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【4月臨時議会報告】 

4/27第 1回臨時議会開催  

おもな案件 

・平成 28年度一般会計第一回補正予算 

（認定幼児園の園庭整備の予算の項目の組み換え。学童保育協議会の為の報償費） 

 

平成 28年度の議会内の役割について 

役員名簿 

議長 植村 ケイ子 

副議長 衣川 喜憲 

監査委員 松田晴光 

 

委員会名簿 

委員会名 委員長 副委員長 委員 

総務建設委員会 辰巳光則 森田浩司 辰巳勝秀、松田晴光、植村ケイ子 

福祉文教委員会 川口靖夫 森内哲也 園田時廣、池田年夫、衣川喜憲 

議会運営委員会 池田年夫 森田浩司 議長をオブザーバーとして除く 7名 

 

組合議員名簿 

議会名 議員 

式下中学校組合議会 川口靖夫、森内哲也、植村ケイ子、衣川喜憲     

国保中央病院組合議会 植村ケイ子、衣川喜憲 

山辺・県北西部広域環境衛生

組合議会 

森田浩司 
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【3月定例議会報告】平成 28年度予算案について 

・平成 28年度 一般会計予算案の総額額 

 （40億 6千万円）⇒修正により 39億 5235万 1千円 

【前年 37億 8千万円で 2億 8千万円増加 ⇒1億 7235万 1千円増加】 

 

・平成 28年度 国民健康保険特別会計予算額（9億 9200万円） 

【前年 9億 3200万円で 6千万円増加】 

 

・平成 28年度 後期高齢者医療特別会計予算額（1億 488万 7千円） 

【前年 9960万 2千円で 528万 5千円増加】 

 

・平成 28年度 介護保険特別会計予算額（7億 3400万円） 

【前年 6億 8500万円で 4900万円増加】 

 

・平成成 28年度 公共下水道事業特別会計予算額（3億 8200万千円） 

【前年 3億 3400万円で 4800万円増加】 

 

・平成 28年度 水道事業会計予算 

水道事業収入：1億 8260万 7千円【前年 1億 9533万 6千円で 1272万 9千円減少】 

水道事業支出：1億 6571万 8千円【前年 1億 7622万 5千円で 1050万 7千円減少】 

資本的収入：3924万 7千円【前年 810万円で 3114万 7千円増加】 

資本的支出：5719万 4千円【前年 2930万 1千円で 2789万 3千円増加】 

 

【メモ】☞「専決処分」ってなに？ ？ 

（せんけつ【専決】：「（決定権を持つ）その人だけの考えで決めること」） 

 地方自治体の意思決定の仕組みとして、権力の暴走を防ぐために、直接選挙で選ばれる町長と

議会（議員の集合体）で権限を分散させています。（二元代表制） 

 例として、町長は予算を作成する権限（予算編成権）があり、議会には予算を作成する権限はあり

ませんが、それを承認または否認する権限（予算承認権）があります。 

ですので、本来は、町長が予算を作成し、それを議会が承認して、予算に基づいて計画が執行さ

れるという経緯をたどります。 

 専決処分とは、議会の権限を議会が行使するのでなく、町長が行使することを言います。 

緊急な事態が生じたとき等に予算を使わねばならないが議会を招集して開くには時間的な余裕が

ない場合に町長の権限で予算執行ができる制度です。この場合、次に開かれる議会で必ず議会

の承認議案として報告しなければなりません。  
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◎一般会計予算案について 

理事者側より、増加分は「児童館及び学童施設の新設」と「石見駅開発」のためと説明が

ありました。 

平成 28年度予算案 主な新規事業（一般会計予算案より）   (単位:千円) 

事業名 事業費 事業概要 

太子道観光拠点広場整備 7,591 遊休普通財産の整備活用 

災害に強い町づくり事業 5,234 防災備蓄品購入、 

感震ブレーカ設置補助金 

防災拠点整備事業（繰越明許） 130,457 消防団詰所・防災拠点倉庫建設事業 

防災拠点整備事業 3,472 

2,372 

消防団詰所・防災拠点倉庫建設事業(借地料)  

【敷地賃借料 ▲1,100】 

企画費 2,158 京奈和道路側道花壇植栽事業 

総合計画策定業務 13,081 第 4次基本構想策定 

都市計画策定事業 12,920 都市計画マスタープラン改定、 

まちづくり基本構想策定 

三宅町観光業務促進事業 4,107 県立美術館連携事業ほか 

文化財啓発事業 7,089 文化財整理経費 

高齢者福祉事業 337 高齢者健康づくり推進事業フィットネス教室 

高齢者福祉計画及び介護保険事業計

画策定業務 

2,710 高齢者福祉計画・第 7期介護保険事業計画策定 

 

元気度 UP事業 2,054 「三宅ますます元気体操」の普及 

健康増進事業 3,575 三宅町健康増進計画策定 

みやけウェルネスタウン事業 702 無病息災事業、笑いと健康講座 

学童保育及び児童館新設工事 112,049 

5,500 

学童保育及び児童館新設工事 

【小学校で学童保育事業の環境整備等の費用を

残してマイナス】 

総合センター費 5,940 解体撤去工事設計費 

環境衛生費 10,911 上但馬火葬場修繕工事 

清掃車購入事業 14,696 清掃車(4t級)買い替え 

社会資本整備総合交付金事業 42,328 耐用年数の経過したマンホールの長寿命化 

（H28~32年度） 

既存木造住宅耐震改修支援事業 425 耐震シェルター・ベッド補助金 

ムジークフェストなら事業 619 ムジークフェスタなら 2016 

みんなでやろう!健康チャレンジ事業 12,200 幼少期からの運動促進、健康プログラムの促進 
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◎議会として、一般会計予算案をどう考えたか 

議会から理事者側への再三にわたる質問、資料などによる説明を求めたにも

関わらず充分な回答を得られなかったため、以下が争点となりました。 

（議員内で意見調整がつき予算案に賛成できないと多数で決まった点＝議会と

しての意見がまとまった点です） 

 

１． 防災拠点整備事業について（当初予算案から賃料 110 万円をマイナス） 

消防団詰所・防災倉庫の新設には反対するものではありません。 

しかし、世界的な経済発展の低迷、日本全体で問題となっている人口減少が

予想されるなか、町としての収入が減ることは容易に想定されます。 

町の予算において、敷地の賃貸料は経常経費として毎年払われ、負担になり

ます。 

防災事業に力を入れる事は、町としても自治会としても益があるため、今後

の財政負担を軽減するためにも経常経費（賃料）の交渉は努力すべきだと考

えます。 

その交渉過程、賃料の発生しない町有地の利用など検討されるべき内容が十

分説明のないままで、不明のままですので異議をとなえました。 

 

２． 学童保育及び児童館新設工事 

（環境整備等の費用 550万円を残して、1億 654万 9千円をマイナス） 

学童保育及び児童館新設に反対するものではありません。 

むしろ、子どもたちの環境を改善するためには最善をつくすべきであると

いう点に関しては議員全員の一致をみています。 

しかし、新設案の他、従前のつながり総合センターの建て替え案など比較

検討された資料が出ず、口頭によるだけの説明で充分とは思えないこと。 

 新設の建物は小学校敷地内に建設と理事者だけで決定したものの、敷地内

のどこの場所なのかは説明がありませんでした。 

ましてや、一階建てなのか二階建てなのか決まっていないという説明しかな

されておらず、判断のしようがありません。 

このままで予算案を通すことは、議会としてあまりにも無責任であると判断

をし、予算案に異議を唱えました。 

 

上記の 2点を考慮し、関係する部分の予算額を減額修正した予算案を、議

員発議により提案し可決しました。 
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◎議会としての取り組み 

・住民さんへの報告会・意見交換会を開催 

（2/14東屏風、3/26伴堂 2丁目、4/24石見で開催） 

 

・毎月の勉強会 

決算書の見方、地域包括ケアシステムについて、マイナンバー制度について

など、役場関係部局の職員さんにレクチャーを依頼することも多々あります 

 

・各種研修会の報告 

新人研修、郡議員研修、県議員研修など 

 

・行政視察と参加議員のレポートの提出化 

11月：曽爾村（地域活性化の取り組み）、松阪市（まちづくり協議会） 

       津市（ゴミ処理清掃センター） 

2月：徳島県美波町（少子化対策・移住定住支援・空き家対策） 

       阿南市（まちづくりの取り組み・野球の活用） 

 

・議会の傍聴について 

委員会の傍聴を可能にしました。 

インターネット活用の検討。先進地の視察（上牧町等） 

・定例議会に常任委員会を開催することの検討 

・議会便り発行の検討 

 


