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平成２６年第１回竜王町議会定例会（第２号） 

                             平成２６年３月７日 

                             午後１時００分開議 

                             於   議   場 

１ 議 事 日 程（第２日） 

日程第 １ 議第３６号 工事請負契約の締結について 

日程第 ２ 議第 ６号 竜王町課設置条例の一部を改正する条例 

日程第 ３ 議第 ７号 竜王町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一 

            部を改正する条例 

日程第 ４ 議第 ８号 竜王町再生可能エネルギー等導入促進基金条例 

日程第 ５ 議第 ９号 竜王町地域の元気臨時交付金基金条例 

日程第 ６ 議第１０号 竜王町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議第１１号 竜王町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議第１２号 竜王町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議第１３号 竜王町ふれあい相談発達支援センター設置条例の一部を改 

            正する条例 

日程第１０ 議第１４号 竜王町環境基本条例 

日程第１１ 議第１５号 竜王町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第１２ 議第１６号 竜王町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例 

日程第１３ 議第１７号 竜王町水道事業の剰余金の処分等に関する条例 

日程第１４ 議第１８号 竜王町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条 

            例の一部を改正する条例 

日程第１５ 議第１９号 平成２５年度竜王町一般会計補正予算（第６号） 

日程第１６ 議第２０号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）補正予算（第３号） 

日程第１７ 議第２１号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）補正予算（第５号） 

日程第１８ 議第２２号 平成２５年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第４ 

            号） 

日程第１９ 議第２３号 平成２５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第２０ 議第２４号 平成２５年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

            ２号） 
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日程第２１ 議第２５号 平成２５年度竜王町水道事業会計補正予算（第５号） 

日程第２２ 議第２６号 平成２６年度竜王町一般会計予算 

日程第２３ 議第２７号 平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）予算 

日程第２４ 議第２８号 平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）予算 

日程第２５ 議第２９号 平成２６年度竜王町学校給食事業特別会計予算 

日程第２６ 議第３０号 平成２６年度竜王町下水道事業特別会計予算 

日程第２７ 議第３１号 平成２６年度竜王町介護保険特別会計予算 

日程第２８ 議第３２号 平成２６年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２９ 議第３３号 平成２６年度竜王町水道事業会計予算 

日程第３０ 議第３４号 近江八幡市及び竜王町子ども療育事業に関する事務の事務 

            委託の廃止に関する協議につき議決を求めることについて 

日程第３１ 議第３５号 町営土地改良事業の事業計画の変更について 
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２ 会議に出席した議員（９名） 

 １番 小 森 重 剛   ４番 岡 山 富 男 

 ５番 山 田 義 明   ６番 内 山 英 作 

 ７番 貴 多 正 幸   ８番 古 株 克 彦 

 ９番 松 浦   博  １１番 菱 田 三 男 

１２番 蔵 口 嘉寿男    

３  会議に欠席した議員（３名） 

 ２番 竹 山 兵 司   ３番 若 井 敏 子 

１０番 西 村 公 作    

４  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 

町 長 竹山 秀雄  副 町 長 川部 治夫 

教 育 長 岡谷ふさ子  会 計 管 理 者 赤佐 九彦 

総 務 政 策 主 監 兼 
産 業 建 設 主 監 

福山 忠雄  住 民 福 祉 主 監 松瀬徳之助 

総 務 課 長 奥  浩市  政 策 推 進 課 長 杼木 栄司 

生 活 安 全 課 長 井口 清幸  住 民 税 務 課 長 犬井 教子 

健 康 推 進 課 長 嶋林さちこ  産 業 振 興 課 長 兼
農業委員会事務局長 

田邊 正俊 

建 設 計 画 課 長 井口 和人  上 下 水 道 課 長 徳谷 則一 

工業団地推進課長 尾﨑 康人  教 育 次 長 山添登代一 

学 務 課 長 市田太芽男  生 涯 学 習 課 長 竹内  修 

５  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 若井 政彦  書 記 臼井由美子 
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開議 午後１時００分 

○議長（蔵口嘉寿男） 皆さんこんにちは。ただいまの出席議員数は９人でありま

す。よって定足数に達しておりますので、これより平成２６年第１回竜王町議会

定例会を再開いたします。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 議第３６号 工事請負契約の締結について 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１ 議第３６号を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） ただいま上程いただきました議第３６号につきまして提案理

由を申し上げます。 

議第３６号、工事請負契約の締結についてにつきましては、竜王インターチェ

ンジ周辺地区多機能グラウンド整備（本体）工事請負契約の締結でございまして、

去る２月２６日に事後審査型条件付一般競争入札を執行いたしましたところ、た

ち・沢井建設特定建設工事共同企業体、代表構成員、滋賀県栗東市六地蔵１１０

３番地２、たち建設株式会社、代表取締役猪飼英男が金額４億４，０１０万円で

落札いたしましたので、これの請負契約の締結について地方自治法第９６条第１

項第５号及び竜王町議会の議決に付すべき契約およ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。 

工事の内容につきましては、滋賀竜王工業団地内における調整池を整備するも

のでございまして、この調整池は、祖父川流域の洪水調整機能を有した施設であ

ると同時に、住民の日常的なレクリエーションの場を提供することを目的に多機

能グラウンドとして整備するものでございます。なお、工期につきましては平成

２７年９月２５日完成でございます。 

以上、議第３６号につきまして提案理由を申し上げたところでございますが、

よろしく御審議を賜り御承認いただきますようお願い申し上げ、提案理由といた

します。 

○議長（蔵口嘉寿男） 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 
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○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結します。 

これより採決を行います。日程第１ 議第３６号を原案のとおり決することに

賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第１ 議第３６号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 議第６号 竜王町課設置条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２ 議第６号を議題として質疑に入ります。質疑あ

りませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって日程第２ 議第６号は総務

産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていただき、

その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３ 議第７号 竜王町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を 

          改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３ 議第７号を議題として質疑に入ります。質疑あ

りませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第３ 議第７号を原案のとおり決することに賛
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成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第３ 議第７号は原案の

とおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第４ 議第８号 竜王町再生可能エネルギー等導入促進基金条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第４ 議第８号を議題として質疑に入ります。質疑あ

りませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第４ 議第８号を原案のとおり決することに賛

成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第４ 議第８号は原案の

とおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第５ 議第９号 竜王町地域の元気臨時交付金基金条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第５ 議第９号を議題として質疑に入ります。質疑あ

りませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第５ 議第９号を原案のとおり決することに賛

成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第５ 議第９号は原案の



- 57 - 

とおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第６ 議第１０号 竜王町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第６ 議第１０号を議題として質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第６ 議第１０号を原案のとおり決することに

賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第６ 議第１０号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第７ 議第１１号 竜王町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第７ 議第１１号を議題として質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第７ 議第１１号を原案のとおり決することに

賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第７ 議第１１号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第８ 議第１２号 竜王町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第８ 議第１２号を議題として質疑に入ります。質疑
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ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第８ 議第１２号を原案のとおり決することに

賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第８ 議第１２号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第９ 議第１３号 竜王町ふれあい相談発達支援センター設置条例の一部を改正 

           する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第９ 議第１３号を議題として質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって日程第９ 議第１３号は総

務産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていただ

き、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１０ 議第１４号 竜王町環境基本条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１０ 議第１４号を議題として質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって日程第１０ 議第１４号は

総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていた

だき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１１ 議第１５号 竜王町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１１ 議第１５号を議題として質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第１１ 議第１５号を原案のとおり決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第１１ 議第１５号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１２ 議第１６号 竜王町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１２ 議第１６号を議題として質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第１２ 議第１６号を原案のとおり決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第１２ 議第１６号は原

案のとおり可決されました。 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１３ 議第１７号 竜王町水道事業の剰余金の処分等に関する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１３ 議第１７号を議題として質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第１３ 議第１７号を原案のとおり決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第１３ 議第１７号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１４ 議第１８号 竜王町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条 

            例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１４ 議第１８号を議題として質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第１４ 議第１８号を原案のとおり決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第１４ 議第１８号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１５ 議第１９号 平成２５年度竜王町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１５ 議第１９号を議題として質疑に入ります。 
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質疑ありませんか。７番、貴多正幸議員。 

○７番（貴多正幸） 議第１９号、平成２５年度竜王町一般会計補正予算（第６

号）について御質問させていただきます。 

衛生費、保健衛生費、診療所費の繰出金の中に国保特別会計施設勘定歯科診療

所へ繰出金が当初予算６００万円見られていましたが、今回１９０万円減額され

ていますが、その１９０万円の内訳をお聞かせください。 

○議長（蔵口嘉寿男） 犬井住民税務課長。 

○住民税務課長（犬井教子） ただいまの貴多議員さんの一般会計の衛生費の診療

所費の繰出金の減額についてお答えいたします。 

これにつきましては、国民健康保険事業勘定の歯科会計への繰出金の部分でご

ざいます。これにつきましては、歯科保健センターの部分と、それから経営に伴

います赤字の補てん分について見ておりましたが、歯科保健センターの事業分の

見通し及び経営の見通しを立てていく中で、赤字補てんにつきましては必要がな

いと認められましたので、一般会計の補正を必要としているものでございます。 

この内訳でございますけれども、赤字補てん分といたしましては、１７９万６，

０００円、それから保健センターに係る分といたしましては、その差額分でござ

います。以上、御質問のお答えとさせていただきます。 

○議長（蔵口嘉寿男） ７番、貴多正幸議員。 

○７番（貴多正幸） 約１７９万６，０００円については国保診療所分の赤字補て

ん分ということを当初から見ていた。しかしながら事業収入、診療収入があった

のでそれは必要ないという御回答をいただいたと思います。しかしながら先ほど

も課長のほうからおっしゃってましたように、国民健康保険事業特別会計（施設

勘定）という１つの会計があるのでね、そこはやはり独立採算制で見るべきもの

ではないでしょうか。国保の特別会計の中にも施設勘定の中にも、医科にしろ歯

科にしろ基金は持っておられると思いますが、そもそもそこで赤字が出た場合は

補うという形が僕は正しいやり方ではないかなというふうに思いますが、その辺

のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（蔵口嘉寿男） 犬井住民税務課長。 

○住民税務課長（犬井教子） ただいまの貴多議員様からの赤字補てん分あるいは

独立採算制の御質問についてお答えいたします。 

施設勘定につきまして、２つの施設がございますので会計として独立してさせ

ていただいておりますけれども、公営企業としてさせていただいてはおりません
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ので、本来の意味からいたしますとそのような意味にもなるかと思いますけれど

も、予算を組みます年度当初に２４年度の最終の見込みが立てられないような状

況のときもございますので、このような方法をとらせていただいております。 

なお、財政調整基金の繰り入れにつきましては、施設の充実等につきまして優

先的に充てておりますので、経営補てんについては繰り入れ等によっていたし方

なくさせていただかなければならない部分も出てくるかと存じます。以上、御回

答とさせていただきます。 

○議長（蔵口嘉寿男） ７番、貴多正幸議員。 

○７番（貴多正幸） あえて一般会計のところで私は質問しているので、施設勘定

で質問しているわけではないので、総務課的にどういうふうに思っているかとい

うことで、１回目の質問からさせていただいてたつもりだったんですけれども、

担当課長が答えていただきました。そうなると、やはり一般会計からは繰り出し

ですけれども、特別会計になると繰り入れになるわけですよね。その担当はどう

思っているかということを僕は聞いているのではなくて、総務課的に特別会計と

いう独立した会計があるのにそこに赤字補てんをするのはどうかということを聞

きたいというふうに思っているので、もう一度総務課長からお答えいただければ

ありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（蔵口嘉寿男） 奥総務課長。 

○総務課長（奥 浩市） ただいま貴多議員から再質問をいただいたわけでござい

ます。一般会計からですと施設勘定への繰り出しということで当初６００万、そ

して補正で１９０万を減額するということで赤字分についての補てんは決算ベー

スとしては行わないという判断に至ってるわけでございます。そもそもというと

ころで、貴多議員がおっしゃった独立採算という部分での本筋は、やはり一番大

事なとこかなと、かように考えております。したがいまして施設勘定への繰り出

しについては基本的には保健事業の分をベースに当初予算編成において、赤字分

を一応見込んだ中で予算編成をさせていただいておりますが、前年度の平成２４

年度の決算もほぼ同額の決算額になっておりますので、結果として平成２４年度

の歯科診療所の採算ベースもとれたということから保健事業分の分を繰り出しを

させていただいた結果となっておりますが、２５年につきましても同様の考えで

保健事業の分を繰り出しをさせていただいて、赤字補てん分についてはさせてい

ただかないという結果で、その姿が本筋というのは冒頭議員のほうがおっしゃっ

たとおりかと判断しております。以上です。 
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○議長（蔵口嘉寿男） ほかに質疑はありませんか。４番、岡山富男議員。 

○４番（岡山富男） 議第１９号、平成２５年度竜王町一般会計補正予算で、民生

費のほうで児童手当１，８３８万円の減額ということで、これ全員協議会で１年

間で出生率とか全てそういうなんで１００人ということを計算の上でやってたん

ですが、それにプラス５０名ほどの予算をつけてるということを聞かせてもらっ

たんですが、それが結局５０名なかったと、毎年の１００名前後の分だけで、こ

の分だけが多く見込んでたということなんですが、これを毎年こういう形で多く

見込まれてると思うんですけども、この計算上でこんだけ減額したということは、

町としてどのような事情で子供の出生率がこんだけ少なかったということに関し

て、どのように考えておられるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（蔵口嘉寿男） 嶋林健康推進課長 

○健康推進課長（嶋林さちこ） 岡山議員の児童手当にかかわる扶助費に関して減

額補正をすることに対して、出生が当初より見込みが少なかったというふうな結

果についてどのように考えているのかということでの御質問であったかというふ

うに思います。竜王町の場合、毎年１００名前後ぐらいで、ここ数年出生数が大

きく変化はしてない状況がございます。町の第五次総合計画の中で平成３２年に

は１万４，０００人を目指すというふうな方向の中で、人口増を目指すというふ

うな考え方を持っている中で、少しずつ人口をふやしていきたいというふうな思

いの中で出生の増もしくは転入、そういったことも見込めるかもしれないという

ふうな想定をしながら児童手当の予算を組んでいるところでございますが、実質

的には昨年に比べて大きく増加というふうな状況には至らなかったわけでござい

ます。児童手当も子育て支援の大きな施策でございますけれども、その他のいろ

いろな子育て支援策もあわせて行いながら、出生数が伸びていくこと等を願うと

ころではございますが、現実的にはなかなか結果がついてこないような状況でご

ざいます。そういった出生数がふえるというような部分では、さらに子育て支援

策も今後検討していかなければいけないというようなこともあわせて考えており

ますし、少子化対策の中で子育て支援策とあわせて、それ以外の施策等も町全体

で考えていくことも必要であるというふうに思っておりますので、関係する課と

連携しながら引き続き子供の増加、人口増というような方向に向かっていけるよ

うに考えております。やはり人口がふえるということで、町の活性化につながっ

ていることだというふうには思っておりますけれども、引き続き今子育ての新し

い計画の中でニーズ調査等もしておりますので、そういった意見も踏まえながら
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町としてどのように今後対応していくかというようなことも引き続き検討してい

きたいというふうに考えております。以上お答えとさせていただきます。 

○議長（蔵口嘉寿男） ４番、岡山富男議員。 

○４番（岡山富男） すぐにふえるということはないと思うんですけども、まずそ

こに対して第五次総合計画で１０年間の１万４，０００人ということで、それに

対して子供もそうなんですが、やはり若い方がどんだけ竜王町を魅力持って住ん

でもらえるかというとこに入ってくると思うんですよ。そこで結婚して子供を産

んでいただいて育ててもらう、そこがここの児童手当に入ってくると思うんです。

その前の段階として若い方が竜王町に魅力あって住んでもらうための施策ですね、

そのためのどういう対応をされているんか、今まで住宅とかそういうところまで

考えておられるというんですけど、もう３年もたってその状況もどういう動きを

されてるか、それも全然できてない、それが一つ一つふえていくことによって、

この児童手当というのが少しでもふえてるん違うかなと、たとえ１０でもふえて

たら私はオーケーかなと思うてるんですよ。でも一緒ですよ。１００人前後の。

見込みを持っておられてるのに結局その分はゼロでしたということですんでね、

イコール何もされてないということになってしまいますんで、そこら辺はやっぱ

り執行部側としてこの１年間でどういう反省を持った形をして２６年度にどうい

うように考えていきたいと思っておられるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（蔵口嘉寿男） 杼木政策推進課長。 

○政策推進課長（杼木栄司） 岡山議員の質問にお答えさせていただきます。 

   根幹となる大変重要な施策、根幹となる施策の人口増ということでございま

す。一番ベースになることは住宅地の整備ということになるかと考えております。

それに伴います土地活用につきまして、今日までも種々検討しながら種々いろん

なところに協議をさせてもらってるところでございます。引き続きまして一歩で

も進むように最大限の努力を進めさせていただきたいと思います。以上でござい

ます。 

補足いたします。２６年度におきましても、今日まで協議をさせてもらってる

案件につきまして一歩でも進むように、具体的な部分につきまして住宅施策等に

つきまして進めさせていただく思いでございますので、よろしくお願い申し上げ

たいと思います。 

○議長（蔵口嘉寿男） ４番、岡山富男議員。 

○４番（岡山富男） 少しでも進めさせてもらいます言うてるけども、今まで経過
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はどうなんですか。結果が出てないですやん、実際に。結果が出て今後これから

もっと進めていきますいうのではわかるんですけど、やっぱり種まかんとだめで

すやん。種まいたら花は開きます。種まき自体がどういう形で、どういうのをや

られてるんかということなんです。それに伴って２６年度はこういうことが少し

でも実りますよという話を聞かせてほしいわけなんですよ。それがないから今の

この児童手当にもかかってきて、あそうですかということで済むわけじゃないと

思うんですよね、町長。町全体のこと考えなければいけないことなんです。もち

ろん執行部側だけじゃないと思うんです。議員にもかかってるんです。だからや

っぱりここは、どういうようにしていったら一番に人口がふえるか、まして人口

減になってるんで深刻な問題です。そこをもっと考えて、今の答えだけじゃない

と思うんですよ。それを安易に簡単にそんな回答でおさめてもらうというのは、

僕はだめだと思うんですけど。町長どうなんですか。 

○議長（蔵口嘉寿男） 竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） 岡山議員さんの御質問にお答えさせていただきます。 

 私は、町の皆さんにこの人口減の実態に目を向けてください。そして町の皆

さんが人口減に対して危機感を強くお持ちくださること、これがやはり一番大事

な要素ではないかなと常に申し上げております。そして行政といたしましてはや

はり赤ちゃんがお生まれになるには、若い方に定住していただいて結婚していた

だく。こういったことに大きな要素と言いますかウエートがあるわけであります

ので、この内容についてはまちづくり、あるいは町政報告の懇談会の場で住民の

皆様からも御意見、御指摘をいただきました。そしたら婚活の場でも考えてんの

かいなと、そしてまた住宅でも力強く進めてんのかいなというような強い御意見

もいただいたところであります。最近、事業を進めるに包括的とか横断的とか総

合的とかそういう言葉がよく使われるわけでありますけども、人口が減っている

実態から町ぐるみでやっぱりやっていかないと人口増への課題には向かえないの

違うかなというぐあいにも思っております。 

その中で議員さん御指摘のとおり、やはり執行部が先んじて一歩でも二歩でも

前へ進めていくそういう気概を持って行動を起こさないといけない、これもその

とおりだと思いますので、もう遅きになっているかもしれませんですけども、た

だいまよりもう一度この問題にど真剣に向かわないかんなという思いでございま

す。具体的な施策は若者定住、子育て支援、それから今杼木課長が申し上げまし

た住宅、それから企業さんへの訪問等あわせまして、竜王町はまだ若い方が竜王
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町へ入ってきてくださっていますので、そのチャンスは私はまだあるんじゃない

かなというぐあいには判断いたしております。したがいまして、ここでもう一度

自分自身がこの思いにさらに強い覚悟を持って当たっていくということで御理解

をいただきたいというぐあいに存じます。以上、回答とさせてもらいます。 

○議長（蔵口嘉寿男） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって日程第１５ 議第１９号は

総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていた

だき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１６ 議第２０号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）補正予算（第３号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１６ 議第２０号を議題として質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第１６ 議第２０号を原案のとおり決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第１６ 議第２０号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１７ 議第２１号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）補正予算（第５号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１７ 議第２１号を議題として質疑に入ります。質
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疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は教育民生常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって日程第１７ 議第２１号は

教育民生常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていただき、

その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１８ 議第２２号 平成２５年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第４ 

            号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１８ 議第２２号を議題として質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第１８ 議第２２号を原案のとおり決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第１８ 議第２２号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１９ 議第２３号 平成２５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１９ 議第２３号を議題として質疑に入ります。質

疑ありませんか。６番、内山英作議員。 

○６番（内山英作） 議第２３号、平成２５年度竜王町介護保険特別会計補正予算

（第４号）について質問いたします。 

介護予防サービス給付費及び介護予防サービス計画給付費がそれぞれ５５０万

円の減、１００万円の減ということでございます。当初予算では介護予防サービ
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ス給付費が３，４０３万２，０００円から２，８５３万２，０００円に、それか

ら介護予防サービス計画給付費が当初予算４８４万１，０００円から３８４万１，

０００円ということでございますけども、今日まで例えば平成２１年から２４年

度まで決算の状況を見てみますと、年々増加してるわけでございますけども、今

回の補正後の額が大幅に減少しているということでございますけども、その原因

についてどのように分析されているかまずお伺いします。 

○議長（蔵口嘉寿男） 松瀬住民福祉主監。 

○住民福祉主監（松瀬徳之助） 内山議員の質問にお答えいたします。 

介護予防の給付費でございます。これが減少しておるというふうなところでご

ざいます。現状見てまいりますと、確かに２４年度まで増加ということでござい

ましたが、延べ受給者数を見てまいりますと平成２５年度につきましては、前年

の決算に比べまして受給者数が減少しておるというふうな状況がございます。そ

れとまた要支援１、２の認定者数でございます。これも減少しておるというふう

なところでございます。こういった部分で給付費のほうも減少してくるのかなと

いうふうに考えておりますし、さらに状況を見てみますと、最近ですと内臓疾患

の方がふえておるということが１つあります。内臓疾患の方ですと福祉用具の利

用とか１回ほど使われてずっと継続して予防給付を受けられるということがない

ということがございますのと、竜王町の場合窓口のほうへ来ていただいたときに、

包括のほうが相談業務を一緒にしております。そういったことで給付の適正化と

いうものにも努めております。そういったことから今年度におきましては、先ほ

ど言いましたように、人数的にもそしてまたそういった給付の適正化の取り組み

と、こういったものを含めまして減少しておるというふうに考えております。以

上でございます。 

○議長（蔵口嘉寿男） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第１９ 議第２３号を原案のとおり決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 
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○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第１９ 議第２３号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２０ 議第２４号 平成２５年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

            ２号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２０ 議第２４号を議題として質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第２０ 議第２４号を原案のとおり決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第２０ 議第２４号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２１ 議第２５号 平成２５年度竜王町水道事業会計補正予算（第５号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２１ 議第２５号を議題として質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第２１ 議第２５号を原案のとおり決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第２１ 議第２５号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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日程第２２ 議第２６号 平成２６年度竜王町一般会計予算 

日程第２３ 議第２７号 平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）予算 

日程第２４ 議第２８号 平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）予算 

日程第２５ 議第２９号 平成２６年度竜王町学校給食事業特別会計予算 

日程第２６ 議第３０号 平成２６年度竜王町下水道事業特別会計予算 

日程第２７ 議第３１号 平成２６年度竜王町介護保険特別会計予算 

日程第２８ 議第３２号 平成２６年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２９ 議第３３号 平成２６年度竜王町水道事業会計予算 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２２ 議第２６号から日程第２９ 議第３３号まで

の８議案を一括議題として質疑に入ります。質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、日程第２２ 議第２６号については５人の委員をもって構成する予算第

１特別委員会を設置し、これに審査を付託し、また日程第２３ 議第２７号から

日程第２９ 議第３３号までの７議案については５人の委員をもって構成する予

算第２特別委員会を設置して、これに審査を付託いたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって日程第２２ 議第２６号に

ついては５人の委員をもって構成する予算第１特別委員会を設置し、これに審査

を付託し、また日程第２３ 議第２７号から日程第２９ 議第３３号までの７議

案については５人の委員をもって構成する予算第２特別委員会を設置して、これ

に審査を付託することに決定いたしました。 

お諮りいたします。ただいま設置されました予算第１特別委員会及び予算第２

特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により議長

より指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。それでは指名いたします。 

   予算第１特別委員会委員に５番、山田義明議員、７番、貴多正幸議員、９番、 

松浦 博議員、１１番、菱田三男議員、１２番、蔵口嘉寿男を指名いたします。 
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次に予算第２特別委員会委員に１番、小森重剛議員、３番、若井敏子議員、４

番、岡山富男議員、６番、内山英作議員、８番、古株克彦議員を指名いたします。

以上のとおり指名することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって予算第１特別委員会及び予

算第２特別委員会の委員は、ただいま指名いたしましたとおり選任することに決

定しました。 

この際申し上げます。午後２時１０分まで暫時休憩といたしますので、予算第

１特別委員会委員の方は第１委員会室へ、予算第２特別委員会委員の方は第２委

員会室へ集合願います。この間に正副委員長の互選をお願いいたします。 

休憩いたします。 

休憩 午後 １時５０分 

再開 午後 ２時１０分 

〇議長（蔵口嘉寿男） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

予算第１特別委員会及び予算第２特別委員会の正副委員長の互選をしていただ

きましたので、この際御報告を申し上げます。 

予算第１特別委員会委員長に山田義明議員、同副委員長に貴多正幸議員、予算

第２特別委員会委員長に小森重剛議員、同副委員長に岡山富男議員がそれぞれ選

任されました。よろしくお願いいたします。 

なお、両特別委員会とも会期中に審査をしていただき、その経過と結果を議長

まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３０ 議第３４号 近江八幡市及び竜王町子ども療育事業に関する事務の事務 

            委託の廃止に関する協議につき議決を求めることについて 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３０ 議第３４号を議題として質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第３０ 議第３４号を原案のとおり決すること
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に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第３０ 議第３４号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３１ 議第３５号 町営土地改良事業の事業計画の変更について 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３１ 議第３５号を議題として質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第３１ 議第３５号を原案のとおり決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって日程第３１ 議第３５号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（蔵口嘉寿男） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後２時１２分 

 

 


