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午前九時〇〇分開会 

午前九時〇〇分開議 

○議長（谷重幸君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人です。定足数

に達していますので、令和４年美浜町議会第１回定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、会議規則第１２６条の規定によって、８番 森本議員、９番 繁田

議員を指名します。 

 日程第２ 会期決定の件を議題にします。 

 事務局長から別紙会期予定表を説明します。 

○事務局長（井田時夫君） 説明します。 

 令和４年美浜町議会第１回定例会会期予定表。 

 ３月４日金曜日、本会議 

 １番、会議録署名議員の指名 

 ２番、会期の決定 

 ３番、諸報告 

 ４番、令和４年度施政方針並びに全議案の提案理由説明 

 散会後、全員協議会を開きます。 

 協議事項は、一部事務組合の令和４年度予算についてです。 

 終了後、各常任委員会を開きます。 

 ５日土曜日、６日日曜日、休会 

 閉庁でございます。 

 ７日月曜日、休会 

 なお、この日は一般質問の通告締切りとなっておりまして、午前１１時が締切り時間で

ございます。 

 ８日火曜日、休会 

 ９日水曜日、休会 

 １０日木曜日、休会 

 １１日金曜日、休会 

 １２日土曜日、１３日日曜日、休会 

 閉庁でございます。 

 １４日月曜日、本会議、一般質問 

 １５日火曜日、本会議、一般質問 

 １６日水曜日、本会議、議案審議 

 １７日木曜日、本会議、議案審議 
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 １８日金曜日、本会議、議案審議 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） お諮りします。 

 本定例会の会期は、事務局長説明のとおり、本日から３月１８日までの１５日間にした

いと思います。 

 ご異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から３月１８日までの１５日間に決定しました。 

 日程第３ 諸報告を行います。 

 本定例会に提出された議案はお手元に配付していますが、事務局長から報告します。 

○事務局長（井田時夫君） 報告します。 

 議案第１号 美浜町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 議案第２号 美浜町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第３号 美浜町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 議案第４号 工事委託契約の締結について 

 議案第５号 令和３年度美浜町一般会計補正予算（第８号）について 

 議案第６号 令和３年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

 議案第７号 令和３年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について 

 議案第８号 令和４年度美浜町一般会計予算について 

 議案第９号 令和４年度美浜町国民健康保険特別会計予算について 

 議案第１０号 令和４年度美浜町介護保険特別会計予算について 

 議案第１１号 令和４年度美浜町後期高齢者医療特別会計予算について 

 議案第１２号 令和４年度美浜町下水道事業会計予算について 

 議案第１３号 令和４年度美浜町水道事業会計予算について 

 議案第１４号 美浜町カナダミュージアムの指定管理者の指定について 

 議案第１５号 美浜町アメリカ村ゲストハウスの指定管理者の指定について 

 議案第１６号 美浜町アメリカ村レストランの指定管理者の指定について 

 議案第１７号 美浜町産品コーナーの指定管理者の指定について 

 議案第１８号 美浜町多目的室の指定管理者の指定について 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） 町長提出議案は以上です。 

 去る２月８日、全国町村議会議長会第７３回定期総会において、鈴川議員が町議会議員

として２７年以上在職し、その功労に対し、自治功労者表彰を受賞されましたので、表彰

状の伝達を行います。前へお進みください。 

  （鈴川議員表彰状の伝達） 
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 次に、地方自治法第１２１条の規定によって、本定例会に説明員として出席通知のあり

ました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しています。 

 ひまわりこども園長は公務のため、本日の会議は欠席です。 

 これで、諸報告を終わります。 

 日程第４ 令和４年度施政方針並びに全議案の提案理由説明を求めます。町長。 

○町長（籔内美和子君） おはようございます。 

 いよいよ私の１期目の任期が１年を切りました。 

 職員の皆様のご尽力で、公約のほとんどを実現することができました。これもひとえに

住民の皆様、議員の皆様にご理解とご協力を賜ったおかげと改めて御礼申し上げます。 

 １期目の現時点におきまして、種をまき、芽が膨らんできているところだと思ってござ

います。 

 また、昨年から始まったコロナワクチン接種におきましても、職員全員で取り組み、順

調に接種を進められましたこと、重ねて御礼を申し上げます。 

 住民の皆様、議員の皆様、そして職員の皆様に大変感謝しているところでございます。 

 さて、私が就任した際は、６月補正後の財政調整基金の残高が８億６０，０００千円で、

大変厳しい予算編成であったと記憶してございます。就任以降ふるさと納税に力を入れ、

令和２年度は１０億円超、令和３年度では前年度より減少しましたが、現時点において６

億５０，０００千円と、多くのご寄附をいただくことができました。当町を応援してくだ

さった皆様には感謝しかございません。このふるさと納税により、財政調整基金も令和３

年度末で１６億円を超えることとなりました。第８次美浜町行政改革実施計画では令和３

年度末で１４億２０，０００千円を目標としておりますので、新年度で１億８０，０００

千円を繰り入れますが、目標達成というところでございます。 

 令和３年度からは、やっと事業が前へ進み出したのではないかと思ってございます。引

き続きできるところから事業を進めていきたいと強く感じているところです。 

 今年度の予算におきましても、各地区の要望等に対し、全てとはいきませんが、できる

ところからお応えできてきていると思ってございます。 

 また、副町長や私が職員と面談を行ったところ、町づくりや人口減少について様々な意

見が出ました。多く意見があったのは、美浜町は道路が狭いので、今後は広くするよう取

り組めば、若い方々が家を建ててくれるのではないかという意見でした。私も道路の拡幅

は、人口増にもつながっていくと考えていますので、できるところから取り組んでいけた

らと思ってございます。 

 本年４月からは機構改革による新体制も始まります。住民の皆様に、より寄り添った行

政が進められればと願っているところです。 

 さて、この３年間、私のスローガンである「強く」「優しく」「美しい」まち美浜を３

つの柱に掲げ、「一人の犠牲者も出さない災害に『強い』まちづくり」「子育て、高齢者

の暮らしを応援する『優しい』まちへ」「煙樹ケ浜などの『美しい』まちを守り住民の健
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康や産業振興に」の実現に向け取り組んでまいりました。 

 所信表明で申し上げた「一人の犠牲者も出さない災害に強いまちづくり」につきまして

は、ハード面では上田井地区北側の避難施設について、少し遅れましたが、繰越しをさせ

ていただき、本年６月末には完成予定となってございます。また、上田井地区南側の避難

施設におきましても本年度から着手し完了すれば、ハード面は一段落となります。 

 ソフト面につきましては、区長会からの要望もございました避難所運営について、自主

防災会と共に取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

 女性消防団員につきましても、まだ応募はありませんが、引き続き募集を行っていきた

いと考えてございます。 

 次に、「子育て、高齢者の暮らしを応援する優しいまちへ」については、私の公約であ

りました、幼児や高齢者が集う多世代交流につきましては、新型コロナウイルス感染症の

影響により、実施できなかったことがとても残念に思っております。今後、コロナが収束

しましたら、必ず実施したい事業でございます。 

 また、高齢者の外出支援事業におきましては、対象者を７５歳以上のみで構成される世

帯と７０歳以上で自動車運転免許証を自主返納した方に拡充し、インフルエンザワクチン

接種におきましても自己負担額を１，５００円から１，０００円に引き下げて実施してご

ざいます。 

 お買い物サロンにつきましては、社会福祉協議会において、現在希望のある２地区で毎

月進めていただき、大変喜ばれているところです。 

 子育て支援におきましては、１８歳まで医療費の無料化を実施、新生児聴覚検査の補助

や産まれてくる全ての赤ちゃんに、赤ちゃん誕生祝金を実施、子育て世代包括支援センタ

ーの開設を行ってございます。また、赤ちゃん訪問では、木育も兼ね積木をプレゼントし、

保護者とのつながりを大事にしながら、健診やワクチン接種につなげてございます。 

 その他、手話言語条例の制定にも取り組み、職員にも手話研修に参加するよう呼びかけ、

住民の皆様には、広報で手話についての啓発に取り組んでございます。 

 次に、「煙樹ケ浜などの美しいまちを守り住民の健康や産業振興に」につきましては、

担い手不足で悩んでおられる農業や漁業について、それぞれの要望事項に対して、財政を

鑑みながら寄り添っているところです。 

 以上、３年間職員と共に、常に住民の皆様が幸せを感じてもらえるようにと取り組んで

きました。残りの１年間も精いっぱい取り組んでまいりますので、引き続き住民の皆様、

議員の皆様、職員の皆様には、ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 それでは、令和４年度に実施いたします主な施策について、長期総合計画の６つの分野

目標に沿ってご説明申し上げます。 

 １つ目の分野目標、安心・安全で美しい生活環境のまちについてでございます。 

 １点目の消防・防災につきましては、消防体制は、日高広域消防事務組合と美浜町消防

団によって構成され、互いに連携しながら地域消防・防災に努めているところでございま
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す。今年度におきましては、老朽化が進み支障を来している消防車両２台を更新いたしま

す。また、近年の災害が多様化・激甚化する中、消防団員の一人一人の負担も大きくなっ

ていることから、消防団員の処遇改善を図ってまいります。 

 防災対策につきましては、南海トラフ巨大地震に伴う対策として、上田井地区への津波

避難施設の整備や地区避難路の整備、誘導灯の新設、災害時生活用水協力井戸の水質検査

など実施してまいります。また、各避難所、一時避難場所の備蓄品の充実、地震対策とし

て住宅耐震化の推進、各地区自主防災会への運営補助、古家解体支援事業やブロック塀の

撤去・改善など引き続き実施してまいります。 

 ２点目の交通安全・防犯・消費生活でございますが、交通安全対策につきましては、御

坊警察署や交通安全協会美浜分会、交通指導員会等と連携し、交通安全教育や啓発活動の

推進、カーブミラー等の交通安全施設の整備に努めてまいります。また、乳幼児の安全性

を高めるため、チャイルドシートの購入に対し、引き続き、補助を行っていきます。 

 防犯対策につきましては、犯罪の起こりにくい環境づくりに向け、必要に応じて防犯灯

などの設置・改修に努めてまいります。 

 消費生活につきましては、日高地域消費生活相談窓口を活用し、相談業務を実施してま

いります。また、消費者被害防止のため啓発物資の配布、毎月の広報に消費者対策の記事

を掲載していきたいと考えてございます。 

 ３点目の環境保全につきましては、町内一斉清掃などの町民の環境美化運動の促進、環

境保全に関する広報・啓発活動の推進、さらには美浜町温暖化防止アクションプランに基

づく公共施設等における温室効果ガスの排出削減などに努めてきました。今年度におきま

しても、西川・和田川の水質分析や地球温暖化対策実行計画点検・評価業務を実施してま

いります。 

 ４点目の煙樹ヶ浜の松林でございますが、松くい虫による松枯れ被害の減少に向け、薬

剤の地上散布や樹幹注入、枯れ松の伐倒駆除等の防除事業を実施するほか、松林全体の環

境・景観保全に向け、下草刈りや風倒木の除去、生活支障木の伐採等を行ってまいります。

この美しい自然を守り、後世に受け継ぐことが、私たちの使命であると思ってございます。 

 ５点目の廃棄物処理につきましては、当町のごみは、御坊広域清掃センターにおいて広

域的に処理及びリサイクル等を行い、し尿の処理については、御坊クリーンセンターにお

いて広域的に行っているところでございます。 

 ごみの不法投棄の防止については、関係機関と連携し、監視・指導体制の強化を図り、

監視カメラを有効に活用し、不法投棄の防止に努めてまいります。 

 なお、今年度からはペットボトルの回収業務を障害者就労施設に委託し、実施してまい

ります。 

 ６点目の上下水道でございますが、上水道については、昨年度に日高川からの取水口で

ある若野頭首工の改良工事が完了いたしました。今年度は、安定した水の供給を図るため、

水管橋の更新設計を行います。 
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 下水道については、今年度から住民サービスを将来にわたり安定的に提供していくため、

公営企業会計を適用してまいります。経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等に取り

組んでいきます。 

 また、公共下水道と農業集落排水２地区の使用料を統一してから５年が経過します。今

後の使用料について検討をしてまいります。 

 合併処理浄化槽の設置につきましては、引き続き促進してまいります。 

 ２つ目の分野目標、人に優しい健康・福祉のまちについてでございます。 

 １点目の健康支援につきましては、まず、新型コロナウイルスのワクチン接種について

ですが、接種を希望する対象者に対して、本年１月から３回目の接種を実施しているとこ

ろでございます。関係機関と連携し、早期に接種できるよう努めるとともに、担当課だけ

ではなく、全職員一丸となって実施してまいります。 

 各種健診については、受診率の向上に努めるとともに、健診後の指導等を積極的に実施

し、疾病予防及び重症化予防に努めていきます。 

 母子保健につきましては、乳幼児健康診査をはじめ、育児に関する健康教育や相談など、

関係機関と連携し、母子保健事業の充実を図ってまいります。なお、子育て世代包括支援

センターにつきましては、啓発を強化してまいりたいと考えてございます。 

 健康づくり活動としましては、町民の健康管理意識の啓発を行いながら、いきいき百歳

体操をはじめとする町民主体の健康づくり活動を推進してまいります。 

 ２点目の高齢者支援でございますが、核家族化の進行や独居高齢世帯や老老介護世帯の

増加に加え、地縁・血縁といった様々な人と人とのつながりが希薄となり、地域で孤立す

る方が増えてきており、地域包括ケアシステムの構築や生活支援体制整備としての、生活

支援サービスの充実を図り、地域における支え合いの体制づくりの一環として、美浜町権

利擁護推進協議会を形成しております。引き続き、認知症、知的障害、精神障害等により、

財産の管理または日常生活等に支障がある方を社会全体で支え合うため、成年後見制度や

虐待、消費者被害等の総合相談窓口となる中核機関としての役割を担うようにいたします。 

 認知症施策につきましては、家族介護者の交流会を月１回開催し、介護者だけでなく認

知症の方も参加して交流ができる居場所づくりを引き続き実施してまいります。 

 シルバー人材センターにつきましては、今年度から補助金を出し、事務所をさざなみ荘

内に設置、専任の事務員を配置するなど、支援の強化を図ります。 

 ３点目の障害者支援につきましては、障害者が安心して地域生活を継続できるよう、広

域的な連携の下、居宅介護をはじめ、居宅での生活や日中の活動等を支援する各種障害福

祉サービスの提供体制の充実を促進するほか、各種手当の支給や医療費の助成などの経済

的支援を行ってまいります。また、訓練サービスの提供体制の充実をはじめ、障害者の就

労を支援してまいります。 

 ４点目の子育て支援でございますが、子育て支援体制の充実としまして、保育サービス

や学童保育の充実、子育てに関する相談・情報提供等を行う地域子育て支援拠点事業の推
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進、一時預かり事業の推進など、各種の子育て支援サービスの充実を図ってございます。 

 また、ひとり親家庭や障害児の自立支援に向けた取組の推進、児童虐待防止対策の充実

など、支援が必要な親子も含め、全ての親子に対する支援を実施していきます。 

 障害児や支援が必要な園児の状態に応じた指導内容や指導方法を工夫し、計画的・組織

的に教育・保育を行ってまいります。 

 今年度におきましても、１８歳まで子ども医療費の無料化、不妊治療に対する助成、赤

ちゃん誕生祝金、産後ケア事業、新生児の聴覚検査なども実施していきます。また、新規

事業として、出産後の健診費用を助成するための産婦健康診査を行ってまいります。 

 ５点目の地域福祉につきましては、社会福祉協議会が町民の福祉意識の啓発やボランテ

ィアの発掘・育成、地域における福祉体制づくりを行っているほか、民生委員・児童委員

や各種団体等が地域に密着した活動を行っています。 

 今年度は、令和６年度を開始年度とする第２期美浜町地域福祉計画の策定に着手してま

いります。地域におけるつながりづくりを一層強化し、より多くの主体の地域福祉活動へ

の参画を促し、ボランティアの育成など地域全体で支え合い助け合う地域共生社会をつく

り上げていきたいと考えてございます。 

 ３つ目の分野目標、発展を支える生活基盤が整ったまちについてでございます。 

 １点目の土地利用につきましては、今年度は、本町の課題であります人口減少や町の活

性化、生活環境の変化等を十分に踏まえた新たな都市計画マスタープランを改定してまい

ります。 

 また、昨年度に解体を実施しました柔剣道場については、町有地であるため、売却を進

めてまいります。 

 ２点目の道路でございますが、住民の日常生活や地域の産業・経済活動、人々の交流を

支える重要な社会基盤でございます。当町の道路網は、県道４路線と町道４０５路線によ

って構成されており、これまで県道の整備を促進するとともに、町道の計画的な整備を進

めてきてございます。 

 今年度におきましては、予算を増額し、安心・安全・便利な道路網の形成に向け、各地

区からの要望を踏まえ、道路の維持修繕や拡幅、排水改良等を実施してまいります。また、

道路台帳の更新を行っていきます。 

 橋梁につきましては、引き続き寺田橋の架け替え工事を実施してまいります。 

 ３点目の情報化・技術革新につきましては、国におきまして、デジタル社会の目指すビ

ジョンであるデジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことがで

き、多様な幸せが実現できる社会、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化の実現に

向け、住民の利便性向上や自治体の業務効率化などを目的とした、地方行政のデジタル化

を推進する各種施策に取り組んでいます。 

 当町におきましては、今年度は自治体オンライン手続申請事業や令和７年度までに自治

体のシステムが統一されることによる基幹系システム構築などを行ってまいります。 
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 また、職員に対して、情報セキュリティ研修を実施してまいります。 

 ４点目の住宅環境、定住・移住でございますが、快適で安心・安全な住宅・住環境の確

保は、人々が豊かな暮らしを営むための基本であり、定住・移住を促進する最も重要な要

素であると考えております。 

 町営住宅につきましては、今年度は、和田Ｂ団地の予防保全的な観点から長寿命化を図

るため、屋根外壁の改修工事を行います。 

 また、町民の安心・安全な住宅環境のために、問題となっている危険な空き家等に関し

ても、古家解体支援事業を活用し、問題の解決に努めます。 

 定住・移住促進施策につきましては、県のわかやま空き家バンクに参加し、空き家情報

の収集と提供に努めているほか、古家解体支援事業及び耐震改修補助事業により古家の現

地建て替えを促進しており、これらの事業も実施してまいります。 

 今年度は古家解体支援事業を前年度より予算も増額し、空き家対策に力を入れて取り組

んでまいります。 

 また、町内の空き家に、県外から居住を目的に購入し改修した場合、県からの補助金以

外に町からも補助を行ってまいります。 

 当町の人口問題についてですが、年々人口が減少し、本年４月から過疎地域に指定され

る予定でございます。本年度中に過疎地域持続的発展計画を策定していく予定でございま

す。 

 廃屋対策につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法や美浜町空家等対策計

画に基づき、適切な措置に努めてまいります。 

 ４つ目の分野目標、人を育む教育・文化のまちについてでございます。 

 １点目の学校教育につきましては、子どもたちが心身ともにたくましく育ち、明日を担

う人材として成長していく上で、学校教育の果たす役割は極めて大きなものがあります。 

 ひまわりこども園・小学校・中学校の連携強化、指導体制の充実の下、生きる力を育む

ための教育内容の充実を図ってまいります。特に、社会環境の変化や当町の特性・課題等

を踏まえ、ひまわりこども園での英語教育の実施、プログラミング教育などのＩＣＴ教育

の推進、基礎学力の定着と思考力・判断力・表現力の育成、町の豊かな自然や農・水産業、

人材などの教育資源を生かした特色ある教育の充実などに努めてまいります。 

 また、コミュニティ・スクールの取組につきましては、学校と保護者及び地域住民との

信頼関係を深め、学校運営の参画や課題解決のための手だてを図り、学校運営の改善や児

童生徒の健全育成に取り組んでまいります。 

 学校施設の整備につきましては、当初予算においては、和田小学校屋外倉庫改築工事や

松洋中学校野球部倉庫改築工事などを計上してございますが、松洋中学校においては屋内

運動場空調設備設置工事、屋外トイレ改修工事を、和田小学校においては屋内運動場トイ

レ改修工事を本年度中に予算計上し、実施していきたいと考えてございます。 

 ２点目の社会教育でございますが、全ての人々が、生涯にわたって、あらゆる機会に、
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あらゆる場所において学習することができる生涯学習社会の形成が求められており、町民

の幅広い学習ニーズに応えるため、公民館や図書館を拠点に、様々な講座・教室等を開催

しているところでございます。そのほか、学習情報の提供や社会教育団体の活動支援等も

行っているところでございます。 

 今年度は、社会教育施設の整備といたしまして、入山分館フェンス改修工事や入山分館

焼却炉解体撤去工事を行います。 

 ３点目の文化芸術・文化財につきましては、文化協会が中心となって、公民館等の施設

を利用して文化芸術活動が行われ、これら文化団体の自主的な活動を支援しているほか、

文化協会と連携し、文化展や芸能発表会などの文化事業を実施してまいります。 

 ４点目のスポーツでございますが、健康づくりや体力の向上、ストレスの解消に役立つ

だけでなく、爽快感や達成感、他者との連帯感など、精神的な充足をもたらすものであり、

生活に欠かせないものでございます。 

 体育協会が中心となって、多様なスポーツ大会が行われており、これらスポーツ団体の

自主的な活動を支援してまいります。 

 ５つ目の分野目標、足腰の強い地域産業のまちについてでございます。 

 １点目の農業につきましては、主要な地場産業である農業の振興に向け、関係機関・団

体と連携し、農地や農道、用排水施設などの農業生産基盤の整備や担い手の育成、松野菜

のブランド化に向けた取組をはじめ、様々な施策を推進してきたところでございます。 

 今年度におきましては、次世代野菜花き産地パワーアップ事業、町単独工事として水路

改良工事、土地改良施設維持管理適正化事業として揚水ポンプの更新工事なども実施して

まいります。また、農道台帳の更新業務も行ってまいります。 

 ２点目の水産業でございますが、関係機関・団体と連携し、漁港の整備をはじめ、漁船

係留施設や燃油施設、製氷施設などの各種施設の整備を促進するなど、水産業の維持に向

けた支援などを行ってきたところでございます。 

 今年度におきましては、三尾漁協資源放流事業として稚エビの放流、三尾漁協上架施設

改修補助、三尾漁港海岸漂着物等地域対策推進事業として三尾漁港海岸漂着物処理工事な

ども実施してまいります。 

 ３点目の商工業につきましては、美浜町商工会と連携しながら、商店個々の経営の安定

化、サービスの向上等を促進していく必要があり、町商工会や中小企業・小規模企業振興

補助なども行ってまいります。 

 ４点目の観光でございますが、煙樹ヶ浜の松林一帯をはじめ、その中にある煙樹海岸キ

ャンプ場や吉原公園、西山ピクニック緑地、さらには、地方創生事業などの観光・交流資

源があります。 

 地方創生事業においては、地域おこし協力隊を募集し、町の活性化を担っていただけれ

ばと考えてございます。 

 そのほか、７市町での官民連携による教育旅行等の誘致を中心とした体験型観光を推進
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してまいります。 

 ６つ目の分野目標、ともに生き、ともにつくるまちについてでございます。 

 １点目の人権・男女共同参画につきましては、誰もがお互いの個性や多様性を尊重し、

支え合いながら共に生きる社会の実現が求められているところでございます。 

 広報紙を活用した人権啓発の推進や人権教育講演会の開催、学校における人権学習の推

進など継続的に推進してまいります。また、男女共同参画の重要性を踏まえ、広報紙への

男女共同参画ひとくちメモの掲載など継続してまいります。 

 ２点目のコミュニティでございますが、当町には、１２の自治会が組織されており、身

近な地域課題の解決や地域活性化に向けた様々なコミュニティ活動を行っているほか、行

政との連携の下に自主防災組織として防災活動を行っているところでございます。 

 今年度におきましても、各地区への助成をはじめ、コミュニティ助成事業、区長会や自

主防災会への補助など継続してまいります。 

 また、和田東地区・和田東中地区の集会場屋根外壁改修工事を行います。 

 ３点目の町民参画・協働につきましては、広報紙やホームページ、区長会等を通じ、行

政情報の提供や町民の意見の反映を行っているところでございます。また、町政おはなし

出張講座を開催し、町民への町づくりに関する学習機会の提供に努めてまいります。 

 ４点目の行財政運営でございますが、第８次美浜町行政改革大綱及び第８次美浜町行政

改革実施計画に基づき、さらなる行政改革を計画的に推進し、効果的・効率的な財政運営

に向けた取組を進めていかなければなりません。そのためには、職員一人一人が危機感と

緊張感を持ちつつ、常に目標の達成を意識しながら行政改革を推進していく必要がありま

す。 

 また、財源の確保や財政負担の軽減に向け、ふるさと納税の有効活用や公共施設等の総

合的な管理を進めていき、効率的な行財政運営の推進と町民サービスの向上に取り組んで

まいります。 

 以上、令和４年度の初めに当たり、町政運営について、私の所信の一端と主な施策の概

要について申し上げました。職員と一丸となって行政運営に精いっぱい取り組む所存でご

ざいます。議員の皆様をはじめ、住民の皆様方のご支援とご協力を改めてお願い申し上げ、

令和４年度の施政方針といたします。 

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。 

 再開は午前九時五十五分です。 

午前九時四十一分休憩 

   ―――・――― 

午前九時五十五分再開 

○議長（谷重幸君） 再開します。 

 全議案の提案説明理由を求めます。町長。 

○町長（籔内美和子君） 令和４年美浜町議会第１回定例会に当たり、提案いたしました
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議案１８件につきまして、一括して提案理由を申し上げます。 

 議案第１号は、美浜町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 今回の改正は、令和３年５月１９日、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備

に関する法律が公布され、民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体

それぞれの個人情報保護に関する規律であります個人情報の保護に関する法律、行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関

する法律の３本の法律を個人情報の保護に関する法律に統合されることになりましたので、

本条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第２号は、美浜町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてで

ございます。 

 今回の改正は、令和４年１月１４日、総務省からの通知により昨年８月に人事院が行っ

た妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置のうち非常勤職員の育児休

業・部分休業等の取得要件の緩和等について、条例改正など所要の措置を講ずるよう通知

がありましたので、本条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第３号は、美浜町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてでご

ざいます。 

 今回の改正は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部が改正された

ことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第４号は、工事委託契約の締結についてでございます。 

 西川河川整備事業に伴う町道吉原３６号線寺田橋架替工事等につきましては、和歌山県

との間で、工事等の施工と、その負担する費用について、毎年度協定書を締結し、県に委

託して実施していくものであり、今年度、最終年でございます。 

 令和４年度に係る工事等の委託に係る協定書の締結に関し、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決をお願いするも

のでございます。 

 議案第５号は、令和３年度美浜町一般会計補正予算（第８号）についてでございます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ４億３６，５００千円を追加し、

補正後の総額を４８億８３，６０２千円とするものでございます。 

 補正の内容でございますが、入札差額や実績見込み、新型コロナウイルス感染症の影響

により事業が中止となったことによる減額が大半でございまして、これらの不用額とまだ予

算化していない普通交付税や前年度繰越金など、合わせて財政調整基金へ４億３０，０００

千円を積立てすることが主なものでございます。 

 なお、第２表繰越明許費７件、第３表債務負担行為補正の廃止もございます。 

 まず、歳入についてでございますが、主なものといたしまして、地方特例交付金、新型

コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金３,０００千円の追加は、厳しい経

営環境に直面している中小事業者等に対し、固定資産税の軽減による減収額が全額国費で
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補塡されるものでございます。 

 地方交付税、普通交付税は３億３４，９６６千円の追加でございます。 

 国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金では、実績見込みによる障害者自立支援給

付費等負担金９，０００千円の追加でございます。 

 国庫補助金、総務費国庫補助金では、社会保障・税番号制度システム整備費補助金

２，５８５千円の追加は、マイナポータルを活用したマイナンバーカード所有者の転出・

転入手続のワンストップ化に伴う補助金でございます。 

 衛生費国庫補助金では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金１２，００

千円の追加でございます。 

 県支出金、県負担金、民生費県負担金では、実績見込みによる障害者自立支援給付費等

負担金４,５００千円の追加でございます。 

 繰越金、前年度繰越金は１億３０，０００千円の追加でございます。 

 町債、臨時財政対策債は２７，３００千円の減額でございます。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 主なものといたしまして、総務費、総務管理費、財政調整基金費４億３０，０００千円

の追加は、不用額とまだ予算化していない前年度繰越金、普通交付税などの財源を積立て

するものでございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策費７，４８９千円の減額は、各事業の実績による減額で

ございます。 

 戸籍住民基本台帳費２，２１３千円の追加は、実績による減額や委託料２,５８５千円

の追加は、マイナポータルを活用したマイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワン

ストップ化に伴う住民基本台帳システム改修でございます。補助率は１００％でございま

す。 

 民生費、社会福祉費、心身障害者福祉費１７，８３０千円の追加は、主なものは、利用

者の増による障害介護給付費１８，０００千円の追加でございます。 

 衛生費、保健衛生費、予防費５,６９３千円の減額は、新型コロナウイルスワクチン接

種に伴う人件費などの追加、そのほか各種予防接種や検診などの減額は、実績見込みによ

るものでございます。 

 清掃費、塵芥処理費１２，４８６千円の減額は、指定ごみ袋の入札差額による減額、清

掃センター負担金の確定などによるものでございます。 

 土木費、道路橋梁費、道路新設改良費３２６千円の追加は、和田東２９号線の道路拡幅

に伴う地積測量図作成手数料でございます。 

 河川海岸費、砂防費２０４千円の追加は、全国治水砂防協会への負担金の減額、三尾地

区の急傾斜地崩壊対策事業に伴う町の負担金２５２千円の追加でございます。 

 教育費、教育総務費、教育施設整備基金費１億円の追加は、前年度繰越金、普通交付税

などの財源を積立てするものでございます。 
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 こども園費、ひまわりこども園費１２，７９０千円の減額は、会計年度任用職員におい

ては、保育士等処遇改善臨時特例交付金による処遇改善策を追加しているものの、保育教

諭等の人件費の減額、需用費の光熱水費、委託料は実績見込みによるものでございます。 

 議案第６号は、令和３年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてでござ

います。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ２３，０６３千円を追加し、補

正後の歳入歳出予算の総額を８億６４，６３１千円とするものでございます。 

 実績見込みによる保険給付費と地域支援事業費の追加等でございます。 

 議案第７号は、令和３年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について

でございます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ９１５千円を追加し、補正後の

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億４１，５７８千円とするものでございます。 

 保険料の賦課見込みに伴う後期高齢者医療広域連合納付金の追加によるものでございま

す。 

 議案第８号は、令和４年度美浜町一般会計予算についてでございます。 

 細部説明の際に、詳細についてご説明させていただきますので、ここでは概要のみとい

たします。 

 令和４年度歳入歳出予算の総額は、それぞれ３９億１１，５６５千円で、前年度の当初

予算と比較いたしますと１億９５，１２０千円の増額、率にして５．３％の増でございま

す。 

 なお、第２表債務負担行為で９件、第３表地方債では、今年度実施の事業のうち起債を

充当するものについて、借入限度額などを定めるものでございます。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。 

 町税の合計は５億８０，０３０千円で、対前年度比では２９０千円の減額、予算全体に

占める割合は１４．８％でございます。 

 地方譲与税の合計は１８，８７２千円で、対前年度比では１，１５４千円の増額、歳入

予算全体に占める割合は０．５％でございます。 

 利子割交付金は５００千円でございます。 

 配当割交付金は３，０００千円で、前年度と同額でございます。 

 株式等譲渡所得割交付金は２，０００千円を計上してございます。 

 法人事業税交付金は５，０００千円でございます。 

 地方消費税交付金は１億５０，０００千円で、対前年度比では２０，０００千円の増額

でございます。歳入予算全体に占める割合は３．８％でございます。 

 環境性能割交付金は２，０００千円でございます。 

 地方特例交付金は２，０００千円でございます。 

 地方交付税は１６億２１，６５１千円で、対前年度比１億４８，０８７千円の増額、率



令和４年美浜町議会第１回定例会（第１日） 

 

 

 
17 

にして１０．０％の増でございます。前年度実績及び地方財政計画等を勘案し、計上して

ございます。地方交付税の歳入予算全体に占める割合は４１．５％でございます。 

 交通安全対策特別交付金は６００千円で、前年度と同額でございます。 

 分担金及び負担金の合計は４８，３５９千円で、対前年度比では１０，６４５千円の減

額でございます。 

 使用料及び手数料の合計は４１，１４８千円で、対前年度比では１，０２５千円の減額

でございます。 

 国庫支出金の合計は４億３５，２３０千円で、対前年度比では５０，８３７千円の増額、

歳入予算全体に占める割合は１１．１％でございます。 

 県支出金の合計は２億２７，４６２千円で、対前年度比では７，０５２千円の減額、歳

入予算全体に占める割合は５．８％でございます。 

 財産収入の合計は２，６５３千円で、対前年度比は１６６千円の減額でございます。 

 寄附金、一般寄附金はふるさと納税寄附金で、前年度と同額の３億円を見込んでござい

ます。歳入予算全体に占める割合は７．７％でございます。 

 繰入金の合計は２億１４，２２８千円で、対前年度比では３３，８０３千円の増額でご

ざいます。歳入予算全体に占める割合は５．５％でございます。 

 繰越金７０，０００千円は、前年度と同額を計上してございます。 

 諸収入の合計は１７，６３２千円、対前年度比では６，１１７千円の増額でございます。 

 町債の合計は１億６９，２００千円、対前年度比では４８，７００千円の減額でござい

ます。歳入予算全体に占める割合は４．３％でございます。 

 以上が、歳入についてでございます。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。 

 議会費は７４，３９５千円で、対前年度比では４，３８０千円の増額でございます。主

な要因は、本会議場パソコン更新業務委託の皆増によるものでございます。議会費の歳出

予算全体に占める割合は１．９％でございます。 

 総務費、一般管理費は２億３０，３８４千円、対前年度比では１億８７，１７４千円の

減額でございます。要因は、ふるさと納税に関する経費を企画費に振替を行ったことによ

るものでございます。 

 文書広報費は１１，７３０千円で、対前年度比では６，１７９千円の増額でございます。

要因は、地方公務員の定年延長や個人情報保護法の改正に伴う例規整備支援業務委託、個

人情報保護法の改正により、各課の個人情報を管理するシステムの更新費用によるもので

ございます。 

 財産管理費は２６，２６７千円で、対前年度比では１４，７２３千円の増額でございま

す。要因は、旧田井畑集会場解体撤去工事、和田東地区・和田東中地区の集会場屋根外壁

改修工事や新浜さざなみ荘の購入によるものでございます。 

 企画費は１億８７，１８２千円で、対前年度比では１億８６，８１５千円の増額でござ
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います。要因は、ふるさと納税に関する経費を一般管理費から振替を行ったことによるも

のでございます。 

 令和４年度から過疎地域に指定される予定でございますので、全国過疎地域連盟会費を

計上してございます。 

 青少年対策費は４，３６０千円で、広域青少年補導センター等の負担金などでございま

す。 

 公害対策費は１，３９７千円で、西川、和田川の水質分析や地球温暖化対策実行計画点

検・評価業務を計上してございます。 

 交通安全対策費は２，４７６千円で、交通指導員の報酬、カーブミラーの設置、修繕な

どの経費を計上してございます。 

 電子計算費は７８，１００千円で、対前年度比では１７，６１６千円の増額でございま

す。主な要因は、自治体オンライン手続申請事業や、令和７年度までに自治体のシステム

が統一されることによる基幹系システム構築料の増額によるものでございます。 

 地籍調査事業費は１，５４９千円でございます。地籍調査システムの費用や地籍調査に

誤りがあった場合に対応するための調査測量費を計上してございます。 

 諸費は２４，８２４千円で、主な負担金は、各地区への活動助成、御坊広域行政事務組

合、コミュニティ助成事業等でございます。 

 財政調整基金費、高齢者福祉基金費、減債基金費は、それぞれ利子積立金でございます。 

 地方創生事業費は１７，６４６千円、対前年度比では７，３３３千円の増額でございま

す。主な要因は、地域おこし協力隊の採用、空き家改修補助金の皆増によるものでござい

ます。委託料では、指定管理料として、ゲストハウス、カナダミュージアム及びレストラ

ン管理業務、産品コーナー及び多目的室管理業務を計上してございます。負担金補助及び

交付金の空き家改修補助金は、町内の空き家に県外から居住を目的に購入し改修した場合、

県からの補助金以外に町から４００千円を上限として補助するものでございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策費は３１，００２千円でございます。主なものは、会計

年度任用職員の人件費、委託料では和田小学校屋内運動場トイレや松洋中学校屋外トイレ

の改修工事設計委託費、工事請負費では煙樹海岸キャンプ場トイレ改修工事、備品購入費

はノートパソコンや避難所用物品の購入費、負担金補助及び交付金では三尾漁協資源放流

事業、次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金などを計上してございます。 

 総務費、総務管理費の合計は６億１９，０３３千円、対前年度比では４，６８７千円の

増額でございます。 

 次に、徴税費、税務総務費は３７，８９５千円で、対前年度比は４，２０７千円の減額

でございます。 

 賦課徴収費は１８，１９０円で、対前年度比では１２，３６９千円の増額でございます。

主な要因は、委託料で航空写真撮影や路線価、地番図、家屋図等の更新による固定資産評

価業務委託料の増額、納付書ＱＲコード対応改修業務や軽自動車税関係手続の電子化に伴
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うプログラム修正料の皆増によるものでございます。 

 徴税費の合計は５６，０８５千円、対前年度比は８，１６２千円の増額でございます。 

 戸籍住民基本台帳費は１５，７０９千円で、対前年度比では８，６９０千円の減額でご

ざいます。職員の育休に伴う人件費の減額が主な要因でございます。 

 次に、選挙費でございますが、今年度は県知事選挙、県議会議員選挙、参議院議員選挙、

町長・町議会議員選挙に係る経費を計上してございます。選挙費の合計は３１，１５０千

円、対前年度比は２４，３１６千円の増額でございます。 

 統計調査費は３９０千円でございます。 

 監査委員費５７６千円は、前年度と同額でございます。 

 以上、総務費の総額は７億２２，９４３千円、対前年度比は２８，３０３千円の増額、

４．１％の増でございます。歳出予算全体に占める割合は１８．５％でございます。 

 次に、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費は１億１９，０５２千円、対前年度比は

３，６１６千円の減額でございます。 

 国民年金費は８，５１８千円でございます。 

 老人福祉費は３億５４，８２８千円で、対前年度比は２，０４８千円の減額でございま

す。外出支援券の配布、養護老人ホームの措置費、地域福祉計画策定業務の費用、介護保

険や後期高齢者医療特別会計への繰出金などを計上してございます。シルバー人材センタ

ーにつきましては、事務所をさざなみ荘内に設置し、事務職員を雇用するなど、支援の強

化を図ります。 

 社会福祉施設費は６，８６０千円で、対前年度比は９６千円の増額でございます。 

 心身障害者福祉費は２億１１，９４６千円で、対前年度比は６，８６６千円の増額でご

ざいます。主なものは、委託料では、相談支援事業、移動支援事業、ひきこもり者支援事

業等を計上してございます。扶助費では、障害介護給付費、障害児給付費などでございま

す。 

 福祉センター管理費は３，４３８千円で、福祉センターの管理に要する経費を計上して

ございます。 

 心身障害者医療費は２７，６７８千円で、対前年度比は４９３千円の増額でございます。 

 老人保健費８３千円は、前年度と同額でございます。 

 地域包括支援センター運営費は３６，５５１千円で、対前年度比では４，６８１千円の

増額でございます。 

 社会福祉費の合計は７億６８，９５４千円、対前年度比は７，０６０千円の増額でござ

います。 

 児童福祉費、児童福祉総務費は７８，０２５千円でございます。主なものは、子育て応

援給付金、赤ちゃん誕生祝金、児童手当の支給に関するものでございます。 

 児童福祉施設費は９２，２１０千円で、対前年度比では４，０３８千円の増額でござい

ます。町内認可保育所における障害児保育の推進と充実を図るための補助として、障害児
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保育事業補助金、保育士や放課後児童支援員等を対象に処遇改善策を講じる費用として、

処遇改善臨時特例交付金（認可保育所）、処遇改善臨時特例交付金（放課後児童健全育成

事業）の皆増が要因でございます。主なものは、委託料で、放課後児童健全育成事業委託

金、負担金補助及び交付金では広域入所負担金、認可保育所負担金などを計上してござい

ます。 

 児童措置費３７，８４２千円は、子ども医療費、乳幼児医療費、ひとり親家庭医療費に

要する経費でございます。 

 児童福祉費の総額は２億８，０７７千円でございます。対前年度比は１，３１９千円の

減額でございます。 

 民生費の総額は９億７７，０３１千円で、対前年度比では５，７４１千円の増額、０．６％

の増でございます。歳出予算全体に占める割合は２５．０％でございます。 

 次に、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は１億７３，９４４千円、対前年度比は

４，２２１千円の減額でございます。ひだか病院への負担金１億２１，６３７千円のほか、

今年度は出産後の健診費用を助成するための産婦健康診査費を計上してございます。 

 予防費は６２，３５８千円、対前年度比は１１，５５０千円の増額でございます。要因

は、新型コロナウイルスのワクチン接種に係る費用の皆増によるものでございます。各種

検診や予防接種に係る経費を計上してございます。 

 次に、環境衛生費は１２，８９６千円で、対前年度比は８０千円の減額でございます。

主なものは、火葬炉設備工事、火葬場玄関屋根改修工事などを計上してございます。今年

度は、スズメバチ駆除費用についての補助金も計上してございます。 

 墓地基金費は４８６千円で、墓地基金への積立てでございます。 

 墓地管理費は１，７４７千円で、墓地管理に要する経費を計上してございます。 

 保健衛生費の総額は２億５１，４３１千円で、対前年度比は７，０９３千円の増額でご

ざいます。 

 次に、清掃費について申し上げます。 

 塵芥処理費は１億４９，３０１千円、対前年度比は３，２９４千円の減額でございます。

清掃センター負担金の減額が要因でございます。今年度は、障害者就労施設にペットボト

ルの回収業務を委託する費用も計上してございます。 

 し尿処理費は３２，８３９千円で、クリーンセンター負担金、浄化槽設置整備事業など

でございます。 

 清掃費の総額は１億８２，１４０千円でございます。対前年度比は２，１６３千円の増

額でございます。 

 衛生費の合計は４億３３，５７１千円、対前年度比は９，２５６千円の増額、歳出予算

全体に占める割合は１１．１％でございます。 

 次に、農林水産業費、農業費、農業委員会費は８，２７１千円で、対前年度比は１９千

円の減額でございます。 
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 農業総務費は３３，６０１千円で、対前年度比は３４２千円の増額でございます。 

 農業振興費は１３，２９１千円で、対前年度比は４，９９８千円の減額でございます。

農地活用支援事業、多面的機能支払交付金、次世代野菜花き産地パワーアップ事業など、

継続して実施してまいります。 

 農地費は４２，９１１千円、対前年度比は３２，７５５千円の減額でございます。農地

耕作条件改善事業の皆減など工事請負費の減額によるものでございます。 

 委託料では、農道台帳更新委託料、工事請負費では、町単独工事、土地改良施設維持管

理適正化事業、負担金補助及び交付金、投資及び出資金では、下水道事業会計（農集）の

補助金と出資金などを計上してございます。 

 農業費の合計は９８，０７４千円、対前年度比は３７，４３０千円の減額でございます。 

 林業費、林業総務費は５０，３１２千円、対前年度比は２２千円の増額でございます。

保安林作業員の人件費、保安林の松くい虫防除事業として、薬剤地上散布、特別伐倒駆除、

樹幹注入などを計上してございます。 

 次に、水産業費について申し上げます。 

 水産業振興費４，１９６千円は、前年度と同額でございます。河川流出物等回収事業、

漁業研究助成、三尾漁協上架施設改修補助などを計上してございます。 

 漁港管理費は１，２１５千円で、漁港管理に要する経費でございます。 

 次に、漁港建設費は３，０４５千円で、対前年度比１，５００千円の減額でございます。

工事請負費では、三尾漁港海岸漂着物等地域対策推進事業は、三尾漁港海岸漂着物処理工

事でございます。 

 美浜町水産業振興基金費６６千円は、利子の積立金でございます。 

 水産業費の総額は８，５２２千円で、対前年度比では１，５１６千円の減額でございま

す。 

 農林水産業費の総額は１億５６，９０８千円、対前年度比は３８，９２４千円の減額で

ございます。歳出予算全体に占める割合は４．０％でございます。 

 次に、商工費についてご説明申し上げます。 

 商工費は７，８３４千円で、対前年度比では６，３２８千円の減額でございます。町商

工会への補助金のほか、地場産品活性化事業、中小企業・小規模企業振興補助金などを計

上してございます。 

 観光費は８，２６０千円で、対前年度比では１，４６１千円の増額でございます。要因

は、煙樹海岸キャンプ場の指定管理料の皆増によるものでございます。煙樹海岸キャンプ

場の運営に関する経費などを計上してございます。 

 商工費の合計は１６，０９４千円、対前年度比は４，８６７千円の減額でございます。

歳出予算全体に占める割合は０．４％でございます。 

 土木費、土木管理費、土木総務費は３８，４８７千円、対前年度比では６，８８４千円

の増額でございます。 
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 道路橋梁費、道路橋梁総務費は３，８２５千円で、防犯灯に要する経費でございます。 

 道路維持費は１８，３６７千円、対前年度比は３，９４２千円の増額でございます。要

因は、町単独工事として道路の修繕工事の増額によるものでございます。 

 道路新設改良費は１億２５，９７９千円、対前年度比では３１，４１１千円の増額でご

ざいます。要因は、寺田橋の架け替え、町単独工事の増額によるものでございます。委託

料では、道路台帳の更新費用、寺田橋の架け替えによる道路交通安全対策事業でございま

す。工事請負費では町単独工事を計上してございます。 

 道路橋梁費の合計は１億４８，１７１千円でございます。対前年度比は３５，５９７千

円の増額でございます。 

 次に、河川海岸費、河川海岸保全費は１，３２８千円でございます。 

 砂防費１，０６４千円は、県営事業の小規模土砂災害対策事業、急傾斜地崩壊対策事業

等でございます。 

 河川海岸費の合計は２，３９２千円でございます。 

 港湾費、港湾管理費９０千円を計上してございます。 

 都市計画費、都市計画総務費７，５２９千円は、対前年度比では７，３０７千円の増額

でございます。要因は、都市計画マスタープラン改定業務、都市計画図作成業務の皆増に

よるものでございます。 

 下水道費は９０，６７２千円でございます。負担金補助及び交付金、投資及び出資金で

は、下水道事業会計（公共）の補助金と出資金を計上してございます。 

 都市計画費の合計は９８，２０１千円でございます。 

 次に、住宅費、住宅管理費４８，３４８千円は、対前年度比では４６，４３７千円の増

額でございます。要因は、町営住宅和田Ｂ団地の屋根外壁改修工事によるものでございま

す。大浜団地、和田Ｂ団地・Ｃ団地の維持管理経費を計上してございます。 

 住宅基金費２，０２９千円は、住宅基金の利子分のほかに、町営住宅の大規模修繕に備

え２，０００千円を積立てするものでございます。 

 住宅費の合計は５０，３７７千円でございます。 

 土木費の合計は３億３７，７１８千円、対前年度比は９９，４２０千円の増額でござい

ます。歳出予算全体に占める割合は８．６％でございます。 

 次に、消防費、非常備消防費は１１，３８７千円で、対前年度比は１，２８７千円の増

額でございます。要因は、消防団員の処遇改善を図るため、消防団員の年額報酬等の引上

げによるものでございます。 

 消防施設費は３７，２４９千円で、対前年度比は３２，８０９千円の増額でございます。

要因は、上田井地区、田井畑地区の消防車両の購入によるものでございます。消火栓ボッ

クス・ホースなどの備品購入費なども計上してございます。 

 災害対策費は２億２３，６１５千円で、対前年度比は１億１０，２１０千円の増額でご

ざいます。主な要因は、上田井地区津波避難施設整備工事によるものでございます。主な
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ものとして、需用費では、誘導灯の新設費用、委託料では、防災行政無線保守管理、災害

時生活用水協力井戸の水質検査料、耐震診断業務委託、工事請負費は、上田井地区津波避

難施設整備工事、避難路整備工事、備品購入費では、災害用備蓄品、負担金補助及び交付

金では、古家解体支援事業補助金、耐震設計・改修工事総合型事業などを計上してござい

ます。 

 常備消防費は１億１６，４８２千円で、日高広域消防事務組合負担金等でございます。 

 消防費の合計は３億８８，７３３千円、対前年度比では１億４４，６２５千円の増額で

ございます。歳出予算全体に占める割合は１０．０％でございます。 

 次に、教育費、教育総務費、教育委員会費は１，５６８千円、前年度と同額でございま

す。 

 事務局費は４６，６５６千円、対前年度比は１６２千円の減額でございます。 

 教育諸費は２，７３３千円で、各種協議会等への負担金等を計上してございます。 

 外国青年招致事業費は４，２９６千円で、英語指導助手に要する経費を計上してござい

ます。 

 教育施設整備基金費１０２千円は、利子積立金でございます。 

 教育費、教育総務費の合計は５５，３５５千円でございます。対前年度比は９２５千円

の減額でございます。 

 小学校費、学校管理費は６８，１１８千円、対前年度比は７，８１１千円の増額でござ

います。主な要因は、和田小学校屋外倉庫改築工事によるものでございます。 

 教育振興費は２，９３２千円で、対前年度比では５２１千円の減額でございます。 

 小学校費の合計は７１，０５０千円で、対前年度比は７，２９０千円の増額でございま

す。 

 中学校費、学校管理費は４４，５２５千円、対前年度比は９，４４６千円の増額でござ

います。主な要因は、修繕費の増額や松洋中学校野球部倉庫改築工事によるものでござい

ます。 

 教育振興費２，７２９千円は、対前年度比では１，０８９千円の減額でございます。備

品購入費の教材・教具や扶助費の準要保護の減額によるものでございます。 

 中学校費の合計は４７，２５４千円で、対前年度比は８，３５７千円の増額でございま

す。 

 幼稚園費２，５５５千円は、前年度と同額でございます。幼児教育の無償化に伴い、私

立幼稚園負担金、未移行幼稚園利用費負担金を計上してございます。 

 次に、こども園費、ひまわりこども園費は２億９，１４１千円で、対前年度比では

１２，８７０千円の増額でございます。主な要因は、会計年度任用職員の人件費の増額、

こども園での園児等の避難生活を２日間と想定し、災害用備蓄品の購入によるものでござ

います。ひまわりこども園の管理運営に要する経費を計上してございます。 

 社会教育費、社会教育総務費は２０，３００千円で、対前年度比は８１千円の減額でご
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ざいます。成人式や人権講演会に要する経費等を計上してございます。 

 公民館費は２０，８３３千円、対前年度比は２，０３４千円の増額でございます。入山

分館フェンス改修工事、入山分館焼却炉解体撤去工事など公民館の維持管理に要する経費

を計上してございます。 

 次に、文化振興費は７７６千円で、文化振興事業等に要する経費を計上してございます。 

 図書館費は１１，６６２千円で、対前年度比では１８０千円の減額でございます。図書

館の管理運営に要する経費を計上してございます。 

 社会教育費の合計は５３，５７１千円で、対前年度比は１，３５７千円の増額でござい

ます。 

 次に、保健体育費、保健体育総務費は１，８８０千円でございます。 

 体育施設費は３，６９４千円、対前年度比は６１，７４５千円の減額でございます。要

因は、柔剣道場解体撤去工事、体育センター天井改修工事の皆減によるものでございます。

体育施設の修繕費、第１若もの広場や吉原公園の管理委託などを計上してございます。 

 次に、学校給食施設費は４９，７５７千円、対前年度比では３，４２２千円の減額でご

ざいます。学校給食運営に要する経費を計上してございます。 

 保健体育費の合計は５５，３３１千円、対前年度比は６５，１０４千円の減額でござい

ます。 

 教育費の合計は４億９４，２５７千円、対前年度比では３６，１５５千円の減額で、歳

出予算全体に占める割合は１２．６％でございます。 

 公債費、元金償還金は２億９２，４９３千円で、対前年度比では１３，２０３千円の減

額でございます。 

 利子償還金は１２，４２２千円で、対前年度比では３，４５６千円の減額でございます。 

 公債費の合計は３億４，９１５千円で、対前年度比では１６，６５９千円の減額でござ

います。歳出予算全体に占める割合は７．８％でございます。 

 予備費については５，０００千円、前年度と同額を計上してございます。予備費の歳出

予算全体に占める割合は０．１％でございます。 

 以上が、令和４年度美浜町一般会計予算についての概要でございます。 

 議案第９号は、令和４年度美浜町国民健康保険特別会計予算についてでございます。 

 美浜町国民健康保険特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億６４，１６６千円で、

前年度と比較いたしまして３０，２０５千円、率にして３．０４％の減でございます。国

保から後期高齢者医療への移行などによる被保険者数の減少と、保険給付費が減少したこ

とが主な要因でございます。また、保険税率の上昇を抑制するため、基金から３３，０００

千円の繰入れを行います。 

 議案第１０号は、令和４年度美浜町介護保険特別会計予算についてでございます。 

 美浜町介護保険特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億４１，８７６千円で、前

年度と比較いたしまして３，９０５千円、率にして０．４７％の増でございます。介護人
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材確保についての取組における実態把握や課題分析のための業務委託等を計上してござい

ます。 

 議案第１１号は、令和４年度美浜町後期高齢者医療特別会計予算についてでございます。 

 美浜町後期高齢者医療特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億４６，６７０千円、

前年度と比較いたしまして９，６６５千円、率にして４．０８％の増でございます。広域

連合へ納める納付金が増加したことが主な要因でございます。 

 議案第１２号は、令和４年度美浜町下水道事業会計予算についてでございます。 

 本年度から地方公営企業会計を適用することから、特別会計を廃止し、美浜町下水道事

業会計として予算計上を行ってございます。 

 業務の予定量は、水洗化戸数２，３５０戸、年間有収水量５５万４，６５０㎥を見込み

まして、１日平均有収水量は１，５２０㎥を予定してございます。 

 収益的収支については、下水道事業収益、費用ともに２億１９，０６２千円でございま

す。 

 資本的収支については、資本的収入４７，５９２千円、資本的支出は８４，８７３千円

でございます。 

 議案第１３号は、令和４年度美浜町水道事業会計予算についてでございます。 

 業務の予定量は、給水戸数３，７２０戸、年間総給水量８１万４，０００㎥を見込みま

して、一日平均給水量は２，２３０㎥を予定してございます。 

 収益的収支については、水道事業収益１億３２，０６８千円、対前年度比１．０６％の

増加でございます。 

 水道事業費用は１億２３，９０３千円、対前年度比０．０７％の減少でございます。 

 資本的収支については、資本的収入８，１２５千円、資本的支出は６４，１２６千円で

ございます。 

 議案第１４号は、美浜町カナダミュージアムの指定管理者の指定についてでございます。 

 美浜町カナダミュージアムの指定管理者につきまして、引き続き、特定非営利活動法人

日ノ岬・アメリカ村を指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議

会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第１５号は、美浜町アメリカ村ゲストハウスの指定管理者の指定についてでござい

ます。 

 美浜町アメリカ村ゲストハウスの指定管理者につきまして、引き続き、特定非営利活動

法人日ノ岬・アメリカ村を指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第１６号は、美浜町アメリカ村レストランの指定管理者の指定についてでございま

す。 

 美浜町アメリカ村レストランの指定管理者につきまして、引き続き、特定非営利活動法

人日ノ岬・アメリカ村を指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により
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議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第１７号は、美浜町産品コーナーの指定管理者の指定についてでございます。 

 美浜町産品コーナーの指定管理者につきまして、引き続き、一般社団法人煙樹の杜を指

定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項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。 

 議案第１８号は、美浜町多目的室の指定管理者の指定についてでございます。 

 美浜町多目的室の指定管理者につきまして、引き続き、一般社団法人煙樹の杜を指定い

たしたく、地方自治法第２４４条の２第６項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。 

 以上、本定例会に提案いたしました議案１８件について、一括して提案理由を申し上げ

ました。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

午前十時四十七分散会 

 再開は、１４日月曜日午前９時です。 

 この後、全員協議会、各常任委員会を開きます。 

 お疲れさまでした。 


