14 時 50 分

再開

○議長（武石善治）
日程第５

会議を再開いたます。

議案第１号

上程・採決

○議長（武石善治） 日程第５

議案第１号

平成 21 年度上小阿仁村一般会計

補正予算についての件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長（鈴木義廣）

議案関係のつづりの１ページをお開き願います。一

般会計の補正予算であります。歳入歳出それぞれ２億 6,365 万 8,000 円を追加
する補正予算でありまして、補正後の総額は 25 億 8,131 万 6,000 円となるもの
であります。
詳細についてご説明いたします。歳出の方から最初に説明します。14 ページ
からになります。今回の補正予算の追加につきましては、経済危機対策関連予
算が２億 3,000 万円あまり、それから職員共済費の掛金、負担金増に伴う補正
が主なものとなっております。内容につきしても主なものだけ説明させていた
だきたいと思います。
２款１項１目一般管理費では 323 万 1,000 円の追加であります。その主なも
のとしましては事務補助賃金、これは教育委員会にいた臨時職員を総務課に異
動したことに伴う追加であります。次に２目文書広報費につきましては 146 万
3,000 円の減額になっております。それぞれ複写機、印刷機の入札差額による
減額であります。５目の財産管理費では 1,922 万 7,000 円の追加となっており
ます。その主なものとしましては、工事請負費としまして集会室の改修工事、
それから公共施設のＩＣＴ活用促進工事ということで、その他合わせまして
1,497 万 5,000 円となっております。18 節備品購入費につきましては、地上デ
ジタル対応テレビの購入ということで 529 万 2,000 円。それからプロジェクタ
ー、テレビ付電子黒板の追加を見込んでおります。６目の企画費につきまして
は 1,068 万 9,000 円の追加となっております。８節報賞費につきましては地域
資源発掘保全ということで、その報賞費を 40 万円計上しております。13 節委
託料につきましては、総額で 1,028 万 9,000 円、ＩＣＴ交付金事業の基本設計
委託で、これは光ファイバーに伴うものの情報基盤整備の基本設計料でありま
す。それから地域資源発掘保全委託料としまして、地域資源の発掘、それから
文化的、歴史的保護資源の発掘ということで 360 万円を計上しております。７
目交通安全推進費につきましては 186 万 5,000 円。これは消耗品としまして全
世帯に交通安全旗、それから交通安全啓発用ののぼりの購入を予算計上してお
ります。11 目の地域公共交通費、824 万 9,000 円の追加となっております。こ
れは市町村有償運送に伴う予算の計上でありまして、市町村有償運送の委託料、
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それから車両の購入費等を予算計上しております。
次に 19 ページをお開き願います。３款１項３目老人福祉費、649 万 9,000 円
の追加であります。これにつきましては、繰出金 649 万 9,000 円でありまして、
その特別養護施設杉風荘への繰出金が、杉風荘貯水槽ポンプの改修分、地デジ
用チューナ購入費を繰出金として計上しております。介護保険につきしまして
は、時間外、職員の共済費の増に伴うものの追加となっております。次のペー
ジをお開き願います。保育園費 370 万 4,000 円追加しておりますけれども、そ
のうち工事請負費で 268 万 8,000 円。保育園の営繕工事、それから園児用のト
イレの改修ということで、合わせて 268 万 8,000 円。それから備品購入費とし
て 81 万円。パソコン、プリンター等の計上を見込んでおります。次に 21 ペー
ジをお開き願います。４目健康増進推進費ということで 128 万 6,000 円であり
ます。主なものとしましては、車両の購入 120 万円、それに伴う役務費、公課
費を予算となっております。
次のページをお開き願います。22 ページ、４款３項１目診療所費 2,012 万
3,000 円の追加となっております。その内容につきましては、北秋田市上小阿
仁村病院組合の負担金が 1,926 万円に追加補正。それから国民健康保険事業勘
定診療所への繰出金が 86 万 3,000 円の追加となっております。
次のページ、５款１項２目労働費 139 万 1,000 円の追加であります。13 節委
託料 116 万円の追加となっております。これはスローツーリズムの推進事業の
委託料を増額するものです。
６款１項３目農業振興費 1,567 万 2,000 円の追加となっております。これは
農集への繰出金であります。内容につきましては不明水の調査ために環境調査、
テレビカメラを入れて調査するということでその分が 2,780 万円、それから管
理車両が 182 万 5,000 円、その他職員共済費の追加分として計上しております。
次のページをお開き願います。５目野外生産試作センター管理費であります。
その中で 4,248 万 6,000 円を計上しております。15 節工事請負費 2,806 万 5,000
円。これは施設修繕。今ある野外センターの管理棟、倉庫の屋根、ガラスハウ
ス天窓修繕工事となっております。それから、施設設置工事費ということで
1,971 万 6,000 円計上しておりますが、これは堆肥舎の設置工事、パイプハウ
スの設置となっております。18 節備品購入費については 1,135 万 7,000 円とな
っております。パソコン、それぞれ機械器具購入費となっております。機械器
具につきましては破砕機、トラクター、除雪機、運搬車それから震動掘取機と
なっております。次の 25 ページをお開き願います。６款２項３目造林費であり
ます。312 万 3,000 円の追加であります。この主なものとしましては 15 節工事
請負費 300 万円の追加であります。これは森林空間整備事業に伴った作業道の
修繕ということで２路線 300 万円を計上しております。それから６目林道維持
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費につきましては 3,900 万円の予算であります。内容につきましては、15 節工
事請負費、橋りょうの架替工事ということで 3,600 万円、設計委託料で 300 万
円計上しております。これは林道長信田線４箇所の橋の架替となっております。
一番下の方になるわけですけれども、７款１項１目商工振興費 500 万円の追
加であります。内容につきましては次のページになります。19 節負担金補助及
び交付金ということで 500 万円、これを年末に、今行っているプレミア商品券
発行支援事業費ということで 500 万円。年末も再度商品券の発行を行いたいと
いうことで計上しております。
それから８款１項１目土木総務費であります。159 万 9,000 円の追加であり
ます。これにつきましては、主なものは備品購入費で 132 万 9,000 円。これは
土木管理車両の購入、軽トラックであります。これの購入を予算計上しており
ます。次の 27 ページになりますけれども、８款２項２目道路舗装費ということ
で 2,563 万 4,000 円となっております。この内容につきましては、村道の舗装、
修繕工事ということで 2,389 万 5,000 円。それと設計委託料。これは村道の舗
装ということで４路線を計上しております。それから３目橋りょう維持費とい
うことで 187 万 9,000 円の追加であります。これは橋りょう点検委託料、当初
６橋予算計上しておりますけれども、今回９橋を追加するものであります。次
のページをお開き願います。28 ページであります。８款３項１目河川総務費で
あります。1,757 万円の追加であります。この内容につきましては、河川改修
工事ということで 1,580 万 8,000 円であります。これは小沢田川の左右岸の防
護柵の改修、それから上合地沢川の右岸の護岸工事ということになっておりま
す。
30 ページをお開き願います。10 款 1 項３目教育振興費 2,288 万 7,000 円の追
加であります。主なものとしましては備品購入として 2,410 万 8,000 円であり
ます。教育用コンピュータシステム購入費 1,333 万 5,000 円。それから小中学
校用デジタルテレビの購入費 1,077 万 3,000 円となっております。次の 31 ペー
ジになりますけれども、10 款２項２目教育振興費 143 万 9,000 円の追加となっ
ております。主なものとしましては、18 節備品購入費、理科教材備品購入補助
事業でありますけれども、それを予算計上しております。次の 10 款３項２目教
育振興費 122 万 8,000 円であります。内容は次のページの内訳の方になります
けれども、18 節備品購入費で教材購入、小学校と同じく理科教材の備品購入と
いうことで、これも補助事業となっております。10 款４項１目社会教育総務費
80 万円の予算計上しております。これはパソコン教室を実施するということで、
ホストパソコン２台と、あと端末でパソコン８台買いたいということで予算計
上しております。２目公民館費 132 万 2,000 円の追加となっております。主な
ものは次のページの公民館広報車 120 万円となっております。それから３目図
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書館費では 639 万 9.000 円の予算計上となっております。これは図書館のシス
テム購入費、図書のデジタル化に伴うシステム購入費ということで予算計上し
ております。
14 款１項予備費につきましては、財源調整ということで 111 万 9,000 円の予
算となっておりますので、よろしくお願いいたします。
歳入につきましては９ページになります。
12 款１項１目総務使用料 42 万円。これは市町村有償運送に伴う使用料 42 万
円を計上しております。
13 款２項３目教育費国庫補助金 1,732 万円の追加であります。この主なもの
としましては学校情報通信基盤環境整備費補助金ということで、先ほど歳出の
方でも説明しました教育用コンピュータ、デジタル対応のテレビの購入、３分
の２の補助であります。補助残は経済危機対応の経費を充てております。次の
ページになります。５節理科教育設備整備等補助金であります。先ほど小中学
校で理科教材の購入ということで計上しておりますけれども、これの補助金と
なっております。それから４目総務費国庫補助金１億 7,302 万円となっており
ます。これは地域活性化・経済危機対策臨時交付金の限度額１億 7,302 万円を
予算計上しております。なお、経済危機対策の内容につきましては、前に全協
で説明しておりますけれども、きょうこの後の全協で内容が変更になっており
ますので、ご説明をしていきたいと思っております。
14 款２項１目総務費県補助金 369 万円の追加であります。これはバス路線の
維持費ということで 369 万円、車両購入、運行に伴う経費の補助を計上してお
ります。次のページ、８目労働費県補助金 116 万円の追加となっております。
これはふるさと雇用再生臨時対策基金事業費ということで、スローツーリズム
推進事業費に係る補助金として 116 万円を計上しております。
12 ページになりますけれども、17 款２項 1 目財政調整基金繰入金であります。
5,150 万円をみております。これは経済危機対策の財源分、それから米内沢病
院の 20 年度の不良債務分として財政調整基金繰入金を計上しております。
次の 13 ページになりますけれども、20 款過疎対策事業債 1,600 万円の計上
であります。これは福舘五反沢線の追加舗装工事に伴う起債の借入分となって
おりますのでよろしくお願いいたします。
以上です。
○議長（武石善治）

これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（武石善治）

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。

議案第１号は、総務産業常任委員会に付託いたします。
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日程第６

議案第２号

上程・付託

○議長（武石善治） 日程第６

議案第２号

平成 21 年度上小阿仁村国民健康

保険事業勘定特別会計補正予算についての件から、日程 14

議案第 10 号

平

成 21 年度上小阿仁村下水道事業特別会計への繰入れについての件まで、９件を
一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。住民福祉課長。
○住民福祉課長（鈴木壽美子） 補正予算の方の 41 ページをお開きいただきた
いと思います。上小阿仁村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算についてで
ありますが、歳入歳出も１万 2,000 円を追加いたしまして、３億 8,454 万 7,000
円とするものでございます。
47 ページをお開きいただきいと思います。歳入の方でございますが、３款国
庫支出金２項国庫補助金２目介護従事者処遇改善臨時特例交付金でございます
が、これにつきまして 26 万 9,000 円の増となっております。
次は、９款１項一般会計の繰入金が６万 8,000 円。これは事務費繰入れとし
て共済組合の負担金になっております。９款繰入金２項基金繰入金につきまし
ては、財源調整で基金の繰入れを 32 万 5,000 円減額するものでございます。
次、48 ページをごらんいただきたいと思います。歳出でございます。
１款総務費、一般管理費につきましては６万 8,000 円の補正額でございまし
て、これは共済組合の負担金となっております。
６款１項につきましては介護納付金といたしまして５万 6,000 円の減額にな
っておりますが、中身として財源の国庫金と一般財源の入れ替えをしておりま
すのでよろしくお願いいたします。
○議長（武石善治）

総務課長。

○総務課長（鈴木義廣） 議案第３号であります。55 ページをお開き願います。
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算であります。総額で 86 万 3,000
円を追加しまして、補正後の総額が１億 1,119 万 1,000 円となるものでありま
す。
内容につきましては 62 ページをお開き願います。１款１項１目一般管理費で
86 万 3,000 円の追加であります。内容につきましては職員手当が 67 万 6,000
円、その内職員手当、これは医師の分であります。77 万 2,000 円の追加となっ
ております。それぞれ共済費、19 節負担金につきましては、率の改定、歯科医
師の異動に伴うものとなっております。その 86 万 3,000 円を歳入では一般会計
から繰入金として予算計上しておりますのでよろしくお願いいたします。
○議長（武石善治）

特別養護老人ホーム施設長

○特別養護老人ホーム施設長（武石辰久） 議案第４号でございます。69 ペー
ジをお開きたいと思います。特別養護施設特別会計補正予算でございますが、
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既定の総額に 495 万 4,000 円追加しまして、３億 4,867 万 8,000 円とするもの
ございます。
75 ページをお開きいただきたいと思いますが、歳入でございますが、一般会
計繰入金。先ほど一般会計の方で説明ありましたけれども、経済危機対策交付
金 495 万 4,000 円を追加するものでございます。
次の 76 ページでございます。歳出、総務費の一般管理費でございますが 649
万 3,000 円の追加でございます。これは 15 節と 18 節の施設改修工事、送水ポ
ンプ、開設当時から大分錆びて老朽化しているものを２台、建家も含めて改修
ということであります。もう１つ、テレビのデジタル化に伴いまして、今まで
共聴組合の方からの電波でございましたが、沖田面の共聴組合がなくなる予定
ということでそのアンテナ設置工事も含まっております。18 節の備品購入費に
ついては、テレビのデジタル化に伴いますチューナの購入費ということでみて
おります。これが経済危機対策工事の財源でございます。あと共済費の関係で
ございます。
５款予備費については 153 万 9,000 円、これは共済分の財源ということで計
上です。
以上でございます。
○議長（武石善治）

建設課長。

○建設課長（加賀谷敏明） 次、議案第５号でございます。83 ページでありま
す。農業集落排水事業特別会計補正予算でございますが、歳入歳出にそれぞれ
に 1,567 万 2,000 円を追加いたしまして、補正後の総額を 1 億 823 万 4,000 円
とするというものでございます。
内容ですけれども、90 ページをお開き願います。歳出の方でございます。一
般管理費で 189 万 2,000 円の追加でございます。主な内容としましては備品購
入費 171 万 8,000 円ということで、これは農業集落排水事業の管理車でござい
ますけれども、16 年たっておりますのでバンを更新したいということでお願い
しております。２目施設管理費でございます。1,378 万円の追加でございます
けれども、これは羽立地区、小沢田地区の不明水を調査するためにということ
で、テレビカメラで調査するわけでございますけれども、それを実施したいと
いうことで、歳入の方につきましては、89 ページ、一般会計の方から経済危機
対策交付金を 1,567 万 2,000 円繰入れするということでございますのでよろし
くお願いいたします。
○議長（武石善治）

建設課長。

○建設課長（加賀谷敏明）

続きまして議案第６号でございます。下水道事業

特別会計補正予算でございます。歳入歳出に３万 7,000 円を追加しまして、補
正後の総額を 5,428 万 1,000 円とするというものでございます。
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内容としましては、104 ページになりますけれども、一般管理費３万 7,000
円の追加。これは共済組合の負担率の変更に伴いましての増でございます。
その歳入 103 ページになりますが、歳入は一般会計から３万 7,000 円を繰入
れするということでございます。よろしくお願いいたします。
○議長（武石善治）

住民福祉課長。

○住民福祉課長（鈴木壽美子）

議案第７号です。111 ページをごらんいただ

きたいと思います。介護保険事業勘定特別補正予算です。歳入歳出 154 万 5,000
円を追加いたしまして、３億 7,298 万 7,000 円とするものでございます。
117 ページをお開きいただきたいと思います。７款繰入金、一般会計からの
繰入金でございますが 154 万 5,000 円の繰入れとなっております。
次の 118 ページをお開きいただきたいと思います。歳出の方で補正になって
おりますが、これは全て人件費の関係でございますが、時間外と共済組合の負
担金の率が変更になったものです。
○議長（武石善治）

総務課長。

○総務課長（武石義廣）

議案関係のつづりの方をごらんいただきたいと思い

ます。１ページになります。議案第８号であります。上小阿仁村特別養護施設
特別会計への繰入れについてということで、補正予算の方でもご説明ありまし
たけれども、一般会計から繰入れる額 495 万 4,000 円を追加し、898 万 6,000
円以内とする議案となっております。
次の２ページ、議案第９号であります。農業集落排水事業特別会計への繰入
れについてであります。同じく補正予算で説明ありましたように一般会計から
繰入れる額 1,567 万 2,000 円を追加し、8,453 万 2,000 円以内とする議案とな
っております。
次のページであります。議案第 10 号であります。下水道事業特別会計への繰
入れについてということで３万 7,000 円を追加し、3,617 万円以内とする議案
となっております。
８号から９号、10 号につきまして、地方財政法第６条によりまして、議会の
議決を求めるものでありますのでよろしくお願いいたします。
○議長（武石善治）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（武石善治）

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。

議案第号２号から議案第 10 号までは、総務産業常任委員会に付託いたします。
日程第 15

議案第 11 号

○議長（武石善治）

上程・付託

日程第 15

議案第 11 号

例の制定についての件を議題といたします。
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上小阿仁村有償運送等運行条

提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長（鈴木義廣） ４ページになります。議案第 11 号

上小阿仁村有償

運送等運行条例の制定についてであります。
この条例の制定については、五城目線のところで路線バスの廃止等に伴いま
して、交通空白地域の住民の交通手段を確保し、公共の福祉に寄与するという
目的のために制定する議案であります。
目的につきましては、提案理由のとおりとなっております。
第４条でありますが、市町村有償運行の路線ということで上小阿仁村から八
郎潟駅まででありまして、朝・夕の定期運行と、昼は時間は設定しております
けれども、予約があれば運行できるということであります。運行日は土日、祭
日を除きまして月曜から金曜日となっております。
第５条の使用料につきしては、６ページの中段の方に書かれておりますけれ
ども、全区間大人 1,000 円、子供 500 円、６歳以下は無料ということになって
おります。
この市町村有償運送事業につきましては、社会福祉協議会の方へ委託して事
業を実施したいと考えております。
以上です。よろしくお願いいたします。
○議長（武石善治）

これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（武石善治）

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。

議案第 11 号は、総務産業常任委員会に付託いたします。
日程第 16

議案第 12 号

○議長（武石善治）

上程・付託

日程第 16

議案第 12 号

村道の路線認定についての件

を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。建設課長。
○建設課長（加賀谷敏明） ７ページになります。議案第 12 号

村道の路線認

定についてでございます。路線名は大阿瀬３号線、起点が堂川字大阿瀬ハサバ
７番地３から終点が堂川字屋布岱 17 番地１までの議案でございます。
これは主要地方道鷹巣川井堂川線の道路改築工事に伴いまして、旧道の区間
につきまして県の方から移管されるということで、この路線認定をお願いして
おります。ちなみに延長は 210 メートルでございます。
よろしくお願いします。
○議長（武石善治）

これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（武石善治）

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
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議案第 12 号は、総務産業常任委員会に付託いたします。
日程第 17

議案第 13 号

○議長（武石善治）

上程・付託

日程第 17

議案第 13 号

上小阿仁村過疎地域自立促進

計画の変更についての件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長（鈴木義廣）
議案第 13 号

８ページになります。

上小阿仁村過疎地域自立促進計画の変更についてということ

であります。次のページをお開き願います。９ページであります。
２、情報通信基盤整備に伴いまして過疎計画の変更を行うものでありまして、
変更のこのアンダーラインが引かれている部分について追加になる部分であり
まして、９ページにつきましては、
（２）その対策ということで、光ファイバー
網等の情報通信基盤の整備を行い、高度情報化の推進を図るということで追記
しております。それに伴いまして次の 10 ページになりますけれども、中段以降
（５）電気通信施設等情報化施設ということで、光ファイバー幹線、八木沢地
区への無線ＬＡＮ構築。それからＩＰ電話、告知放送システム、地上デジタル
難視聴対策ということで、不動羅、中茂、梨ノ岱の７世帯にこの回線を利用し
て光ファイバーを通じて地デジの対応をしたいということで変更するものであ
りますのでよろしくお願いいたします。
○議長（武石善治）

これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（武石善治）

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。

議案第 13 号は、総務産業常任委員会に付託いたします。
日程第 18

陳情

上程・付託

○議長（武石善治）

日程第 18

陳情の件を議題といたします。

本定例会において受理した陳情は、お手許に配布の陳情文書表のとおりであ
りますのでので、総務産業常任委員会に付託いたします。
散

会

○議長（武石善治）

以上で本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。
15 時 25 分

散会
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