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平成２８年第３回紀の川市議会定例会 第１日 

 

       平成２８年 ８月２５日（木曜日） 開 議 午前 ９時３０分 

                        散 会 午前１１時３３分 

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

◎議事日程（第１号） 

 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  諮問第  ８号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       諮問第  ９号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       議案第１１６号 丸栖財産区管理委員の選任について 

       議案第１１７号 丸栖財産区管理委員の選任について 

       議案第１１８号 丸栖財産区管理委員の選任について 

       議案第１１９号 丸栖財産区管理委員の選任について 

       議案第１２０号 丸栖財産区管理委員の選任について 

       議案第１２１号 丸栖財産区管理委員の選任について 

       議案第１２２号 丸栖財産区管理委員の選任について 

       議案第１２３号 平池財産区管理委員の選任について 

       議案第１２４号 平池財産区管理委員の選任について 

       議案第１２５号 平池財産区管理委員の選任について 

       議案第１２６号 平池財産区管理委員の選任について 

       議案第１２７号 平池財産区管理委員の選任について 

       議案第１２８号 平池財産区管理委員の選任について 

       議案第１２９号 平池財産区管理委員の選任について 

       議案第１３０号 平成２７年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認定につ 

               いて 

       議案第１３１号 平成２７年度紀の川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 

       議案第１３２号 平成２７年度紀の川市土地取得事業特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

       議案第１３３号 平成２７年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計歳 

               入歳出決算の認定について 

       議案第１３４号 平成２７年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特 

               別会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第１３５号 平成２７年度紀の川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出 
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               決算の認定について 

       議案第１３６号 平成２７年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

       議案第１３７号 平成２７年度紀の川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 

       議案第１３８号 平成２７年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別 

               会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第１３９号 平成２７年度紀の川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 

       議案第１４０号 平成２７年度紀の川市簡易水道事業特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

       議案第１４１号 平成２７年度紀の川市池田財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１４２号 平成２７年度紀の川市田中財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１４３号 平成２７年度紀の川市長田竜門財産区特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第１４４号 平成２７年度紀の川市竜門財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１４５号 平成２７年度紀の川市南北志野財産区特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第１４６号 平成２７年度紀の川市飯盛財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１４７号 平成２７年度紀の川市静川財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１４８号 平成２７年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別 

               会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第１４９号 平成２７年度紀の川市調月財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１５０号 平成２７年度紀の川市丸栖財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１５１号 平成２７年度紀の川市平池財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１５２号 平成２７年度紀の川市水道事業会計における水道事業剰 

               余金の処分及び決算の認定について 

       議案第１５３号 平成２７年度紀の川市工業用水道事業会計における工業 
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               用水道事業剰余金の処分及び決算の認定について 

       議案第１５４号 平成２７年度那賀老人福祉施設組合一般会計歳入出決算 

               の認定について 

       議案第１５５号 平成２７年度那賀老人福祉施設組合特別会計歳入出決算 

               の認定について 

       議案第１５６号 工事請負契約の締結について（粉河分庁舎解体整備工 

               事） 

       議案第１５７号 紀の川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正 

               について 

       議案第１５８号 紀の川市保健福祉センター条例の一部改正について 

       議案第１５９号 紀の川市保育の必要性の認定に関する条例の一部改正に 

               ついて 

       議案第１６０号 紀の川市社会体育施設条例の一部改正について 

       議案第１６１号 平成２８年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）につ 

               いて 

       議案第１６２号 平成２８年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

               補正予算（第１号）について 

       議案第１６３号 平成２８年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補 

               正予算（第１号）について 

       議案第１６４号 平成２８年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特 

               別会計補正予算（第１号）について 

       議案第１６５号 平成２８年度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１６６号 平成２８年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予 

               算（第１号）について 

       議案第１６７号 平成２８年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１６８号 平成２８年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別 

               会計補正予算（第１号）について 

       議案第１６９号 平成２８年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予 

               算（第１号）について 

       議案第１７０号 平成２８年度紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１７１号 平成２８年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１７２号 平成２８年度紀の川市田中財産区特別会計補正予算（第 
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               １号）について 

       議案第１７３号 平成２８年度紀の川市長田竜門財産区特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１７４号 平成２８年度紀の川市竜門財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１７５号 平成２８年度紀の川市南北志野財産区特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１７６号 平成２８年度紀の川市飯盛財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１７７号 平成２８年度紀の川市静川財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１７８号 平成２８年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別 

               会計補正予算（第１号）について 

       議案第１７９号 平成２８年度紀の川市調月財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１８０号 平成２８年度紀の川市丸栖財産区特別会計補正予算（第 

               ２号）について 

       議案第１８１号 平成２８年度紀の川市平池財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１８２号 平成２８年度紀の川市水道事業会計補正予算（第１号） 

               について 

       議案第１８３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

       議案第１８４号 和歌山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議に 

               ついて 

       議案第１８５号 五色台広域施設組合規約の変更に関する協議について 

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

◎本日の会議に付した事件 

 議事日程（第１号）のとおり 

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

○出席議員（２１名） 

  １番 並 松 八 重   ２番 太 田 加寿也   ３番 舩 木 孝 明 

  ４番 中 尾 太久也   ５番 仲 谷 妙 子   ６番 大 谷 さつき 

  ７番 石 脇 順 治   ８番 中 村 真 紀   ９番 榎 本 喜 之 

 １０番 杉 原   勲  １１番 森 田 幾 久  １２番 村 垣 正 造 

 １３番 高 田 英 亮  １５番 西 川 泰 弘  １６番 堂 脇 光 弘 

 １７番 室 谷 伊 則  １８番 上 野   健  １９番 石 井   仁 
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 ２０番 川 原 一 泰  ２１番 坂 本 康 隆  ２２番 竹 村 広 明 

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

○欠席議員（０名） 

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

○説明のために出席した者の職氏名 

  市  長     中 村 愼 司    副市長      林   信 良 

  市長公室長    西 川 直 弘    企画部長     森 本 浩 行 

  総務部長     上 山 和 彦    危機管理部長   中 浴 哲 夫 

  市民部長     中 邨   勝    地域振興部長   立 具 久 幸 

  保健福祉部長   上 村 敏 治    農林商工部長   岩 坪 純 司 

  建設部長     福 岡 資 郎    会計管理者    森 脇 澄 男 

  水道部長     森   美 憲    農業委員会事務局長  中 野 朋 哉 

  教育長      貴 志 康 弘    教育部長     稲 垣 幸 治 

  企画部財政課長  杉 本   太    代表監査委員   箕 輪 光 芳 

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

○議会事務局職員 

  事務局長     榎 本   守    事務局次長    柏 木 健 司 

  議事調査課課長補佐  岩 本 充 晃    議事調査課係長  藤 田 郁 也 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（竹村広明君） おはようございます。 

 残暑厳しい折、議員各位には、平成２８年第３回紀の川市議会定例会に出席をいただき、

厚く御礼を申し上げます。 

 本定例会には、平成２７年度決算認定や平成２８年度各会計補正予算等多数上程されて

おります。また、本日、一部採決もお願いしたいと思います。 

 議員各位の御協力のもと、円滑な議会運営に努めますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 また、本日の会議には、箕輪光芳代表監査委員にも出席いただいております。 

 それでは、地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しておりますので、これより

平成２８年第３回紀の川市議会定例会を開会いたします。 

 議事に入ります。 

 議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。 

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

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

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

○議長（竹村広明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、３番 舩木孝明君、４

番 中尾太久也君を指名いたします。 

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

 日程第２ 会期の決定 

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

○議長（竹村広明君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期につきましては、去る８月１０日議会運営委員会を開催していただき、

議会運営について御協議いただいております。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元に配付している予定表のとおり、本日から９月２３日までの

３０日間といたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から９月２３日までの３０日間とすることに決し

ました。 

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

 日程第３ 諸般の報告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○議長（竹村広明君） 次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 報告１、監査委員より、地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づく例月出納検査

の結果報告が、同条第３項の規定によりありました。また、地方自治法第１９９条第４項

に基づく定期監査の報告が、同条第９項の規定によりありましたので、お手元に配付して

おりますので御確認願います。 

 次に、市長より、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条

第１項の規定により、平成２７年度紀の川市健全化判断比率及び資金不足比率報告書の提

出がありましたので、お手元に配付をしておりますので御確認願います。 

 また、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、専決処分を行ったとの報告が同条

第２項の規定によりありましたので、後ほど配付させていただきます。 

 なお、その他の報告につきましては、お手元に配付しているとおりですので、ごらんい

ただきたいと思います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

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

 日程第４ 諮問第  ８号 人権擁護委員候補者の推薦について から 

      議案第１８５号 五色台広域施設組合規約の変更に関する協議について 

              まで 

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

○議長（竹村広明君） 続きまして、日程第４、諮問第８号 人権擁護委員候補者の推薦

についてから、議案第１８５号 五色台広域施設組合規約の変更に関する協議についてま

での７２件を一括議題といたします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 市長 中村愼司君。 

○市長（中村愼司君）（登壇） おはようございます。 

 平成２８年第３回紀の川市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には何かと

御多用にもかからず、御参集をいただき厚く御礼申し上げます。 

 ことしの夏は、ブラジルでリオオリンピックが開催されました。また、甲子園球場では

高校球児たちの熱戦が繰り広げられ、皆様も数々のドラマに感銘を受けたことだと思いま

す。 

 また、季節も８月半ばを過ぎ、暦どおり秋に向かい、台風の接近が心配される秋雨の時

期を迎えております。 

 紀の川市では現在のところ、台風等による影響は受けていませんが、今後ゲリラ豪雨等

により被害が出ることが予想されます。それらの対策を十分整えてまいりたいと考えてお

ります。 

 一方で、この夏、全国各地で水難事故が相次ぐ中、本市におきましても貴志川中学校２

年生の生徒が亡くなられました。謹んで哀悼の意を表し、御冥福をお祈り申し上げたいと
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思います。 

 それでは、今定例会に提案いたしました７２議案の提案理由を説明申し上げます。 

 まず、人事に係る議案になります。 

 諮問第８号及び諮問第９号は、任期満了に伴う人権擁護委員の推薦について、それぞれ

議会の意見を求めるものであります。 

 議案第１１６号から議案第１２９号は、任期満了に伴う財産区管理委員の選任について、

それぞれ議会の同意をお願いするものでございます。 

 議案第１３０号から議案第１５３号は、平成２７年度紀の川市各会計決算等について、

地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企業法第３０条第４項等の規定に基づき、また、

議案第１５４号及び議案第１５５号は、平成２８年３月３１日をもって解散した那賀老人

福祉施設組合に係る平成２７年度各会計決算について、地方自治法施行令第５条第３項の

規定に基づき、それぞれ議会の認定に付するものであります。 

 議案第１５６号は、粉河分庁舎解体整備工事の請負契約の締結に係る案件であります。 

 続きまして、条例の一部改正に係る議案で、議案第１５７号は、一般廃棄物処理手数料

の改定等を行うものであります。 

 議案第１５８号は、粉河保健センターの廃止に伴うものであります。 

 議案第１５９号は、法改正に伴い、紀の川市保育の必要性の認定に係る条例の一部改正

を行うものであります。 

 議案第１６０号は、紀の川市パークゴルフ場の使用料の見直しに伴うものであります。 

 次に、平成２８年度補正予算に係る議案で、議案第１６１号から議案第１８２号の２２

議案については、各会計における決算繰越額をはじめ、事業執行における過不足額の調整

に伴う補正をお願いするものであります。 

 議案第１８３号は、麻生津簡易水道施設整備事業の辺地対策事業債の予定額等を変更す

るため、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等に関する法律第３

条第１項の規定に基づき、辺地に係る公共的施設総合整備計画を変更することについて、

議会の議決を求めるものであります。 

 議案第１８４号及び議案第１８５号は、和歌山県市町村総合事務組合及び五色台広域施

設組合において、規約の変更を行う必要が生じたことにより、関係地方公共団体の協議を

経て、総務大臣または和歌山県知事の許可を受けるため、議会の議決を求めるものであり

ます。 

 以上、議案の概要説明を申し上げましたが、引き続き、担当部長から詳細説明をいたし

ますので、何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 続いて、補足説明を求めます。 

 諮問第８号、諮問第９号。 

 市民部長 中邨 勝君。 

○市民部長（中邨 勝君）（登壇） おはようございます。 
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 諮問第８号、諮問第９号の人権擁護委員候補者の推薦について、御説明させていただき

ます。 

 今回、人権擁護委員２名が、来る平成２８年１２月３１日をもって任期満了となります

ので、菊
きく

岡
おか

 功
いさお

氏については再任を、また、渋
しぶ

田
た

敏
とし

江
え

氏については、新たに人権擁護委

員の候補者として推薦をいたしたく、諮問をするものでございます。 

 人権擁護委員法の規定により、市町村長はその市町村議会の意見を聞いて、人権擁護委

員の候補者を推薦しなければならないと定められており、これにより議会の意見を求める

ものでございます。 

 議案書１ページ、諮問第８号につきましては、住所、紀の川市杉原２８０番地、氏名、

菊
きく

岡
おか

 功
いさお

、昭和２６年１月１８日生まれでございます。 

 議案書２ページ、諮問第９号につきましては、住所、紀の川市野上１５９番地、氏名、

渋
しぶ

田
た

敏
とし

江
え

、昭和２８年１１月２７日生まれでございます。 

 なお、任期につきましては、法務大臣が委嘱した日から３年となってございます。両名

の略歴等につきましては、別冊の議案資料１ページ、２ページに資料として添付してござ

いますので、ごらんおきいただきたいと思います。 

 以上、諮問２件につきまして、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 農林商工部長 岩坪純司君。 

○農林商工部長（岩坪純司君）（登壇） おはようございます。 

 それでは、議案第１１６号から議案第１２９号までの丸栖及び平池財産区の管理委員の

選任１４議案につきまして、一括して御説明を申し上げます。 

 まず、丸栖財産区でございます。 

 議案書３ページをお願いいたします。 

 議案第１１６号から議案第１２２号までの丸栖財産区管理委員の選任についての７議案

につきましては、いずれも任期満了に伴うもので、紀の川市財産区管理会条例第３条第１

項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 ７名の方々の住所、氏名、生年月日を申し上げます。 

 議案第１１６号につきましては、住所、紀の川市貴志川町丸栖３７６番地、氏名、田
た

村
むら

よし

孝
たか

、昭和１０年１２月１１日生まれ。 

 ４ページをお願いいたします。 

 議案第１１７号につきましては、住所、紀の川市貴志川町丸栖５４９番地２、氏名、田
た

村
むらよし

章
あき

、昭和１７年２月２６日生まれ。 

 ５ページをお願いいたします。 

 議案第１１８号につきましては、住所、紀の川市貴志川町丸栖７５９番地１５８、氏名、

川
かわ

口
ぐち

忠
ただ

明
あき

、昭和２０年１月１１日生まれ。 

 ６ページをお願いいたします。 

 議案第１１９号につきましては、住所、紀の川市貴志川町丸栖８５８番地２、氏名、山
やま
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本
もと

武
たけ

信
のぶ

、昭和２０年４月３日生まれ。 

 ７ページをお願いいたします。 

 議案第１２０号につきましては、住所、紀の川市貴志川町北山４７９番地１、氏名、笹
ささ

本
もと

久
ひさ

一
かず

、昭和２７年２月２０日生まれ。 

 ８ページをお願いいたします。 

 議案第１２１号につきましては、住所、紀の川市貴志川町丸栖１６１７番地１、氏名、

南
みなみ

 勝
まさる

、昭和２４年６月２９日生まれ。 

 ９ページをお願いいたします。 

 議案第１２２号につきましては、住所、紀の川市貴志川町北山３１５番地、氏名、中
なか

西
にし

 

貢
みつぐ

、昭和３３年１月１日生まれ。 

 以上、７議案につきまして、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期につきましては、平成２８年９月２９日から平成３２年９月２８日までの４

年間となってございます。 

 また、７名の方々の職業等につきましては、別冊議案資料３ページ及び４ページに記載

してございますので、ごらんおきいただきたいと思います。 

 続きまして、平池財産区でございます。 

 議案書１０ページをお願いいたします。 

 議案第１２３号から議案第１２９号までの平池財産区管理委員の選任についての７議案

につきましても、任期満了に伴うもので、紀の川市財産区管理会条例第３条第１項の規定

により議会の同意を求めるものでございます。 

 ７名の方々の住所、氏名、生年月日を申し上げます。 

 議案第１２３号につきましては、住所、紀の川市貴志川町上野山３２６番地、氏名、稲
いな

垣
がき

達
たつ

雄
お

、昭和１５年１１月２６日生まれ。 

 １１ページをお願いいたします。 

 議案第１２４号につきましては、住所、紀の川市貴志川町神戸６７６番地、氏名、松
まつ

浦
うら

 

浩
ひろし

、昭和１７年７月２５日生まれ。 

 １２ページをお願いいたします。 

 議案第１２５号につきましては、住所、紀の川市貴志川町上野山２３７番地２、氏名、

矢
や

森
もり

 修
おさむ

、昭和２４年１月１２日生まれ。 

 １３ページをお願いいたします。 

 議案第１２６号につきましては、住所、紀の川市貴志川町神戸４９１番地、氏名、中
なか

西
にし

義
よし

男
お

、昭和２４年５月４日生まれ。 

 １４ページをお願いいたします。 

 議案第１２７号につきましては、住所、紀の川市貴志川町神戸３８６番地、氏名、坂
さか

口
ぐち

正
まさ

則
のり

、昭和２７年４月１日生まれ。 

 １５ページをお願いいたします。 
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 議案第１２８号につきましては、住所、紀の川市貴志川町神戸５４９番地、氏名、中
なか

西
にし

茂
しげ

博
ひろ

、昭和２８年１月２４日生まれ。 

 １６ページをお願いいたします。 

 議案第１２９号につきましては、住所、紀の川市貴志川町神戸７５３番地、氏名、南
みなみ

 

良
よし

文
ふみ

、昭和２８年７月２９日生まれ。 

 以上、７議案について議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期につきましては、平成２８年９月２９日から平成３２年９月２８日までの４

年間となってございます。 

 また、７名の方々の職業等につきましては、別冊議案資料５ページ及び６ページに記載

してございますので、ごらんおきいただきたいと思います。 

 以上、あわせて１４議案につきまして、御同意賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（竹村広明君） 会計管理者 森脇澄男君。 

○会計管理者（森脇澄男君）（登壇） おはようございます。 

 私からは、議案書１７ページ、議案第１３０号 平成２７年度紀の川市一般会計歳入歳

出決算の認定についてから、議案書３８ページ、議案第１５１号 平成２７年度紀の川市

平池財産区特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの２２議案について、一括して提案

説明をさせていただきます。 

 平成２７年度紀の川市各会計の歳入歳出決算については、去る８月４日から８月９日ま

での間、監査委員による決算審査を受け、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、

監査委員の意見を付して議会の認定をお願いするものであります。 

 それでは、逐次会計ごとに御説明させていただきたいと思いますが、会計数が多数とな

ってございますので、平成２７年度紀の川市一般会計歳入歳出決算書及び平成２７年度紀

の川市特別会計・公営企業会計歳入歳出決算書に合わせて添付させていただいております

平成２７年度決算主要施策の成果その他の報告書により御説明申し上げますので、よろし

くお願いいたします。 

 まず、１ページ、２ページの平成２７年度会計別決算収支の状況をごらんいただきたい

と思います。 

 一般会計では、歳入総額３２４億２，８８１万４，８０９円、歳出総額３１６億９２２

万４０３円、歳入歳出差し引き額は８億１，９５９万４，４０６円であります。また、平

成２８年度へ繰り越した事業に充当する財源７，９５１万８，０００円を差し引いた実質

収支は、７億４，００７万６，４０６円となっております。 

 なお、住宅新築資金等貸付事業特別会計から平池財産区特別会計までの２１の特別会計

についても、実質収支が黒字もしくはプラス・マイナス・ゼロとなっております。金額に

ついては、省略させていただきたいと思います。後ほど、御高覧のほどよろしくお願いい

たします。 

 続きまして、３ページ、４ページの平成２７年度会計別歳入歳出決算の状況をごらんく
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ださい。 

 一般会計の歳入でありますが、予算現額と歳入決算額を対比する収入率は、主に繰越事

業に充当する国庫支出金、市債等を翌年度に繰り越したことにより９７．８％となってお

ります。 

 一方、歳出では、予算現額と歳出決算額を対比する執行率については、厳しい財政状況

を踏まえた中で、各費目とも適切な予算執行に努めたことや、１２の事業を平成２８年度

に繰り越したことにより９５．３％となっております。 

 続きまして、５ページの地方債の状況をごらんください。 

 一般会計合計欄で、平成２７年度の発行額が４２億４，４４０万円に対し、償還額が４

４億３，５４１万２，０００円となっており、実質１億９，１０１万２，０００円減少し、

平成２７年度末現在高は３５４億３，９３６万９，０００円となっております。なお、平

成２７年度借り入れ分については、合併特例債をはじめ、全て後年度に普通交付税に算入

される地方債を活用しております。 

 次の６ページには、特別会計の状況を記載しております。平成２７年度の発行額は、公

共下水道事業特別会計で２億６，５１０万円、簡易水道事業特別会計で６億２，９５０万

円であります。 

 ９ページ、１０ページをごらんください。 

 普通会計の状況を記載しております。通常、地方公共団体の財政状況は、この普通会計

がベースとなります。紀の川市における普通会計は、一般会計、住宅新築資金等貸付事業

特別会計、土地取得事業特別会計の３会計で構成をされております。 

 平成２７年度収支等についての特徴点を説明させていただきます。 

 平成２６年度に市民体育館建設や給食センターの建設事業等大規模な施設の建設事業が

完了したことにより、普通建設事業費が前年度と比較して大幅な減額となりました。歳入

総額は３２４億４，４２５万２，０００円、歳出総額は３１６億２，２３５万４，０００

円と、ともに決算額は前年度を６％程度下回っております。 

 収支の状況につきましては、実質収支で７億４，２３８万円の黒字、昨年度赤字となっ

ておりました単年度収支も２億５，５３８万７，０００円の黒字となりました。また、右

端の実質単年度収支につきましても、３億６，７６５万３，０００円の黒字となってござ

います。 

 今年度は、財政調整基金を取り崩さずに財源調整できましたことから、今年度の決算に

つきましては非常に良好な決算状況であると考えております。ただし、特定目的基金は、

今年度も４億円近く取り崩しております。自治体の貴重な財源となり得る消費税率の引き

上げも先送りをされました。 

 また、平成２８年度からは、普通交付税の算定がえが一方算定に向けて逓減が始まる年

であります。今後の収支見通しを注意深く確認しながら、引き続き持続可能な財政運営を

目指した行財政改革などの取り組みが必要であると考えています。 
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 １１ページ、１２ページをごらんください。 

 歳入の状況についてであります。主な費目、前年度に比べて大きな増減があった費目を

中心に説明させていただきます。 

 最初に、地方税につきましては、市町村民税で、法人税が税割分の税率改正により減額

となったこと。 

 固定資産税では、評価がえに伴う課税標準額の減少により減額となっていることなど、

地方税全体として前年度より１億８，６４６万円、率にして２．８％減となり、決算額は

６３億９，８２９万１，０００円となっております。 

 次に、地方消費税交付金につきましては、平成２６年度の税率改正の影響で前年度より

も４億６，０１５万７，０００円、７４．８％の大幅な増額となっております。 

 次に、地方交付税です。地方交付税は４億６９１万円、率にして３．７％増の決算額１

１２億８，２４４万２，０００円となりました。主な要因は、地方交付税の大部分を占め

る普通交付税の中で、合併特例債元利償還額が増加したことに伴い、公債費算入分がふえ

たことによるものです。 

 次に、国庫支出金につきましては、対前年比７億８，７７５万円の減、率にいたしまし

て１７％の減額となっています。主な要因といたしましては、がんばる地域交付金及び社

会資本整備総合交付金などが減額となっているためです。 

 続きまして、寄附金では、前年度に比べて大幅増の３，２７７万９，０００円となって

おります。これにつきましては、平成２８年１月から、ふるさと寄附金に対し特産品によ

る返礼を始めました。これに伴い、たくさんの御寄附をいただいております。 

 また、諸収入のうち、貸付金元利収入ですが、前年度より４億１，０３２万５，０００

円減額、率にして３３．２％減の８億２，３８７万６，０００円となっておりますが、こ

れは土地開発公社経営支援資金、貸付金元利収入の減によるものです。 

 地方債は、４２億４，４４０万円の借り入れ額となっております。前年度より９億８，

１３０万円、率にして１８．８％と大幅な減額で、主な要因は、都市公園整備事業のうち、

市民体育館建設事業、河南学校給食センター建設事業と大規模な建設事業が前年度に完了

したためであります。 

 以上が、歳入の説明になります。 

 続きまして、性質別歳出の状況について、説明させていただきます。 

 １５ページ、１６ページをお開きください。 

 最初に、人件費につきましては、決算額４６億４６１万８，０００円、前年度より９，

５３１万３，０００円、率にして２．０％の減となっています。主に、職員数が普通会計

で１６人減少し、５０８人になったことに伴う減額です。 

 次に、補助費等は、前年度と比較して３億９，５７６万１，０００円、率にして８．

８％の減となっております。主な要因といたしましては、紀の海広域施設組合、五色台広

域施設組合への建設事業費負担金の減額によるものです。 
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 公債費につきましては、ほぼ横ばいとなっております。 

 次に、積立金ですが、財政調整基金への積立金の増額により、前年度より７，７０４万

２，０００円増の６億８１万５，０００円の基金積み立てを行っております。 

 投資及び出資金、貸付金は、土地開発公社経営支援資金貸付金の減額により、８億１，

８８９万５，０００円となっております。 

 次に、繰出金につきましては、国民健康保険事業勘定特別会計への財政支援特別繰出金

を繰り出したため、前年度より大幅な増額となる３４億６，３６９万円となっております。 

 次に、投資的経費のうち、普通建設事業費は４６億８，８０４万８，０００円となって

おりますが、前年度と比較して１６億５，３６６万５，０００円、率にして２６．１％の

大幅な減額となっております。主な要因といたしましては、先ほど歳入でも説明させてい

ただいた都市公園整備事業のうち、市民体育館建設事業と河南学校給食センター建設事業

などが前年度に完了したことによるものです。 

 以上が、性質別歳出の主な内容です。 

 続きまして、１７ページ、基金の状況をごらんください。 

 条例に基づいて設置している全会計分の基金の状況について、平成２６年度末現在高か

ら平成２７年度末現在高までの推移について記載をしております。 

 普通会計の合計欄では、平成２６年度末現在高が１１７億２，８７２万２，９９８円、

平成２７年度末の現在高が１１９億４，４０２万９，９０３円と、２億１，５３０万６，

９０５円の増加、全会計におきましても１億２，５２０万９，９０５円の増額となってお

ります。 

 以上、一般会計、普通会計を中心に決算状況について御説明いたしましたが、各会計の

款項目ごとの決算内容につきましては、各担当課・室ごとに歳入、歳出の実績に関する科

目の予算現額、収入及び支出済額、事業等実施内容を２０ページ以降に記載をしておりま

す。 

 次に、平成２７年度健全化判断比率及び資金不足比率の状況であります。 

 別添の平成２７年度健全化判断比率及び資金不足比率報告書で説明させていただきます。 

 これにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断

比率及び資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければなら

ないとされているものです。 

 まず、健全化判断比率につきましては、いずれの比率においてもごらんのとおり、早期

健全化基準を下回っております。 

 次のページをごらんください。 

 資金不足比率につきましても、いずれの会計においても資金不足額が生じておりません。 

 以上、健全化判断比率及び資金不足比率についての報告とさせていただきます。 

 最後に、今後につきましては、監査委員から提出された審査結果を真摯に受けとめ、さ

らなる健全な財政運営に努めてまいることを申し上げ、提案説明を終わらせていただきま
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す。御審議の上、認定賜りますようお願いいたします。 

○議長（竹村広明君） 水道部長 森 美憲君。 

○水道部長（森 美憲君）（登壇） おはようございます。 

 それでは、議案第１５２号及び議案第１５３号の２議案について、御説明させていただ

きます。 

 まず、議案第１５２号 平成２７年度紀の川市水道事業会計における水道事業剰余金の

処分及び決算の認定についてを御説明申し上げます。 

 議案書の３９ページでございます。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成２７年度紀の川市水道事業剰余金の

処分について、議会の議決を求めるとともに、同法第３０号第４項の規定により、平成２

７年度紀の川市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付すもので

ございます。 

 特別会計・公営企業会計歳入歳出決算書の２１０ページからをごらんください。 

 ２１０ページから２１３ページまでは、税込みによる決算の状況で、２１０ページ、２

１１ページは、収益的収入及び支出を、２１２ページ、２１３ページでは、資本的収入及

び支出を示しており、予算経理を伴う決算の状況を示しております。 

 ２１２ページの決算額をごらんください。 

 上段、資本的収入では、税込み総収入が６億４２万３，５３９円、下段、資本的支出で

は、総支出は１０億６，７２９万２，０５６円で、資本的収支不足額４億６，６８６万８，

５１７円の補填方法は、表の下に表示しているとおり、当年度分消費税及び地方消費税、

資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補填いたしました。 

 続きまして、２１４ページ。平成２７年度紀の川市水道事業損益計算書をごらんくださ

い。 

 収益的収入及び支出の税抜き経理の状況でありまして、下から４行目、当年度純利益は

１億２，４７５万９，６８９円で、前年度に比べ１億７，３２６万７，４２７円の増とな

りました。増額の主な原因は、営業費用のうち、配水及び給水費と受託工事費が前年度よ

り減少となり、営業利益は前年度に比べ６，２８９万３，１２３円の増加と、平成２６年

度からの地方公営企業法の改正に伴い、その他特別損失へ経理をしておりましたので、前

年度と比べ皆減となったことで増額の原因となっております。 

 また、下から３行目の前年度繰越利益剰余金と下から２行目にその他未処分利益剰余金

変動額に合わせまして、当年度未処分利益剰余金は１８億６，００９万３，８０３円とな

りました。 

 未処分利益剰余金の処分につきましては、２１５ページの下段の表、（４）平成２７年

度紀の川市水道事業剰余金処分計算書（案）をごらんください。 

 剰余金の処分につきましては、議決事項となってございます。資本的収支不足額の補填

に使った建設改良積立金１億１，２５１万２，２０１円並びに平成２６年度から適用した
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新会計制度への移行処理に伴い発生した未処分利益剰余金１５億７，２５７万６，１６５

円が、平成２６年度決算において発生したため、これを処分し自己資金に組み入れをし、

残りは翌年度へ繰り越すものでございます。 

 ２１７ページからは貸借対照表で、２１７ページ下から１０行目にございます資産合計

と、２１８ページ、一番下、負債資本合計は合致してございます。 

 現金・預金の状況ですが、２１７ページの中段、大きな２、流動資産をごらんください。 

 （１）現金・預金としては、２５億５，６４２万７，９０４円でございます。 

 ２１９ページからは、決算附属書類となってございます。 

 ２２１ページの業務実績をごらんください。 

 現在、給水人口は、前年度と比べ６８６人の減となり、自然減となってございます。ま

た、配水量及び給水量については、近年の傾向どおり減少となっております。その他の資

料については、後ほどごらんおきいただきますようお願いいたします。 

 議案第１５２号については、以上です。 

 次に、議案第１５３号 平成２７年度紀の川市工業用水道事業会計における工業用水道

事業剰余金の処分及び決算の認定について、御説明申し上げます。 

 議案書の４０ページでございます。 

 本会計についても、地方公営企業法第３２号第２項の規定により、平成２７年度紀の川

市工業用水道事業剰余金の処分について議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４

項の規定により、平成２７年度紀の川市工業用水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を

つけて議会の認定に付するものでございます。 

 特別会計・公営企業会計歳入歳出決算書の２４７ページからをお開きください。 

 ２４７ページから２５０ページまでは、税込みによる決算の状況で、２４７ページ、２

４８ページは、収益的収入及び支出を、２４９ページ、２５０ページでは、資本的収入及

び支出を示しており、予算経理を伴う決算の状況を示しております。 

 ２５０ページをごらんください。 

 上段、資本的収入の決算額はゼロ円、下段、資本的支出の決算額は１，６６５万５，０

３１円で、資本的収支不足額１，６６５万５，０３１円の補填方法は、表の下に表示して

いるとおり、過年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金で補填しています。 

 続きまして、２５１ページ、平成２７年度紀の川市工業用水道事業損益計算書をごらん

ください。 

 収益的収入及び支出の税抜き経理の状況でありまして、下から４行目、当年度純利益は

８８１万２，２６３円です。また、下から３行目の前年度繰越利益剰余金、下から２行目

に、その他未処分利益剰余金変動額と合わせまして、当年度未処分利益剰余金は３，８８

１万６，３１９円となりました。 

 未処分利益剰余金の処分につきましては、２５２ページの下段、（４）平成２７年度紀
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の川市工業用水道事業剰余金処分計算書（案）をごらんください。 

 剰余金の処分につきましては、議決事項となってございます。資本的収支不足額の補填

に使用しました減債積立金分１，２７６万５，５３１円並びに平成２６年度から適用した

新会計制度への移行処理に伴い発生した未処分利益剰余金８７６万３，０４５円が、平成

２６年度決算において発生したためこれを処分し、自己資金に組み入れをし、残りは翌年

度へ繰り越すものとしてございます。 

 ２５４ページからは、貸借対照表で、２５４ページ、下から８行目にございます資産合

計と２５５ページ、一番下、負債・資本合計は合致してございます。 

 工業用水道事業会計における現金・預金の状況ですが、２５４ページの中段、大きな２、

流動資産、（１）現金・預金の欄をごらんください。平成２７年度末残高は１億２，４２

０万４，９５７円で、対前年度比較は１，０５４万３，４７５円の増でございます。 

 ２５６ページからは、決算附属書類となっております。後ほどごらんおきいただきます

ようお願いいたします。議案第１５３号については、以上でございます。 

 以上、２議案について、御審議の上、御可決、御認定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（竹村広明君） 保健福祉部長 上村敏治君。 

○保健福祉部長（上村敏治君）（登壇） それでは私のほうから、議案書４１ページの議

案第１５４号 平成２７年度那賀老人福祉施設組合一般会計歳入歳出決算の認定について

及び議案書４２ページ、議案第１５５号 平成２７年度那賀老人福祉施設組合特別会計歳

入歳出決算の認定についての提案説明を申し上げます。 

 両議案とも、平成２８年３月末日をもって解散した那賀老人福祉施設組合、白水園の事

務継承に伴い、その打ち切り決算の認定をお願いするものです。平成２８年３月末日まで

の両会計の歳入歳出決算については、去る８月９日紀の川市監査委員による決算審査を受

け、地方自治法施行令第５条第３項の規定により、監査委員の意見書を付しております。 

 それでは、別冊の那賀老人福祉施設組合一般会計歳入歳出決算書をごらんください。 

 組合の一般会計については、主に組合の管理に要する費用と養護老人ホームに要する費

用の決算となっています。 

 決算書の１ページから４ページにかけての歳入歳出決算額ですが、組合解散による精算

のため、歳入歳出総額ともに３億１，４７１万７，０４０円となり、歳入歳出差し引き額

はゼロとなっており、実質収支もゼロとなります。 

 ２０ページの財産に関する調書をごらんください。 

 土地建物基金について掲載しておりますが、土地と建物のうち、一部残した建物につい

ては、平成２７年８月の議会で承認いただいた那賀老人福祉施設組合の解散に伴う財産処

分に関する協議及び事務継承に関する協議の両協議書により、紀の川市に帰属させること

になっています。また、基金については、精算に伴うものとして廃止されております。 

 続きまして、歳入歳出の主な概要について、２２ページから２４ページの主要施策の成
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果に基づき、説明申し上げます。 

 ２２ページをお願いします。 

 歳入ですが、主なものとして、１款の養護老人ホーム措置費として、平成２８年３月末

で、このページ右側の三つ目の表に記載しておりますが、３９名の入所状況となっており、

その負担金収入として８，３７７万８，０７５円となっております。 

 ４款の繰入金では、組合において施設整備基金として積み立てていた施設整備基金の廃

止に伴う繰入金が１億４，２４３万２，３５３円、また組合解散に伴う那賀老人福祉施設

組合特別会計の精算による剰余金に相当するものとして、組合の特別会計から一般会計へ

の繰入金が８，０３９万５，４５９円となっています。 

 次に、歳出ですが、２３ページをお願いします。 

 １款、組合議会費及び２款、一般管理費については、那賀老人福祉施設組合の管理のた

めの費用となっていますが、中段の２款、１項、３目、民設民営移行費として組合解散移

行に関係する経費が１億７，６０４万２，２２６円となっており、このうち組合の精算金

として４，２６５万７，９３６円が、平成２８年３月３１日に紀の川市に送金され、精算

となっております。 

 また、３款、１項、１目の総務管理費の９，８０１万９，８９０円及び３款、１項、２

目の事業費の２，３３３万６，６６４円については、養護老人ホームの管理運営費及び事

業となっております。 

 以上、那賀老人福祉施設組合一般会計歳入歳出決算に関する提案説明です。 

 続きまして、もう一つ、別冊の那賀老人福祉施設組合特別会計歳入歳出決算書をごらん

ください。 

 組合の特別会計については、特別養護老人ホームの管理運営に要する経費の決算となっ

ています。 

 決算書の１ページから４ページにかけての歳入歳出決算額ですが、組合解散による精算

のために歳入歳出総額ともに２億８，９６９万４，５９９円となり、歳入歳出差し引き額

がゼロとなっており、実質収支についてもゼロとなります。 

 １６ページの財産に関する調書をごらんください。 

 組合の解散、精算に伴うものとして、基金の廃止によりゼロとなっております。 

 続きまして、歳入歳出の主な概要について、１８ページ及び１９ページの主要施策の成

果に基づき、説明申し上げます。 

 １８ページをお願いします。 

 歳入ですが、主なものとして、１款、サービス収入については、特別養護老人ホームと

しての介護サービス収入及び入所者等の自己負担金で、上から１款の四つの項目を合わせ

て１億８，１８７万８，７７０円の収入となっています。平成２８年３月末の特養の入所

者は、このページ右側の四つ目の表に記載のとおり、５４名の入所状況となっております。 

 また、同じく、１８ページの下から二つ目の３款の繰入金については、組合解散に当た
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って、特別養護老人ホームの事業運営基金を廃止し、９，４８９万７，９９９円を繰り入

れております。 

 次に、歳出ですが、１９ページをお願いします。 

 主なものとして、特別養護老人ホームの管理運営費として、１款、総務費、一般管理費

では、２億６，０２０万４，７３０円となっておりますが、このうち、３月までに歳入し

た金額から３月末までに歳出した金額の差額に相当する８，０３９万５，４５９円が特別

会計への精算金に相当するものとして、組合の一般会計へ繰り出しされております。 

 ２款では、介護サービス事業費として、入所者への事業の提供として２，８９１万３，

９９５円となっています。 

 以上、那賀老人福祉施設組合特別会計歳入歳出決算に関する提案です。 

 これらの二つの議案について、御審議の上、認定いただきますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（竹村広明君） 総務部長 上山和彦君。 

○総務部長（上山和彦君）（登壇） それでは、議案第１５６号 工事請負契約の締結に

ついて、補足説明いたします。 

 議案書４３ページをごらんください。 

 本議案につきましては、本年７月２７日に財務規則第１０８条第２項の規定に基づき、

条件付一般競争入札に付した粉河分庁舎解体整備工事について、下記のとおり請負契約を

締結するため、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

の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

 契約の目的は、粉河分庁舎解体整備工事、契約の方法は、条件付一般競争入札による契

約、契約の金額は、７，３９８万円、契約の相手方は、和歌山県有田郡湯浅町湯浅２５１

２、株式会社中井組、代表取締役社長 中井賢次でございます。 

 なお、別冊議案資料の７ページ及び８ページに、本議案資料として条件付一般競争入札

結果一覧と敷地内の今回解体撤去する建物の配置図を添付してございますので、ごらんお

きいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（竹村広明君） 市民部長 中邨 勝君。 

○市民部長（中邨 勝君）（登壇） 議案第１５７号 紀の川市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例の一部改正について、補足説明させていただきます。 

 議案書、４５ページでございます。お願いします。 

 今回の改正は、一般廃棄物の処理手数料の引き上げ等の改正で、第１７条は、本市以外

から那賀衛生環境整備組合立那賀衛生センター、または紀の海クリーンセンターへの荷お

ろしを行うもので、規則の定める許可手続等がされたときの取り扱いをただし書きとして

追加するものでございます。 

 別表第２中の家庭ごみを燃やすごみ専用袋、及び資源ごみ専用袋を１冊２５０円に、事
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業系ごみの燃やすごみ専用袋及び資源ごみ専用袋を１冊５００円に改正するものでござい

ます。 

 附則として、第１項、この条例は、平成２９年７月１日から施行する。ただし、第１７

条の改正は、公布の日から施行するものとする。第２項は、第４項の差額シールの取り扱

いについて。第３項は、改正前のごみ専用袋の使用に関する経過措置を。第４項は、改正

前のごみ専用袋に差額シールを貼付することで、平成２９年１０月１日から当分の間、使

用できる旨を規定するものでございます。 

 以上、御審議よろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 保健福祉部長 上村敏治君。 

○保健福祉部長（上村敏治君）（登壇） 続きまして、議案第１５８号 紀の川市保健福

祉センター条例の一部改正について及び議案第１５９号 紀の川市保育の必要性の認定に

関する条例の一部改正についての２議案について、提案説明申し上げます。 

 議案書の４７ページ、４８ページをごらんください。 

 議案第１５８号 紀の川市保健福祉センター条例の一部改正でございます。このたび、

粉河保健センターを廃止するに当たり、紀の川市保健福祉センター条例第３条の表から、

粉河保健センターを除く改正でございます。なお、粉河地区の住民健診や特定保健個別相

談等は滞りなく、粉河支所のある粉河ふるさとセンターで実施しております。以上、議案

第１５８号の説明です。 

 続きまして、議案第１５９号 紀の川市保育の必要性の認定に関する条例の一部改正に

ついて、御説明申し上げます。 

 議案書では、４９ページ、５０ページをごらんください。 

 職業能力開発促進法の一部改正に伴い、同法を引用する紀の川市保育の必要性の認定に

関する条例について、所要の規定の整理を行うため改正するものです。具体的には、第２

条において、保育の必要性に関する認定基準として１号から１２号が規定されていますが、

そのうち第８号において職業訓練等を受けていることの規定があり、職業能力開発促進法

第１５条の６第３項を引用していたものが、法律の条文整理により第１５条の７第３項に

改正されたことによるものです。以上、議案第１５９号の説明です。 

 両議案について、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（竹村広明君） 教育部長 稲垣幸治君。 

○教育部長（稲垣幸治君）（登壇） 議案第１６０号 紀の川市社会体育施設条例の一部

改正について、御説明を申し上げます。 

 議案書、５１ページをお開きください。 

 紀の川市社会体育施設条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。 

 提案理由といたしましては、パークゴルフ場の使用料を見直し、利用者の利便性を図る

ため、所要の改正を行うものでございます。 

 新旧対照表を添付しておりますので、次のページをお開きください。 
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 改正前の紀の川市パークゴルフ場の使用料の区分は、１ゲーム９ホールを２周という設

定しかございませんでしたが、２分の１ゲーム、９ホール１周という区分を新たに設ける

ことによりまして、利用者のニーズに、よりきめ細やかに対応できるよう改正するもので

ございます。 

 附則といたしまして、この条例は、平成２８年１０月１日から施行することといたして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（竹村広明君） ここで、しばらく休憩いたします。 

（休憩 午前１０時３３分） 

――――――――――――――― 

（再開 午前１０時４６分） 

○議長（竹村広明君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 企画部長 森本浩行君。 

○企画部長（森本浩行君）（登壇） 議案書の５４ページをごらんください。 

 議案第１６１号 平成２８年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）について、地方自

治法第２１８条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 表題に、「補正予算書」と書いている別冊の１ページをごらんください。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億３，２０７万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１２億５，２８５万６，０００円とするもので

ございます。 

 第２条は、地方債の補正に係る規定でございます。 

 ２ページ、３ページをごらんください。 

 第１表 歳入では、市税、地方消費税交付金、地方交付税、使用料及び手数料、県支出

金、繰越金、諸収入を増額し、地方特例交付金、国庫支出金、繰入金、市債を減額してお

ります。 

 続きまして、４ページの歳出につきましては、事業執行上、急を要する事業について補

正措置をしております。 

 ５ページをごらんください。 

 第２表 地方債補正として、児童福祉施設整備事業及び臨時財政対策債の限度額を変更

しております。 

 それでは、別冊の一般会計補正予算（第２号）に関する説明書の３ページをごらんくだ

さい。 

 歳入の主な補正内容を御説明申し上げます。 

 １款、市税につきましては、当初賦課により市民税、固定資産税、軽自動車税をそれぞ

れ増額しております。 
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 ６款、地方消費税交付金は、税率改正に伴い、３億４，９００万円を増額しております。 

 ４ページをごらんください。 

 １０款、地方交付税は、普通交付税の算定により１億９８９万８，０００円を増額して

おります。なお、本年度の普通交付税額は１０１億５，９８９万８，０００円で、対前年

度と比較して０．５％の減となっております。 

 １３款、２項、３目、衛生手数料は、ごみ処理手数料改定に伴い２，６７６万円を増額

しております。 

 １５款、２項、２目、民生費県補助金、２節、児童福祉補助金のうち、子育て支援特別

対策事業補助金１億５，４６１万２，０００円の増額は、私立保育園が行う施設整備に係

る補助対象事業費の増加及び当初予算で計上しておりました国費分が県費として交付され

ることから、１４款、２項、２目、２節、保育所等整備交付金を１億３，３３３万３，０

００円減額し、子育て支援特別対策事業補助金を増額するものでございます。 

 ５ページをごらんください。 

 １８款、２項、１目、基金繰入金、１節、財政調整基金繰入金は、財源調整のため財政

調整基金からの繰入額を８億７９７万円減額しております。 

 １９款、繰越金は、平成２７年度決算額確定により、６億９，００７万６，０００円の

増額としております。 

 ６ページをごらんください。 

 ２０款、５項、１目、雑入、１節、雑入のうち、一部事務組合負担金の前年度精算金を

５，１６４万８，０００円増額しております。 

 ２１款、１項、８目、臨時財政対策債は、普通交付税の決定により３，３８０万円を減

額しております。 

 ７ページをごらんください。 

 歳出は、国県支出金返還金を除く主な事業について、御説明申し上げます。 

 ２款、１項、４目、財政管理費、財政運営事業１８４万２，０００円の増額、統一的な

基準による地方公会計制度に対応した財務書類を作成するためのシステムを整備する事業

でございます。 

 １７目、基金費、基金積立事業のうち、減債基金積立金３億７，１００万円の増額は、

地方財政法第７条の規定で、前年度決算剰余金の２分の１以上の額を地方債の繰上償還、

もしくは基金に積み立てることとされていますので、減債基金へ積み立てるものでござい

ます。 

 ８ページをごらんください。 

 ３款、１項、１２目、国民健康保険費、国民健康保険事業繰出金１，６５８万３，００

０円の増額は、収支不足に対する繰出金の増額と財政安定化支援事業繰出金の減額による

差額を予算措置するものでございます。 

 １３目、介護保険費、介護保険事業５１３万５，０００円の増額、スプリンクラーの設
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置が義務化された既存の小規模福祉施設事業者に整備費の一部を助成する事業及び介護ロ

ボットの使用による介護従事者の負担軽減と職場環境の整備を図るため、介護サービス事

業者に導入費の一部を助成する事業でございます。 

 ９ページをごらんください。 

 １６目、一部事務組合事務承継費、那賀老人福祉施設解体事業２，４６０万９，０００

円の減額、建屋解体撤去工事の契約額確定による工事請負費の減額と事務承継費の精算見

込みに伴い、負担金を減額するものでございます。 

 １０ページをごらんください。 

 ３款、２項、６目、児童福祉施設費、私立保育園施設整備補助事業１，４２９万５，０

００円の増額、私立保育園が行う施設整備に係る事業費の増額に伴い、補助金を増額する

ものでございます。 

 １１ページをごらんください。 

 ４款、２項、２目、塵芥処理費、ごみ収集事業３，８５７万３，０００円の増額、ごみ

処理手数料の改定に伴い、現行ごみ袋の不足分の追加作成及び新ごみ袋の作成、また現行

ごみ袋を継続使用するための差額シールの作成及びごみ袋配布に係る委託料を増額するも

のでございます。 

 最後に、１２ページをごらんください。 

 ６款、２項、３目、林業施設費、林道復旧治山事業４４９万５，０００円の増額、県の

補助金を活用して、中鞆渕地内の林道米ノ郷線の路側を改良する事業でございます。 

 以上が、今回の補正の主な内容でございます。御審議、お願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 建設部長 福岡資郎君。 

○建設部長（福岡資郎君）（登壇） 議案第１６２号 平成２８年度紀の川市住宅新築資

金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について、御説明申し上げます。 

 別冊の補正予算書、６ページをごらん願います。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３０万１，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，５３０万１，０００円とするものでございま

す。 

 補正内容につきましては、別冊説明書の３ページをごらん願います。 

 歳入では、償還推進助成事業補助金の拡充による増額と前年度繰越金の確定による調整

でございます。 

 次に、４ページをごらん願います。 

 歳出につきましては、人件費の調整と一般会計への繰出金の増額を計上するものでござ

います。 

 以上、御審議、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 市民部長 中邨 勝君。 

○市民部長（中邨 勝君）（登壇） それでは、議案第１６３号から議案第１６５号まで
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の３議案について、御説明申し上げます。 

 議案書は、５６ページから５８ページでございます。 

 まず、議案第１６３号 平成２８年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第１号）について。 

 別冊の補正予算書をごらんいただきたいと思います。予算書の９ページでございます。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，６２８万５，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９９億５，０２８万５，０００円とするも

のでございます。 

 別冊の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）に関する説明書、３ページの

歳入をお願いいたします。 

 １款、国民健康保険税では、本算定による調定額の確定により、１目、一般被保険者保

険税で３，２２０万円の増額。 

 ２目、退職被保険者等保険税で２，５８０万円の減額。 

 ４款、療養給付費等交付金では、現年度及び前年度分の交付額の確定により２，２３３

万円の増額。 

 ９款、繰入金では、財政安定化支援事業繰入金の確定により１，３４１万７，０００円

を減額。また、歳入不足に対する財政支援特別繰入金を３，０００万円増額して一般会計

から繰り入れる措置をし、所要の補正をお願いするものでございます。 

 歳出について、御説明いたします。 

 ６ページの１１款、諸支出金では、療養給付費負担金の前年度精算に伴う返還金４，６

８５万６，０００円を増額し、所要の補正をお願いするものでございます。 

 続きまして、議案第１６４号 平成２８年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特

別会計補正予算（第１号）について、御説明いたします。 

 別冊の補正予算書、１２ページでございます。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７１万６，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，４２１万６，０００円とするものでございま

す。 

 １３ページをお願いいたします。 

 歳入では、一般会計繰入金２７１万６，０００円の増額。 

 １４ページ、歳出では、４月１日付の人事異動に伴う所要の経費の補正をお願いするも

のでございます。 

 続きまして、議案第１６５号 平成２８年度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について、御説明いたします。 

 補正予算書、１５ページをお願いいたします。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１２万８，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億６，３０２万８，０００円とするものでご
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ざいます。 

 １６ページをお願いします。 

 歳入では、繰越金１１２万８，０００円の増額。 

 １７ページ、歳出では、前年度繰越金に伴う納付金の確定による後期高齢者医療広域連

合納付金の補正をお願いするものでございます。 

 以上、議案第１６３号から議案第１６５号までの３議案の説明でございます。御審議の

上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 保健福祉部長 上村敏治君。 

○保健福祉部長（上村敏治君）（登壇） 議案書、５９ページ。 

 議案第１６６号 平成２８年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）

について、御説明申し上げます。 

 別冊の補正予算書の１８ページ、お願いします。 

 平成２８年度紀の川市の介護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。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億５５万２，０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ６７億９，６５５万２，０００円とするものです。 

 補正の内容については、また別冊の紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算書（第

１号）に関する説明書をごらんください。 

 ５ページの歳出をお願いします。 

 主なものとして、１款、１項、１目、一般管理費の共済費及び賃金は、臨時職員１名、

６カ月分の費用の補正です。 

 続いて、１款、３項、２目、認定調査等費の共済及び賃金は、認定調査員の賃金の見込

みによる減額です。 

 同じく、５ページから７ページにかけての２款、保険給付費の各費目については、歳出

の補正はありませんが、支払基金の介護給付費交付金が増額となったことによる財源区分

の調整です。 

 ７ページから８ページにかけての３款、１項、１目の積立金２，３１９万３，０００円

は、平成２７年度の決算における繰越金のうち、償還金等後年度に必要な財源を除いた額

を準備基金へ積み立てをするものです。 

 ８ページから９ページにかけての４款、２項、１目、包括的支援事業費の人件費の補正

は、社会福祉費について職員採用により賃金職員から職員費に振りかえる補正であります。 

 また、９ページの６款、１項、２目の償還金は、平成２７年度介護給付費の確定により、

国県支出金返還金の補正をお願いするものです。 

 なお、歳入については、これら歳出に伴うそれぞれの財源としての補正であります。 

 以上、議案第１６６号の説明です。御審議のほど、お願いいたします。 

○議長（竹村広明君） 建設部長 福岡資郎君。 
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○建設部長（福岡資郎君）（登壇） 議案第１６７号から議案第１６９号までの３議案に

ついて、御説明申し上げます。 

 まず、議案第１６７号 平成２８年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）でございます。 

 別冊の補正予算書、２１ページをごらん願います。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，２８８万６，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億１，９５１万４，０００円とする

ものでございます。 

 補正内容につきましては、別冊説明書の３ページをごらん願います。 

 歳入では、前年度繰越金の確定による一般会計繰入金の調整でございます。 

 ４ページから５ページの歳出でございますが、人事異動による人件費の調整と地方債の

借り入れ額確定に伴う元金利子の調整を行うものでございます。 

 次に、議案第１６８号 平成２８年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業別会計補正

予算（第１号）でございます。 

 別冊の補正予算書、２４ページをごらん願います。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，７６９万９，０００円とするものでございます。 

 補正内容につきましては、別冊説明書の３ページをごらん願います。 

 歳入では、前年度繰越金の確定による一般会計へ繰入金の調整でございます。 

 ４ページの歳出では、予備費の減額を計上してございます。 

 次に、議案第１６９号 平成２８年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）でございます。 

 別冊の補正予算書、２７ページをごらん願います。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，０３９万９，０００円とするものでございます。 

 補正内容につきましては、別冊説明書の３ページをごらん願います。 

 歳入では、前年度繰越金の確定による一般会計繰入金の調整でございます。 

 ４ページの歳出では、予備費の減額を計上してございます。 

 以上、３議案について、御審議よろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 水道部長 森 美憲君。 

○水道部長（森 美憲君）（登壇） それでは、議案書の６３ページ。 

 議案第１７０号 平成２８年度紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて、説明させていただきます。 

 別冊の補正予算書の３０ページをごらんください。 

 第１条として、歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ４４７万１，０００円を追加し、

歳入歳出それぞれ９億８４７万１，０００円に補正をお願いするものでございます。 
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 次のページをごらんください。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正のとおりでございます。 

 ３１ページ、歳入につきましては、５款、繰入金、１項、一般会計繰入金、２項、基金

繰入金並びに６款、繰越金、１項、繰越金を。 

 ３２ページの歳出においては、１款、衛生費、２款、公債費を補正計上してございます。 

 補正の詳細につきましては、別冊の紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

に関する説明書の３ページ、４ページをごらんください。 

 内容は、歳入においては、前年度繰越金の確定及び地方債償還金の確定による一般会計

繰入金及び基金繰入金の調整。 

 歳出では、人事異動に伴う人件費の調整、地方債償還に伴う償還元金及び償還利息の確

定による所要の補正を行うものでございます。 

 以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（竹村広明君） 農林商工部長 岩坪純司君。 

○農林商工部長（岩坪純司君）（登壇） それでは私のほうから、議案書６４ページの議

案第１７１号 平成２８年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第１号）についてか

ら、議案書７４ページの議案第１８１号 平成２８年度紀の川市平池財産区特別会計補正

予算（第１号）についてまでの１１議案につきまして、一括して御説明申し上げます。 

 本１１議案につきましては、池田財産区特別会計を除く１０財産区の特別会計補正予算

は、前年度決算確定における繰越金の補正に伴い、歳入で、財政調整基金繰入金を減額す

るとともに、歳出で、財政調整基金積立金及び予備費でそれぞれ予算調整を図ったもので

ございます。 

 また、議案第１７１号 平成２８年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第１号）

につきましては、前年度決算確定に伴う予算調整を図ったほか、歳出で管理地の修繕作業

に係る経費及び山林整備事業に対する補助金を増額予算措置するものでございます。 

 以上が、補正予算の内容でございます。なお､補正額につきましては、別とじのそれぞ

れの財産区補正予算書の第１表 歳入歳出予算補正に。また、その詳細につきましては、

別冊の各財産区特別会計補正予算に関する説明書に記載してございますので、お目通しを

いただきますようよろしくお願いいたします。 

 以上、１１議案につきまして、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（竹村広明君） 水道部長 森 美憲君。 

○水道部長（森 美憲君）（登壇） それでは、議案第１８２号、議案第１８３号の２議

案について、説明させていただきます。 

 まず、議案書の７５ページ。 

 議案第１８２号 平成２８年度紀の川市水道事業会計補正予算（第１号）についてを説

明させていただきます。 
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 別冊の補正予算書の６６ページをお開きください。 

 第２条で、収益的収入及び支出の補正を計上しております収入につきましては、１款、

水道事業収益で１２４万４，０００円の増額、内訳は、営業外収益で１２４万４，０００

円の増額。支出では、１款、水道事業費用で４６１万９，０００円を増額、内訳は、営業

費用で８８７万９，０００円の増額、営業外費用で４２６万円の減額。 

 第３条では、資本的支出におきまして、８４９万１，０００円を増額するとともに、資

本的収入額が資本的支出額に対し不足する額についての補填方法を調整してございます。 

 補正の詳細といたしましては、別冊の紀の川市水道事業会計補正予算（第１号）に関す

る説明書の４ページからをごらんください。 

 収益的収入につきましては、１款、２項、７目、補助金の増につきましては、現在実施

しています水道事業基本計画変更策定業務の一部について、官民連携等基盤強化推進事業

交付金の対象となることが認められましたので、交付決定額１２４万４，０００円を新規

に予算化してございます。 

 ５ページ、６ページの収益的支出では、人事異動に伴う人件費の調整をしてございます。 

 １款、２項、営業外費用では、企業債償還利息の確定に伴う利子償還金の減額となって

ございます。 

 ７ページの資本的支出では、人事異動に伴う人件費の調整でございます。 

 １款、２項、企業債償還金では、企業債償還元金の確定に伴う元金償還の増額となって

ございます。 

 水道事業会計補正予算（第１号）については、以上でございます。 

 続きまして、議案書の７６ページ。 

 議案第１８３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について、説明申し上げ

ます。 

 平成２４年第１回定例会において、上鞆渕・中鞆渕・下鞆渕・東部の４辺地、平成２６

年第３回定例会において、赤沼田辺地の追加、また平成２７年第３回定例会において、事

業費の増額により、辺地対策事業債の予定額変更をお認めいただき、現在５辺地にまたが

り、麻生津簡易水道施設整備事業を実施しているところでございます。 

 総事業費につきましては、変更はございませんが、財源内訳について変動してきており、

県に提出しております総合整備計画の変更をかけるため上程を申し上げるもので、提案説

明といたしましては、紀の川市上鞆渕・中鞆渕・下鞆渕・東部辺地総合計画について、国

庫補助金の減少により辺地対策事業債の予定額を変更するとともに、県道高野口野上線に

おいて土砂崩れが発生したことにより舗装工事が１年延伸となるため、実施年度を変更す

るためでございます。 

 議案書の７７ページからは、４辺地の変更前との比較表を添付しておりますので、御高

覧賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 

 以上、２議案について御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いします。 
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○議長（竹村広明君） 総務部長 上山和彦君。 

○総務部長（上山和彦君）（登壇） それでは、議案書８６ページの議案第１８４号 和

歌山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について、補足説明させていただきま

す。 

 本議案につきましては、和歌山県市町村総合事務組合規約の一部変更に関し、地方自治

法第２８６条第１項の規定に基づく協議について、同法第２９０条の規定により議会の議

決をお願いするものでございます。 

 提案理由及び改正内容につきましては、平成２９年４月１日から、紀南環境衛生施設事

務組合の事務の追加に伴い、８７ページのとおり規約の所要の改正を行うため、関係地方

公共団体の協議を経て、総務大臣の許可を受けるものでございます。 

 なお、別冊議案資料の９ページ及び１０ページに、本議案資料として新旧対照表を添付

してございますので、ごらんおきいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（竹村広明君） 市民部長 中邨 勝君。 

○市民部長（中邨 勝君）（登壇） それでは、議案第１８５号 五色台広域施設組合規

約の変更に関する協議について、御説明申し上げます。 

 議案書、８８ページをお願いします。 

 五色台広域施設組合規約の一部変更に関し、地方自治法の規定により議会の議決を求め

るものでございます。 

 ８９ページの改正する規約ですが、五色台広域施設組合に加入している海南市において、

平成１７年３月３１日における旧海南市の区域の変更が必要となるため、規約を改正する

ものでございます。 

 附則として、この規約は、重根土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌

日から施行するものでございます。 

 なお、別冊の議案資料の１１ページ、１２ページに新旧対照表を添付しておりますので、

ごらんおきいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） ほかに補足説明はございませんか。 

〔「補足説明なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） なければ、ただいま提案理由の説明がありました議件のうち、議

案第１３０号から議案第１５５号までの平成２７年度各会計決算と財政の健全化及び公営

企業の経営健全化について、監査委員よりそれぞれ決算審査意見書が提出されており、本

日、代表監査委員に出席を求めておりますので、監査報告をしていただきます。 

 代表監査委員 箕輪光芳君。 

○代表監査委員（箕輪光芳君）（登壇） 監査委員をさせていただいております箕輪です。

委員を代表して、審査の結果を御報告申し上げます。 

 去る８月４日、５日、８日、９日の４日間、監査委員の岩坪委員、村垣委員と私の３人
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で、市長より審査に付されました平成２７年度紀の川市一般会計、特別会計の歳入歳出決

算及び基金の運用状況、また平成２７年度紀の川市公営企業会計、すなわち水道事業会計

と工業用水道事業会計の決算審査、平成２７年度の那賀老人福祉施設組合一般会計・特別

会計歳入歳出決算の審査、さらに平成２７年度財政の健全化及び公営企業の経営健全化の

審査を行ったところ、審査に付されました各会計歳入歳出決算書、同じく事項別明細書、

実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に遵守して作成されており、関

係諸帳簿、その他証書類と照合した結果、違法並びに錯誤を認めず、その計数等は符合し

て正確であり、予算の執行及び関連する事務処理は適正に行われておりましたので、ここ

に御報告申し上げます。 

 これらの決算審査とあわせて、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基準

となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されており、健全化判断比率及び資金

不足比率においては、全て早期健全化基準及び経営健全化基準を下回り、本市の財政状況

は良好な状態にあると認められますので、あわせて御報告申し上げます。 

 なお、会計歳入歳出決算の状況並びにこれらについての審査に関する結果と審査意見書

は、さきにお配りしております４部の小冊子にまとめさせていただいておりますので、ご

らんおきください。 

 さて、平成２７年度は、前年度より当市の財政規模が縮小しており、その主な要因とし

て、歳入については、市税収入の減少及び大型ハード事業の完了に伴う国庫支出金及び地

方債の減少によるものであります。歳出については、市民体育館や河南学校給食センター

などの大型ハード事業の完成に伴う普通建設事業費の減少及び紀の海広域施設組合に対す

る建設負担金の減少、議員数の減による人件費の減少によるものであります。 

 また、自主財源の根幹をなす市税について、個人市民税は所得割で微増となったが、法

人市民税については、税率改正により減収となり、固定資産税については、家屋の評価が

えに伴う課税標準額の減少と土地の時点修正などによる影響により、６年連続して減収と

いう決算状況であります。 

 我が国の経済は、足踏み状態が続く景気に、英国のＥＵ離脱など新たな下ぶれリスクが

加わり、今後も急激な回復が見込めない状況にあります。本市においては、人口の減少に

より、自主財源の根幹である市税の収入見込みは減少傾向にあり、普通交付税についても

合併算定がえによる増額分が平成２８年度より逓減していくことにより、本市の財政運営

は厳しい局面を迎えることが予想されます。 

 こうした状況を踏まえ、引き続き行財政改革に取り組みつつ、中長期的な視線に立った

行財政運営の仕組みを確立し、持続可能な財政運営に向けて健全化を推し進めていってい

くことを望みます。 

 以上が、平成２７年度会計の決算審査と財政の健全化及び公営企業の経営健全化の審査

結果についての監査委員の意見といたします。 

 以上です。 
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○議長（竹村広明君） 監査報告、ありがとうございました。 

 以上で、監査委員の決算審査報告を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております日程第４のうち、諮問第８号 人権擁護委員候補者の推

薦についてから、議案第１２９号 平池財産区管理委員の選任についてまでの１６件につ

いては、人事に関する案件でありますので、会議規則第３７条３項の規定により、委員会

付託、討論を省略し、本日、直ちに質疑、採決まで行いたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第８号から議案第１２９号までの計１６件については、本日、直ちに

質疑、採決まで行うことに決しました。 

 それでは、まず、諮問第８号から諮問第９号 人権擁護委員候補者の推薦についての質

疑、採決を行います。 

 これより、諮問第８号から諮問第９号までの２件に対する一括質疑を行います。 

 質疑、ありませんか。 

〔「質疑なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終結いたします。 

 それでは、順次お諮りいたします。 

 諮問第８号について、原案のとおり適任者とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第８号は、原案のとおり適任者とすることに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 諮問第９号について、原案のとおり適任者とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第９号は、原案のとおり適任者とすることに決しました。 

 続きまして、議案第１１６号から議案第１２２号 丸栖財産区管理委員の選任について

の質疑、採決を行います。 

 これより、議案第１１６号から議案第１２２号までの７議案に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑、ございませんか。 

〔「質疑なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 質疑なしと認めます。 
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 これで、質疑を終結いたします。 

 それでは、順次お諮りいたします。 

 まず、議案第１１６号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１１６号は、原案のとおり同意されました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第１１７号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１１７号は、原案のとおり同意されました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第１１８号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１１８号は、原案のとおり同意されました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第１１９号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１１９号は、原案のとおり同意されました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第１２０号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２０号は、原案のとおり同意されました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第１２１号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２１号は、原案のとおり同意されました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第１２２号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２２号は、原案のとおり同意されました。 
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 続きまして、議案第１２３号から議案第１２９号 平池財産区管理委員の選任について

の質疑、採決を行います。 

 これより、議案第１２３号から議案第１２９号までの７議案に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑、ございませんか。 

〔「質疑なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終結いたします。 

 それでは、順次お諮りいたします。 

 まず、議案第１２３号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２３号は、原案のとおり同意されました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第１２４号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２４号は、原案のとおり同意されました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第１２５号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２５号は、原案のとおり同意されました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第１２６号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２６号は、原案のとおり同意されました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第１２７号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２７号は、原案のとおり同意されました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第１２８号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 
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○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２８号は、原案のとおり同意されました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第１２９号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２９号は、原案のとおり同意されました。 

 これをもちまして、本日の日程は全て終了いたしましたので、これにて散会いたします。 

 あすから８月２９日までは、議案精査のため休会とし、８月３０日火曜日、午前９時３

０分より再開いたします。 

 お疲れさまでした。ありがとうございます。 

（散会 午前１１時３３分） 

 


