の全員協議会でも説明申

し上げましたようにですね、合併後の職員の削減いうのは、約７０名、合併前と比べた

ら減っとるわけなんですけれども、先日、説明申しあげましたように、他の市町村と比

べてですね、類似の団体と比べて一般行政職員は、ほぼ似たような数字に実はなっとる

わけなんです。江田島市が職員が多い部分は、説明申しあげましたように、消防署員の

部分とですね、保育所の保育士さんの部分が多いいうことは説明、先日も申し上げまし

たんで、議員の皆さんもまだ覚えておられると思いますけれども、その部分をですね、

サービスを落として財政の規模を確保するか、要するに市民サービスを落とすか落とさ

んかの部分の判断にかかっとるわけです。これはもちろん我々執行部の判断もあります

けれども、市民の代表として選挙で選ばれた議会の皆さんもですね、そこの判断はです

ね、執行部がすることじゃいうことじゃあ通りませんよ。議員の皆さんも、消防署、鹿

川の出張所をですね、閉鎖したら６人か７人は減るんですよ。人件費が減るんです。サ

ービスを落とすのを皆さんもその判断をしてもらわんにゃあいけんわけですよ。保育所

の保育士を減す、そのことも執行部がただ判断するだけじゃあないんですよ。市民から

選ばれた議会の皆さんも、また市民そのものもそれを判断をせんといけんとこにきとる

わけです。ですから、私がいつも言うように、我々としたら、ちゃんとこういう計画を
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立てて、できるだけ計画に沿うように、計画が実現できるように一生懸命やりますよと

言っとるわけですから、できるだけ温かく見守って励ましちゃって、特に職員は一生懸

命実はやっております。昨日の一般質問の中にありましたが、先日の大雨のときなんか

も非常に迅速に対応してですね、私は昨日は申しあげませんでしたけれども、見舞いに

行った後なんかでもそうですけれども、非常に高齢者の方、能美側に１人と、こっちの

大柿側に１人、７０代の高齢者の女性の方がおったんですが、それは非常に危機一髪み

たいなとこが実はあったわけですよ。ただ、それを危機一髪じゃいう言葉をですね、私

が昨日の一般質問の中でするとですね、皆さん不安がりますので、そういうことは申し

上げませんでしたけれども、非常に職員は一生懸命やっております。ぜひ職員も我々含

めてですね、温かく励ましていただきたいと思います。以上です。 

○議長（上田 正君）  ほかにございませんか。 

 ５番 胡子議員。 

○５番（胡子雅信君）  すみません。５５ページなんですけれども、４款衛生費の４

目健康増進費ということで、女性特有のがん検診推進事業いうことで、こちらが増額に

なっております。これは当初、もともと見込んでいた検診者の数が増えたから増額なの

か、それとも今回、国からのそういった補助金等々の有効活用があることで、さらに特

に今、女性の乳がんとかそういったところでどんどんキャンペーンされているところが

あるんで、さらに増やして広報活動して、増やして受診していただくというふうなとこ

ろで盛り込まれたのか、その点を教えてください。 

 それと、すみません７６ページ、職員さんの給与費明細書ということで、この下に児

童手当はという、いわゆる地方自治法２０４条に規定する職員手当でないから、この表

に組まれてないというふうに書いておりまして、そう書かれるとどうしても聞きたくな

るものですから、こちらの方がどの程度の金額なのか。 

 それとあとは、７４ページ、基金費ということで、財政調整基金費というふうにこち

らの方はこういうふうに出ておりまして、この事項別明細書で７８ページのように地方

債の一欄は前前年度末とかですね、前年度末、または当該年度の残高見込み額というの

はしるされてなるほどよくわかるんですけども、各それぞれの基金の前年度末の残高と、

今回、補正しましたら崩したり、また入れたりというふうなことがありますので、でき

れば次回からの補正予算、もしくは補正予算が出た場合にですね、基金の表も一欄に入

れていただければわかりやすいと思うんで、その点お願いしたいと思うんですが。よろ

しくお願いします。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  ５５ページの女性特有のがん検診の推進事業費のこ

とにつきまして、議員おっしゃるとおりですが、この国の施策で経済危機対策の一環と

しまして、これだけ分を余分にやるということでございます。 

○議長（上田 正君）  酒永総務部長。 

○総務部長（酒永光志君）  給与費明細書の中で児童手当の関係ですが、すみません、

数字を持ち合わせておりませんので、またお知らせさせてください。 

 それと、いわゆる地方債の調書については示しておるけれども、基金関係のものが示
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されてないということでですね、これはちょっと検討させていただいてですね、できま

すればここの中でなくてですね、別紙でもし用意できるようでしたら、それを考えさせ

ていただくということで、これは宿題とさせてください。お願いします。 

○議長（上田 正君）   ５番 胡子議員。 

○５番（胡子雅信君）  すみません。あとがん検診というか、女性の分で、一応、財

源としては国がそういった臨時交付金等々で出てきたんでこれを充てますと。実際、今、

がん検診を女性の方で、そういったお金があるんで、さらにもっともっと、本当であれ

ば全員の女性にしていただきたいところなんですけれども、更に広報活動されていくと

いうことでよろしいでしょうか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  国がですね、一応５０％の受診率を目指していうこ

とで、この対策はなったらしいんですけどね。対象年齢はですね、子宮がんの方がです

ね、２０歳、２５歳、３０歳、３５歳、４０歳と、乳がん検診の方が４０、４５、５０、

５５、６０歳というふうに国が定めているわけでございます。この年で生年月日をひら

って対象者にうちから通知をするということでございます。以上です。 

○議長（上田 正君）  ほかにございませんか。 

 ２番 越野議員。 

○２番（越野哲也君）  ５３ページの今の、先ほど出た子育て応援特別手当金の支給

率ですね、ちょっとまだ行ってない人がおるんじゃないかいうのを聞いておりますので、

その辺の状況をちょっとお聞きしたいということと。 

 それから、７３・７４にかけて農業災害復旧事業費いうことで、７月の豪雨災害の予

算組まれていますけども、今の設計段階なのか工事段階なのか、金額ここ出てきますか

ら、ある程度設計段階なのか、もう着手寸前なのか、そういう今の現時点での状況につ

いてお伺いしたいと思います。 

 それともう１点、大まかな場所とかわかりましたらお願いします。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  子育て応援特別手当の事業費はですね、多分、議員

さんこんがらがっちょるんじゃろう思うんですけども、最初にですね、２人目から３歳

から５歳に３万６，０００円を出すいう制度があったんです。これは、この度１０月１

日現在以降に実施するわけでございますが、新たに今度は３歳か５歳の１人でも３万６，

０００円を出すという制度でございます。以上です。 

○議長（上田 正君）  島本産業部長。 

○産業部長（島本俊明君）  災害につきましては現在、測量等をして査定設計書をつ

くっておる段階でございます。 

 場所ですが、たくさんあるんですが、また後ほど、あるんですがまとめたのが、お知

らせするという方向でよろしいですかね。箇所数があんまり多いので。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  土木の方はですね、災害復旧に当たりましては補助、

国の負担をもらう補助災害復旧事業等、単独でやる事業ございますけれども、補助災害
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復旧事業につきましては、６月１６日に国の災害査定手続を経まして、それでオッケー

になりましたら着手するようになります。その関係で、災害復旧申請をしようと思うと、

写真とかですね、図面とかですね、そういったものをつけなきゃいけないんで、そうい

ったものの委託費を計上しています。それとプラス用地、測量費等ですね、そういった

ものをつけています。 

○議長（上田 正君）   ２番 越野議員。 

○２番（越野哲也君）  本件のことに数字のことにはちょっとだけ外れるんですけれ

ども、いわゆる単独事業とか小規模な復旧についてね、明らかにちょっと遅いんじゃな

いかというふうに私は感じるわけなんです。一例を出すと、道路が崩れてふさいだ、土

留め工事を当番の業者さんがやる。そこでまた、ある一定の額以上になりそうだったら

入札をかけて、場合によっては違う業者さんが入ってくる。撤去してまたやるいうよう

な非常にむだな状況があるんです。災害時においてはですね、通常の入札過程ではなく、

例えば、入札の限度額をちょっとアップしても早急にやってしまうというような方向の

検討いうのはちょっとできないものかなというふうに、余りにも対応が遅く感じるもの

ですからね。ちょっとそれ感じました。ちょっとそれについて。 

○議長（上田 正君）  島本産業部長。 

○産業部長（島本俊明君）  応急的なものについては、順次やっております。ただ、

国の補助をいただいてやる復旧につきましては、査定を受けてからでないとできないも

のですから、これは林道関係では９月の末２９日だったと。それから農業の方は１０月

２日査定の予定でございます。 

○議長（上田 正君）   ２番 越野議員。 

○２番（越野哲也君）  そうすると、小規模なもの、単独とか国に補助を要しないも

のについては、もう既に完全復旧までほぼもう１カ月ぐらいたってますけど、いけてる

と理解するのか、それともまだそこまでもいってないということなんですか。 

○議長（上田 正君）  島本産業部長。 

○産業部長（島本俊明君）  通れんとかですね、どうしても緊急を要するものについ

てはどんどん今やっております。設計書なんかつくるのは、数が多いものですから、こ

の分については今、測量して金額的な積算などをやっております。以上です。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  土木部としてはですね、まず大きな補助災害とかで

すね、そういったものを先に工事をするようにしております。小規模なものについては

どうしても数が多いものですから、もう年内着手を目標に今考えております。進め方で

すけども、すべて工事設計書をつくるという方法でなくてですね、業者から見積りとっ

てですね、それでもって契約を進める。というような簡素化、いや迅速化も考えており

ます。 

○議長（上田 正君）  ほかにございませんか。 

 １６番 鎌田議員。 

○１６番（鎌田哲彰君）  先ほど総務部長から説明ありました７ページの債務負担行

為、基幹系システム再構築運用保守委託、これが４億３，６４６万円かなり大きな数字
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なんですよね。２０年度の決算書にもこれに類した例えばパフォーマンスチャージ料で

あるとか、いろんなシステム設計導入費であるとか、ある意味、そうしたパソコン電算

いいますか、そちらあたりの費用いうものが昔から相当な費用がかかっとるんですよね。

金額的にもそう変わったふうにない。ここらあたり、何社ぐらいで入札をされとるのか。

もうそろそろ洗いがえじゃないですけども、もっと安うにやれるとこがあるんじゃない

か。それとか、それぐらいのこと、例えば職員を育ててそこらあたりで何とかならない

もんか。とりあえず１つの質問で１回目を。 

○議長（上田 正君）  有馬企画振興課長。 

〇企画振興課長（有馬博之君）  基幹系システムにつきましては、平成２２年度の１

０月から変わりますので、それに向けてシステムの移行期間を含めて債務負担で今回契

約をしようと考えております。今回、現行の業者からの見積で今回の上限額決めさせて

いただきましたけども、これから決め方につきましては、プロポーザル方式によりまし

て、今のところ４者でプロポーザルを実施する予定でございます。 

 今回の再構築の目的の中に、経費の削減でありますとか、業務の効率化、こういった

ものも含めて検討するようにしております。 

○議長（上田 正君）  ３番 野﨑議員。 

○３番（野﨑剛睦君）  ６６ページ・６７ページの都市下水道費の費用なんですが、

これ大原の調整池のポンプ場の維持ということなんですが、この４，６５１万８，００

０円これはヘドロの浚渫の費用なんですか。それで私は、この度災害があったから急遽

このようなのを挙げて非常にいいことなんですが、これはやはり２年に１度ぐらいです

ね、やはりヘドロの浚渫は定期的にやらないといけないと思うんですが、そこらはどう

なんでしょうか。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  ポンプ場維持工事につきましては、これは議員おっ

しゃいましたように、ポンプ調整池、ポンプ浄水池のヘドロの除去でございます。プラ

スあとはポンプの稼動水位システムの変更でございますけれども、今までヘドロという

のがヘドロ状の土砂なものですから、処分費に大変お金がかかるということでなかなか

進んでおりませんでした。この度、処分に当たって、まず建設した場所に仮置きして天

火乾燥して処分すると、こういう方法をとると、処分費が安くなるということで、今回

やっと地元の協力を得ながら進めることができるようになりました。こういったふうに

地元の協力を得ながらですね、今後も考えていきたいと思っています。 

○議長（上田 正君）  ３番 野﨑議員。 

○３番（野﨑剛睦君）  私が見ると、この度災害があったから急遽やるようなことに、

慌ててやるような感じにとれるわけなんですが、これを私は、定期的にですね、１年い

わずに２年か３年にはね、溜まっておればやるようなことをですね、考えとかないとい

けないと思うわけなんですが、そこらの答弁がちょっと聞かれないもので、そこらはど

のようにお考えかお聞きしたいと思います。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  もちろん先ほど言いましたように、この度災害を受
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けて地元の協力を得て処分ができるようになりました、と言うことでございます。それ

と、定期的にということになりますと、毎年やるとかですね、そういったことは約束で

きないんで、状況を見ながらですね、またなおかつ地元の協力を得ながらですね、処分

を進めていきたいと思います。以上です。 

○議長（上田 正君）  なければこれで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより、議案第７６号「平成２１年度江田島市一般会計補正予算（第２号）」を起

立により採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第７６号「平成２１年度江田島市一般会計補正予算（第２号）」は原案

のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩します。 

                           （休憩 １１時０６分） 

                           （再開 １１時１８分） 

 

日程第２  議案第７７号 

 

○議長（上田 正君）  休憩を解いて会議に入ります。 

 日程第２「議案第７７号 平成２１年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）」を議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第７７号「平成２１年度江田島

市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」でございます。 

 平成２１年度江田島市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，２３５万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ４０億３，７８５万円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  議案第７７号の説明をします。 
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 この度の補正の主なものは、療養給付費等の精算による返還金と、退職被保険者等の

高額療養費の増額を補正するものです。 

 歳出の主なものは、８６・８７ページをお願いします。 

 上から２段目、２款保険給付費 ２項高額療養費 ２目退職被保険者等高額療養費１，

８００万円の増額補正。これは、当初予算の見込誤りのための増額をするものでござい

ます。 

 ８８・８９ページをお願いします。 

 １１款諸出金 １項償還金及び還付加算金 ３目償還金、療養給付費等返還金５，３

４７万１，０００円の増額補正、これは精算により返還金が生じたために補正するもの

です。 

 次に、財源の主なものについては、８２・８３ページをお願いします。 

 上から２段目、５款療養給付費交付金 療養給付費交付金現年度分１，８００万円の

増額補正、それと財源の不足分について、基金を取り崩すため、下から２段目、９款繰

入金 ２項基金繰入金 １目国民健康保険基金繰入金、国民健康保険財政調整基金繰入

金５，１０８万６，０００円の増額補正をするものです。以上で説明を終わります。  

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。  

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第７７号「平成２１年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）」を起立により採決をします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第７７号「平成２１年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）」は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第３  議案第７８号 

 

○議長（上田 正君）  日程第３「議案第７８号 平成２１年度江田島市老人保健特

別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第７８号「平成２１年度江田島
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市老人保健特別会計補正予算（第１号）」でございます。 

 平成２１年度江田島市老人保健特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２９万２，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，３２９万２，０００円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  議案第７８号の説明をします。 

 この度の補正は、平成２０年度の精算に伴う社会保険料、社会保険診療報酬支払基金

に返還金の不足額が生じたために補正するものです。 

 ９８・９９ページをお願いします。 

 ４款諸支出金 １目過年度支出金１２９万２，０００円の増額補正です。財源につい

ては、９６・９７ページをお願いします。 

 ５款繰越金、前年度繰越金を１２９万２，０００円増額補正するものです。以上で説

明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第７８号「平成２１年度江田島市老人保健特別会計補正予算（第１

号）」を起立により採決をします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第７８号「平成２１年度江田島市老人保健特別会計補正予算（第１

号）」は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第４  議案第７９号 

 

○議長（上田 正君）  日程第４「議案第７９号 平成２１年度江田島市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 
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 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第７９号「平成２１年度江田島

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」でございます。 

 平成２１年度江田島市の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。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２６万４，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億８，７２６万４，０００円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  議案第７９号の説明をします。 

 この度の補正は、後期高齢者医療広域連合会の納付金の額が確定し、その不足額を補

正するものです。 

 歳出については、１０６・１０７ページをお願いします。 

 一番上、２款後期高齢者医療広域連合納付金 １目後期高齢者医療広域連合納付金２

６６万４，０００円の増額補正、これが不足額です。その下、３款諸支出金  １項償還

金及び還付加算金 １目保険料還付金６０万円の増額補正です。財源については、１０

４・１０５ページをお願いします。 

 ５款繰越金、前年度繰越金３２６万４，０００円の増額補正をするものです。以上で

説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。  

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第７９号「平成２１年度江田島市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）」を起立により採決をします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第７９号「平成２１年度江田島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）」は、原案のとおり可決されました。 
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日程第５  議案第８０号 

 

○議長（上田 正君）  日程第５「議案第８０号 平成２１年度江田島市介護保険

（保険事業勘定）特別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第８０号「平成２１年度江田島

市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第１号）」でございます。 

 平成２１年度江田島市の介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，７７７万５，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億７，２７７万５，０００円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  議案第８０号の説明をします。 

 この度の補正は、平成２０年度の介護給付費負担金等の返還金が生じたために行うも

の。それと、前年度決算見込に伴う繰越金を補正するものです。 

 はじめに、歳入について１１２・１１３ページをお願いします。 

 上から２段目、８款繰越金、前年度繰越金９，６９７万５，０００円の増額補正、こ

れは前年度決算見込に伴う繰越金の金額です。 

 次に、歳出について、１１４・１１５ページをお願いします。 

 一番下、７款諸支出金 ２項償還金及び還付加算金 ３目償還金８，２８７万７，０

００円の増額補正。これは実績に基づき、返還金が生じたので増額補正するものです。

その上、４款基金積立金 １目介護給付費準備基金積立金１，４０９万８，０００円の

増額補正。これは前年度繰越金から返還金を控除した額が平成２０年度会計の剰余金に

なるため積み立てるものです。以上で説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。  

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第８０号「平成２１年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計
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補正予算（第１号）」を起立により採決をします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第８０号「平成２１年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計補

正予算（第１号）」は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第６  議案第８１号 

 

○議長（上田 正君）  日程第６「議案第８１号 平成２１年度江田島市公共下水道

事業特別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第８１号「平成２１年度江田島

市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」でございます。 

 平成２１年度江田島市の公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０９万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１１億３，４５１万円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 内容につきましては、土木建築部長をして説明申し上げます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  議案第８１号について、説明いたします。 

 議案書２７ページをお開きください。 

 歳出でございます。 

 能美地区を除く下水道事業に従事する１０名の職員の給料は、第１款総務費 第１項

総務管理費で４名、第２款事業費 第１項下水道事業費で６名分計上しております。こ

の４月の人事異動に伴いまして、職員数に増減はございませんが、メンバーに変化があ

り人件費が変動し、総務管理費は１１０万円の減額、下水道事業費は１万円の増額、計

１０９万円の減額補正が必要となります。  

 次に、前ページ、歳入の表をご覧ください。 

 下水道事業特別会計は、運営上、歳入で不足する部分を一般会計における過疎債を原

資とします第４款第１項一般会計繰入金と、第７款第１項下水道事業債であります市債

で補てんする形態でございます。 

 一般会計の歳入、市債の説明にございましたように、この度、過疎債用分におきまし
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て過疎債の下水道事業分が１億３，９７０万円の増額の同意が見込まれることになりま

した。 

 また、下水道事業債におきまして１４０万円の追加で、起債対象となりました。結果

としまして、下水道事業債の第７款第１項市債は１億３，８３０万円の減額が可能とな

ります。逆に第４款第１項一般会計繰入金は同額の増額補正となるところでございます

けれども、歳出における１０９万円の減額に伴いまして、１億３，７２１万円の増額補

正となります。以上により、歳入歳出それぞれ１０９万円の減額、補正後１１億３，４

５１万円でございます。 

 次ページ、２８ページでございます。 

 地方債の補正としまして、下水道事業債を先ほど申し上げましたように、３億９７０

万円の限度額を１億７，１４０万となります。以上でございます。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。  

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第８１号「平成２１年度江田島市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）」を起立により採決をします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第８１号「平成２１年度江田島市公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）」は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第７  議案第８２号 

 

○議長（上田 正君）  日程第７「議案第８２号 平成２１年度江田島市公共下水道

事業（能美地区）会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第８２号「平成２１年度江田島

市公共下水道事業（能美地区）会計補正予算（第１号）」でございます。 

 内容につきましては、土木建築部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  予算書１ページをご覧ください。 
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 第１条 平成２１年度江田島市公共下水道事業（能美地区）会計の補正予算（第１

号）は、次に定めるところによる。 

 第２条 平成２１年度江田島市公共下水道事業（能美地区）会計予算、第３条に定め

た収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入でございますけれども、第１款第２項営業外収益を３４１万８，０００円増額補

正し、補正後３，４１８万９，０００円、これに伴い第１款下水道事業収益補正後２億

４，８０７万２，０００円。支出につきまして、第１款第１項営業費用を３４７万７，

０００円増額補正し、補正後１億７，６５９万７，０００円、これに伴い第１款下水道

事業費を補正後２億４，６９２万７，０００円とするものでございます。 

 内容については、３ページを開いていただきまして、下側の支出の表をご覧ください。 

 営業費用としまして、管渠費１５０万円と総係費１９７万７，０００円、計３４７万

７，０００円を増額補正しております。管渠費は７月末の豪雨で鹿川処理区のマンホー

ルポンプが浸水し、制御盤が故障したため１５０万円の修繕費が必要となったものです。

総係費は４月の人事異動に伴い、企業会計の事務処理に係る人件費が１９７万７，００

０円の増額見込となったものでございます。 

 なお、先程申しあげましたように、当該企業会計における職員数は４名で増減ござい

ません。 

 この支出の増に伴いまして、上の収入の表のとおり、一般会計からの補助金を３４１

万８，０００円増額補正しております。ここで、税抜きで収支バランスをとることから

消費税の関係上、性格が合致しておりません。 

 再度、１ページに戻っていただきまして、ただいま第２条の款項の額の補正で説明し

ました職員給与費等一般会計補助金につきましては、当初予算の第７条・８条で金額を

定めておりますので、この度の補正予算において、第３条として、予算第７条に定めた

職員給与費の金額を次のように改める。１９７万７，０００円増額補正し、補正後３，

３１０万３，０００円。第４条として、予算第８条に定めた一般会計補助金の金額を次

のように改める。３４１万８，０００円増額補正し、補正後３，１５４万５，０００円

とするものでございます。以上でございます。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ２番 越野議員。 

○２番（越野哲也君）  今の会計の２１年度予算に関する説明書の中の給与明細のと

ころなんですけれども、通勤手当が４１万から７万４，０００円に減っておりまして、

人数割でいくと、臨時職か何かも含むのかわからんのですけど、１０万幾らから１万８，

５００円ぐらいの平均値に変わっております。過去これずうっと見ますと、一般会計か

ら見ますとですね、ちょっと今の単純にここに出ている人数割するとですね、７．５万

円とか、１０万円とかですね、１人当たりの通勤手当がなっているんですけれども、ち

ょっとこの減額になった状況と、平均値が１０万円になるんですけど、ちょっと正しい

のかどうかちょっと説明を求めます。 
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○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  まず、人数でございますけども、これは４名で正職

員のみでございます。 

 通勤手当でございますけども、昨年度、企業会計の事務に従事していた職員が広島か

らの通勤だと。この度、今年度は市内、島内となります。こういった関係からこの通勤

手当に差が生じているものと思っています。 

○議長（上田 正君）  ２番 越野議員。 

○２番（越野哲也君）  そうすると、前の質問にかえったらちょっとぐあい悪いかと

思うんですけども、最大の通勤手当ってどのぐらい出ているんですかね。ちょっとそれ

だけお聞きしたいですね。 

 何か平均で１０万円いうて、ちょっと５万幾らが上限でなかったかいなと思ったりし

たんですけど。 

○議長（上田 正君）  酒永総務部長。 

○総務部長（酒永光志君）  給与明細に載っとるのはあくまで年額でございます。 

○議長（上田 正君）  １６番 鎌田議員。 

○１６番（鎌田哲彰君）  先ほどもマンホールポンプが浸かったからいうことで、そ

れの修理代ですかね、１５０万。浸かった位置いうのはわかるんですけども、そもそも

浸かる位置じゃないいうのも重々わかるんですが、どこのマンホールポンプ見ても、割

と低い位置からケースがあるんですよね。制御盤が、恐らく制御盤のことだと思うんで

すが、今後どういうことがあるやらもちろんわからないと思うんですが、今の高さで本

当にいいのか。今の今回浸かったところからちょっと東側に行ったところにも、同じよ

うな制御盤があるんですが、そこらをよく近辺、川が増水してやっぱり浸かるような位

置なわけなんですが、そこらあたりの制御盤の位置も、平均何か低く感じるんですが、

今後その辺の対策はいらないもんか、併せてお伺いします。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  頻繁に浸水することを想定して制御盤を設置はして

おりませんので、高さ関係につきましては、細かい基準はですね、私も今持ち合わせて

おりません。これも浸水実績等を踏まえまして、またそのあたりを考えていきたいと思

います。 

○議長（上田 正君）   １６番 鎌田議員。 

○１６番（鎌田哲彰君）  もしいうことをね常に考えて、制御盤への要するに高うて

も別に問題ないと思うんですよ。今後のことを考えたら、今の基準より私は上げるべき

じゃないかと思うんですが、素人ですからよくわかりませんけど、その辺の検討をまた

していただければと思います。お願いします。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「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。 

 討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより、議案第８２号「平成２１年度江田島市公共下水道事業（能美地区）会計補

正予算（第１号）」を起立により採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第８２号「平成２１年度江田島市公共下水道事業（能美地区）会計補正

予算（第１号）」は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第８３号～日程第２３ 議案第９８号 

 

○議長（上田 正君）  日程第８「議案第８３号 平成２０年度江田島市一般会計歳

入歳出決算の認定について」から日程第２３「議案第９８号 平成２０年度江田島市水

道事業会計決算の認定について」までの１６案を一括議題といたします。 

 直ちに提出者からの提案理由の説明をお願いします。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま一括上程されました議案第８３号から議案第９８号

までの平成２０年度各会計の決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定

によりまして、議案第８３号では、「平成２０年度江田島市一般会計歳入歳出決算」、

議案第８４号では、同じく「国民健康保険特別会計歳入歳出決算」、議案第８５号で、

同じく「老人保健特別会計歳入歳出決算」、議案第８６号で、同じく「後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算」、議案第８７号で、同じく「介護保険（保険事業勘定）特別会

計歳入歳出決算」、議案第８８号で、同じく「介護保険（介護サービス事業勘定）特別

会計歳入歳出決算」、議案第８９号で、同じく「住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算」、議案第９０号で、同じく「港湾管理特別会計歳入歳出決算」、議案第９１

号で、同じく「漁港管理特別会計歳入歳出決算」、議案第９２号で、同じく「公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算」、議案第９３号で、同じく「農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算」、議案第９４号で、同じく「地域開発事業特別会計歳入歳出決算」を、

また地方公営企業法第３０条第４項の規定によりまして、議案第９５号で、「平成２０

年度江田島市公共下水道事業（能美地区）会計決算」、議案第９６号で、同じく「交通

船事業会計決算」、議案第９７号で、同じく「国民宿舎事業会計決算」、議案第９８号

で、同じく「水道事業会計決算」を監査委員の審査意見書及び関係書類を添えて、議会

の認定をお願いするものでございます。 

 平成２０年度の決算がその予算執行において、合法的に行われたか、またその会計処

理が適正に行われたか、あるいは地方公営企業の運営がその基本原則に沿ってなされた

か等々、その審査に当たり、栗本代表監査委員、小西監査委員におかれましては、大変

だったと存じます。 

 公営企業会計については、６月１５日から８月７日まで、一般会計・特別会計では、
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８月４日から８月２１日までの間、両監査委員には熱心なる審査に当たられ、その労に

対しまして厚く敬意を表する次第でございます。 

 審査意見書の結びにありますように、依然として厳しい財政状況が続く中で、市民の

ニーズに的確に対応するため、将来世代に過度の負担を残さない、持続可能な財政運営

を行いながら、最小の経費で最大の効果をあげるという、行政運営の基本原則に立ち、

徹底した行財政改革を推進し、弾力性のある健全な財政基盤の確立に取り組み、市民福

祉の増進により一層努めるようにとのご指摘をいただきました。 

 その厳しいご指摘の中にも、温情あふれるご示唆をいただいております。議会におか

れましては、何とぞご理解あるご審議をいただきまして、的確なる認定を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 以上をもちまして、議案第８４号から議案第９８号までの平成２０年度各会計の決算

の認定についての提案理由といたします。よろしくお願いします。 

○議長（上田 正君）  本１６案については、監査委員の意見が付されておりますの

で、監査委員からの報告を求めます。 

 小西監査委員。 

○監査委員（小西俊明君）  それでは、失礼をいたします。 

 平成２０年度江田島市一般会計、特別会計、歳入歳出決算及び基金運用状況審査並び

に平成２０年度江田島市公営企業会計決算審査意見について、ご報告をいたします。  

 平成２０年度江田島市一般会計、特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査につき

ましては、去る８月４日から８月２１日までの間、関係諸帳簿並びに証拠書類等の調査

などを行い、また平成２０年度江田島市公営企業、すなわち能美地区の公共下水道事業、

そして水道事業、交通船事業、国民宿舎事業、各会計の決算につきましては、去る６月

１５日から８月７日までの間、総勘定元帳、その他会計帳票及び関係諸書類との照合な

ど、通常実施すべき審査を慎重に行ってまいりました。 

 その結果、平成２０年度江田島市一般会計、特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況

並びに平成２０年度江田島市公営企業会計決算は、関係諸帳簿の各計数と符号しており、

忌諱の経理はありませんでした。 

 なお、審査意見書をお手元に配布をいたしておりますので、ご覧いただきますように

お願いをいたします。以上、報告をいたします。 

○議長（上田 正君）  以上で、監査委員の報告を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま一括議題としました議案第８３号「平成２０年度江田島市一般会計歳入歳出

決算の認定について」から議案第９８号「平成２０年度江田島市水道事業会計決算の認

定について」までの１６案については、全議員で構成する決算特別委員会を設置し、各

常任委員会の所管事項別に各分科会へ分割付託をし、休会中の審査とすることにしたい

と思います。 

 これに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 



 

－８９－ 

 よって、本１６案は全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託をし

て休会中の審査とすることに決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の正副委員長の選任についてはいかがい

たしましょうか。 

（「議長一任」の声あり） 

 議長一任という声があるんですが、いいですかね。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 それでは、議長において、委員長に山木信勝議員、副委員長に山本一也議員を指名い

たします。 

 暫時休憩します。 

                           （休憩 １１時５８分） 

                           （再開 １１時５９分） 

 

日程第２４  議案第９９号 

 

○議長（上田 正君）  休憩を解いて会議を再開します。 

 日程第２４「議案第９９号 （仮称）新寄濤住宅新築工事（建築・昇降機設備）請負

契約の変更について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第９９号「（仮称）新寄濤住宅

新築工事（建築・昇降機設備）請負契約の変更について」でございます。 

 平成２０年１１月２８日、江田島市議案第８９号により議決を得て、平成２１年江田

島市報告第２号により専決処分の報告をした、（仮称）新寄濤住宅新築工事（建築・昇

降機設備）請負契約の工期を「平成２１年９月２４日まで」とあるのを、「平成２１年

１1月１３日まで」と変更したいので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、

議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、土木建築部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  議案第９９号の内容について説明いたします。 

 提案理由にございますように、工事契約の工期の変更をお願いするものでございます。

本工事の当初契約は、昨年の平成２０年１１月２８日に議決をいただきました。その時

点の工期は議会の議決のあった翌日から平成２１年８月３１日とするものでございまし

たが、その後、地方自治法第１８０条第１項の規定されました「市長の専決事項の規定

について」に基づき、平成２１年９月３０日に専決処分を行い、現在の工期は平成２０

年１１月２９日から平成２１年９月２４日までとなっています。この内容につきまして

は、本年３月の定例議会で決めたことでございます。 
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 ４１ページの参考資料をお開きください。 

 資料中、変更前の各項目は専決処分後の契約内容でございます。そのうち、４の工期

につきまして、工期末を「平成２１年９月２４日まで」を「平成２１年１１月１３日ま

で」と変更するものでございます。 

 変更理由でございます。新寄濤住宅につきましては、当該建築・昇降機設備のほか、

電気工事と設備工事に分離して施工しております。３工事は分離施工でございますが、

それぞれ工程調整し、最終的には同時期の完成となる、密接に完成する工事でございま

す。８月の中旬までそれぞれ順調に施工が進んでおりましたが、電気工事の請負業者、

「株式会社 日東電工」が８月２０日に広島地裁に破産の申し立てを行い、契約の履行

が見込めないこととなりました。そのため、電気工事の契約を解除し、出来高確認の上、

残工事について再発注することとなりました。こうした電気工事の一時休止に伴いまし

て、当該工事におきましても、電気工事の完成見通しを踏まえた工期の延伸の必要が生

じたためでございます。以上で説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって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。 

 １５番 新家議員。 

○１５番（新家勇二君）  この電気工事の業者がいなくなったわけなんで、その引き

継ぎ等の契約はもうされたのかどうか。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  残工事分につきましては、まず、今から検討して負

担工事を積算して発注するようになります。発注の方法につきましては、その工事が非

常に急いでいるということでございます。だから、電気工事、日東電工の下請け業者が

この工事に精通しております。なおかつ市の資格を持っています。入札の資格を持って

います。そういうことからその業者に随意契約を、これからしようと思っています。  

○議長（上田 正君）  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより、議案第９９号「（仮称）新寄濤住宅新築工事（建築・昇降機設備）請負契

約の変更について」を起立により採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第９９号「（仮称）新寄濤住宅新築工事（建築・昇降機設備）請負契約

の変更について」は、原案のとおり可決されました。 



 

－９１－ 

 以上で、本日の日程はすべてを終了しました。 

 本日はこれにて散会にしたいと思います。 

 また、明日、明後日の２日間は決算審査等の都合により休会といたします。  

 次回は９月１１日、午後２時にご参集をお願いいたします。 

 なお、９月１１日の閉会後は、記念撮影を予定しておりますので、上着を着用のうえ

お願いをいたしたいと思います。 

 本日は大変ご苦労さんでした。 

                            （散会 １２時０５分） 


