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【議事日程】 

日程第 １「会議録署名議員の指名」 

日程第 ２「議案第２８号 平成２１年度大和町一般会計予算」 

日程第 ３「議案第２９号 平成２１年度大和町国民健康保険事業勘定特別会計予算」 

日程第 ４「議案第３０号 平成２１年度大和町介護保険事業勘定特別会計予算」 

日程第 ５ 「議案第３１号 平成２１年度大和町宮床財産区特別会計予算」 

日程第 ６「議案第３２号 平成２１年度大和町吉田財産区特別会計予算」 

日程第 ７「議案第３３号 平成２１年度大和町落合財産区特別会計予算」 

日程第 ８「議案第３４号 平成２１年度大和町奨学事業特別会計予算」 

日程第 ９ 「議案第３５号 平成２１年度大和町老人保健特別会計予算」 

日程第１０「議案第３６号 平成２１年度大和町後期高齢者医療特別会計予算」 

日程第１１「議案第３７号 平成２１年度大和町下水道事業特別会計予算」 

日程第１２「議案第３８号 平成２１年度大和町農業集落排水事業特別会計予算」 

日程第１３「議案第３９号 平成２１年度大和町戸別合併処理浄化槽特別会計予算」 

日程第１４「議案第４０号 平成２１年度大和町水道事業会計予算」 

日程第１５「予算特別委員会の設置について」 

 

【本日の会議に付した事件〔日程と同じ〕】 

 

 午前 ９時５９分   開  議 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 皆さん、おはようございます。 

 本会議を再開します。 

 ただいまから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す。 

 

日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
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 本日の会議録署名議員は、会議規則第 120条の規定によって、６番髙平

聡雄君及び７番秋山富雄君を指名します。 

 

日程第 ２「議案第２８号 平成２１年度大和町一般会計予算」から 

日程第１４「議案第４０号 平成２１年度大和町水道事業会計予算」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第２、議案第28号  平成21年度大和町一般会計予算から日程第14、

議案第40号  平成21年度大和町水道事業会計予算までを一括議題としま

す。 

  前日に引き続き、朗読を省略して提出者の説明を求めます。総務まちづ

くり課長千坂正志君。 

 

総務まちづくり課長 （千坂正志君） 

  おはようございます。 

  事項別明細書の74ページをお開きいただきたいと思います。 

  ８款消防費でございます。このことにつきましては、黒川地域行政事務

組合への負担、それから非常備消防団活動、消防施設維持管理、水防活動

及び災害対策事業に要する費用の計上でございます。 

  １項１目常備消防費の19節につきましては、黒川地域行政事務組合への

負担金でございます。 

９次に、２目非常備消防費の１節、９節につきましては、消防団員 565名

に対する報酬及び費用弁償等でございます。 

  ８節につきましては、団員表彰の際の記念品、11節につきましては、団

員の活動服及び消防演習用資材の予算計上でございます。 

  19節につきましては、非常備消防団員補償報償組合負担金及び団員福祉

共済への負担金の計上でございます。補助金につきましては、町婦人防火

クラブ連合会へ助成を 

いたすものでございます。 

  次に、３目でございます。消防施設費の11節につきましては、消防ポン

プ等の消防設備の維持管理に要する費用及び修繕費でございます。 
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  13節につきましては、防火水槽管理委託及び消防団呼出装置保守点検業

務委託料の計上でございます。 

  15節につきましては、防火水槽フェンス等６カ所分の修繕工事請負費の

計上でございます。 

  18節につきましては、消防積載車に消防団無線装置を設置をいたすもの

で、予算の計上でございます。 

  19節につきましては、消火栓維持管理負担金等の計上でございます。 

  次に、４目でございます。水防費の８節につきましては、水防協議会委

員13名に対する謝金の計上でございます。 

  11節につきましては、水防団活動用消耗品及び装備品の購入に要する費

用の計上でございます。 

  16節につきましては、水防倉庫備蓄資材、土のう等でございますが、こ

れの購入に要する費用でございます。 

  次に、５目災害対策費の１節、９節につきましては、防災会議委員15名

の報酬及び費用弁償等でございます。 

  11節につきましては、防災備蓄倉庫用資材及び非常用応急物資等の購入

に要する費用の計上でございます。 

  13節につきましては、木造戸建住宅耐震診断……。 

  失礼しました。次のページになります。76ページでございます。 

  13節につきましては、木造住宅耐震診断派遣業務、それに、あと家具の

転倒防止業務委託及び防災無線放送施設保守点検等の業務委託料の計上で

ございます。 

  18節につきましては、自主防災組織用資機材、照明用発電機等の整備を

いたすものでございます。 

  19節につきましては、衛星通信ネットワーク無線局管理負担金及び木造

住宅耐震改修工事助成金３戸分を計上いたしておるところでございます。

以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  教育総務課長瀬戸善春君。 
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教育総務課長（瀬戸善春君） 

  ９款の教育費でありますが、１項１目教育委員会費は、教育委員会の運

営にかかわる費用でございまして、１節、９節は、教育委員の報酬及び費

用弁償であります。 

  19節につきましては、仙台管内教育委員会協議会ほか１団体に対する負

担金の計上であります。 

  77ページ、事務局費でありますが、２目の事務局費につきましては、事

務局の運営、就学事務、教職員研修、教育相談事業、私立幼稚園就園奨励

事業等にかかわる費用であります。 

  １節は、心身障害児就学指導審議会委員の報酬で、３回の予定でありま

す。 

  ７節賃金は、教育相談員２名の配置によるものであります。 

  ８節報償費は、教職員の各種研修会に係る講師謝金、教育論文応募者賞

賜金であります。 

  14節は、分校児童輸送、特別支援学級移動学習時における車借上料の計

上でございます。 

  19節負担金は、県町村教育委員会協議会ほか６団体に対する負担金でござ

います。 

  78ページでありますが、補助金でありますが、幼稚園就園奨励費につき

ましては、私立幼稚園に通園する町内居住の通園園児に対する助成を行う

ものであります。それから、町教育研究会ほか３件の助成を行うものであ

ります。 

  28節につきましては、奨学事業特別会計へ繰り出しを行うものでありま

す。 

  ２項小学校費１目学校管理費でありますが、小学校６校、分校１校にお

ける施設維持管理及び児童・教職員の健康診断、学校管理用の備品等の購

入に要する費用の計上でございます。 

  １節の報酬でありますが、学校医14名、薬剤師５名の報酬、７節賃金

は、各小学校の体育館巡視員、プール監視員及び環境整備作業員等の賃金

であります。 

  79ページに移りまして、８節報償費は、運動会賞品及び卒業記念品代等
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に係る費用であります。 

  11節でありますが、主なものといたしまして、小学校施設の維持管理に

要する光熱水費及び燃料等の費用であります。 

  12節は、インターネット通話料を含めた電話使用料、プール水の検査、

火災保険料等の経費についての計上であります。 

  13節は、児童・教職員の健康診断、学校業務員による業務委託及び学校

警備の業務委託料であります。 

  14節は、コピー機器の借り上げ、陸上記録会、学校間交流事業等の児童

輸送にかかわる車借上料等であります。 

  18節は、机、いす等の管理用備品及び保健室用管理備品の購入でありま

す。 

  19節は、学校管理下における児童の災害共済負担金及び各種協議会等団

体への負担金であります。 

  80ページでありますが、補助金につきましては、第18回宮城県小学校生

活科・総合的な学習教育研究大会が吉田小学校で実施されますので、その

運営補助について計上いたしたものであります。 

  ２目の教育振興費は、教材備品の整備、魅力ある学校図書館づくり、「たい

わっ子」芸術文化推進事業、学校・地域共学推進事業等にかかわる費用であり

ます。 

  ７節賃金は、韓国人児童に対する日本語指導助手配置に要する賃金の計

上であります。 

  ８節は、学校間交流事業にかかわる講師謝金の計上であります。 

  11節は、教示用消耗品のほか、１年生から６年生までの全児童を対象と

いたしました学習到達度調査費、コンピューター用消耗品代等でありま

す。 

  13節委託料ですが、主なものといたしまして、地域活性化臨時交付金を

活用いたしました特別支援学級支援員、学校図書支援員を配置するための

委託料であります。 

  18節は、一般教材備品及び学校図書整備に係る経費について計上いたし

たものであります。 

  なお、この学校図書整備の財源といたしまして、平成20年の２月に群馬
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県の千葉登美子様からの 1,000万円の寄附を活用いたしまして、２カ年に

わたり中学校も含めて千葉文庫といたしまして整備をいたすものでありま

す。 

  19節補助金は、学校・地域共学推進事業として各学校へ交付いたすもの

であります。それから、交付金でありますが、４キロメートル以上の遠距

離通学者に対し通学費用を交付するものであります。 

  20節扶助費でありますが、要保護及び準要保護並びに特別支援学級児童

に対する扶助費であります。 

  ３目ですが、施設整備費につきましては、小学校施設の維持管理に要す

る費用で、11節需用費でありますが、修繕料につきましては急破修繕料に

ついての計上であります。 

  13節委託料につきましては、吉岡小学校の屋根修繕工事設計業務及びダ

ムウエーター、自家用電気工作物、消防設備等の保守点検等業務委託料の

計上であります。 

  15節工事請負費につきましては、落合小学校プールサイド改修工事、宮

床小学校プール附属棟屋根修繕工事であります。 

  次に、３項中学校費１目学校管理費でありますが、中学校２校における

施設の維持管理及び生徒・教職員の健康診断、学校管理用備品等の購入に

要する費用であります。 

  １節につきましては、学校医及び薬剤師等の報酬であります。 

  ７節につきましては、事務補助員及び体育館巡視員等の賃金でありま

す。 

  ８節は、運動会の賞品及び卒業生への記念品代等であります。 

  11節は、一般消耗品、光熱水費及び燃料費等の計上でございます。 

  82ページでありますが、12節は電話料、各種検査手数料及び火災保険料

等であります。 

  13節委託料につきましては、生徒・教職員の健康検査委託、学校業務員

業務委託、スクールバス運行業務委託料等であります。 

  14節は、スクールバス転回場土地借上料及び中体連、駅伝大会等の生徒

輸送車借上料であります。 

  18節は、机、いす等の学校用備品の整備に要する計上であります。 
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  19節負担金でありますが、黒川地区防火管理協議会ほか各種協議会等へ

の負担金及び学校管理下における生徒の災害負担金の計上であります。 

  ２目の教育振興費でありますが、教示用経費、学校図書館づくり、外国

語指導助手の配置にかかわる費用であります。 

  83ページの１節でありますが、自治体国際化協会派遣外国語指導助手１

名の報酬であります。 

  ９節は、自治体国際化協会派遣外国語指導助手の招致旅費等でありま

す。 

  11節の消耗品費でありますが、これにつきましては１年生から３年生ま

での全生徒を対象といたしました主要教科の学習到達度調査等を計上いた

したものであります。 

  13節、外国語指導助手の業務委託、それから地域活性化臨時交付金を活

用いたしました学校図書支援員の配置委託及びコンピューターサーバー保

守点検業務委託料等であります。 

  14節は、自治体国際化協会派遣外国語指導助手の車借り上げ及び住宅借

上料等であります。 

  18節は、学校図書及び一般教材備品の整備に要する費用の計上でありま

す。 

  19節は、自治体国際化協会負担金及び学校・地域共学推進費としての各

学校へ支援を行うものであります。 

  20節は、要保護及び準要保護生徒に対する援助、それから特別支援教育

奨励費の計上であります。 

  ３目施設整備費でありますが、中学校２校の施設維持管理に要する費用

の計上であります。 

  84ページでありますが、15節の工事請負費につきましては、宮床中学校

南校舎玄関タイルの修繕工事、大和中防砂ネット設置工事等の計上であり

ます。 

  18節につきましては、宮床中学校での不登校生徒に対する特別支援室の

整備に要する備品整備に要する計上であります。以上であります。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

  生涯学習課長横田隆雄君。 

 

生涯学習課長（横田隆雄君） 

  続きまして、４項社会教育費１目社会教育総務費についてご説明いたし

ます。 

  生涯学習課、公民館関係の主要な施策概要につきましては、30ページか

ら掲載しておりますので、あわせてご参照お願いしたいと思います。 

  初めに、１目の主な事業でございますが、生涯学習推進のための生涯学

習まつりの開催、そのほかパソコンの技術講習、家庭教育、青少年教育、

成人教育、そして社会教育施設の管理を行うものでございます。これらの

事業に要します経費の主なるものについて説明いたします。 

  １節の報酬につきましては、社会教育委員15名分でございます。 

  ８節報償費は、まほろば大学での文化講演会、各種教室や講座のほか、

放課後子供教室、学校支援地域本部事業のコーディネーターへの謝金、原

阿佐緒賞の選考委員への謝金等となってございます。 

  ９節の旅費につきましては、特別旅費が大きいところでございますが、

これは、たいわっ子夢航路あるいは未来塾、冒険塾、ジュニアリーダーの

研修旅費、原阿佐緒賞選考委員等の旅費でございます。 

  11節の需用費につきましては、放課後子供教室などの各種教室の消耗品

が大きなものでございます。印刷製本費でございますが、生涯学習カレン

ダー、まほろば大学の案内チラシ、各種教室の資料、活動記録の印刷代で

ございます。 

  12節の役務費の広告料につきましては、原阿佐緒賞の短歌応募ですが、

これは月刊誌短歌あるいは現代短歌、これらに掲載して全国から公募する

ものでございます。 

  13節の委託料につきましては、町民パソコン教室、ジュニアリーダー業

務、原阿佐緒記念館などの社会教育施設の管理等警備業務の委託料でござ

います。 

  14節でございますが、土地借上料につきましては、民俗談話室の敷地等

の借り上げ分でございます。 
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  19節の負担金補助につきましては、黒川地域行政事務組合への視聴覚負

担金のほかの内容となってございます。補助金につきましては、前年同額

といたしております。 

  次に、２目の公民館費についてでございます。公民館の運営費用でござ

いますが、総務費のほか青少年から成人、婦人、高齢者までの事業活動、

町民文化祭の芸術文化推進事業、図書室運営事業等の経費をお願いしてご

ざいます。 

  86ページになります。 

  まず、第１節でございますが、これにつきましては分館長42名分の報酬

でございます。 

  ７節賃金につきましては、図書室のパート４名分でございます。 

  ８節報償費でございますが、公民館事業の各種講座に対する講師の謝礼

金、成人式、町民文化祭、小中学生の書き初め大会の記念品などとなって

ございます。 

  11節の需用費の主なものにつきましては、一般消耗品のほか各種教室と

講座の材料費、資料の印刷代などでございます。 

  13節につきましては、町民文化祭などの催しの際に音響・照明等の操作

人員が不足しますので、臨時的に委託するものでございます。 

  14節につきましては、図書管理システムリース料や各講座の移動研修の

バス借上料が主なものでございます。 

  19節につきましては、県青年体育大会、文化祭等、これに対する負担

金。補助につきましては、町の連合青年団、婦人会の連合会、文化協会へ

の補助金でございます。 

  続きまして、３目の文化財保護費でございます。文化財の保護と普及に

努めるもののほか、町道馬場後石高線の道路工事等に伴います小野Ａ遺跡

ほかの発掘調査、整理作業に要する費用を計上いたしてございます。 

  １節の報酬につきましては、文化財保護員５名分でございます。 

  ７節の賃金につきましては、遺跡発掘等整理作業員、発掘調査嘱託員１

名分の賃金でございます。 

  ８節報償費は、郷土史講座４回と文化財めぐりの講師謝礼といたしてお

ります。 
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  14節につきましては、馬場後石高線ほかの道路工事に伴う遺跡の発掘調

査にかかわりますバックホーあるいはダンプカー、そのほかプレハブの設

置の賃借料でございます。 

  15節の工事請負費につきましては、文化財の表示用の標柱、大分腐食が

進んでおりますので更新をするものでございます。 

  88ページになります。 

  19節補助金につきましては、町内９団体の保存会に１団体当たり２万円

の補助をいたすものでございます。 

  次に、４目のまほろばホール管理費でございます。まほろばホールの貸

し館及び施設の維持管理に要するものでございます。 

  １節の報酬、９節旅費でございますが、まほろばホール運営員７名の報

酬及び費用弁償でございます。 

  11節需用費につきましては、一般消耗品のほか電気、水道、灯油、ガス

等の燃料費、光熱水費が主なものでございます。 

  12節役務費につきましては、建物の火災保険、そのほか電話、切手等の

通信運搬費でございます。 

  13節につきましては、施設の総合管理業務の委託のほかに、電気料金の

軽減を図るための電気料金デマンド業務委託分ということで新規にお願い

してございます。 

  18節備品購入費でございますが、ワイヤレスマイクシステムの更新をす

るものでございます。 

  19節、主なものにつきましては、大和町文化振興協会への自主事業運営

費補助でございます。前年より３％の減といたしております。以上でござ

います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  教育総務課長瀬戸善春君。 

 

教育総務課長（瀬戸善春君） 

  ５目の教育ふれあいセンター管理費でありますが、吉田ほか２ふれあい

センターの管理運営等にかかわる経費についての計上であります。 
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  ７節は、体育館巡視員等の賃金であります。 

  11節は、主なものといたしまして施設の電気料等であります。 

  13節は、センター管理業務員等の委託料、及び施設設備維持管理と、そ

れから警備委託の委託料であります。 

  19節は、黒川防火管理協議会への負担金であります。 

  次に、６目の森の学び舎活動費につきましては、施設の管理運営に要す

る費用であります。 

  11節、12節は、施設の維持管理費用の計上であります。 

  13節は、施設の清掃管理等の委託料の計上であります。 

  14節は、学校教育活動での施設利用に係る町内児童生徒の輸送の車借上

料であります。以上であります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  生涯学習課長横田隆雄君。 

 

生涯学習課長（横田隆雄君） 

  次に、５項保健体育費の１目保健体育総務費でございます。スポーツ振

興審議会、体育協会、体育指導員会等の活動、スポーツ少年団等への支援

助成、各種スポーツ教室、大会運営、武道館の管理などに要する費用で計

上いたしております。 

  90ページになります。 

  １節につきましては、スポーツ振興審議会委員５名分と体育指導員15名

分の報酬でございます。 

  ８節報償金は、スポーツ教室、各種大会の講師、審判員への謝礼、賞賜

金につきましては、スポーツ支援奨励金の交付、スポーツ賞の顕彰を行う

ほか、各種大会でのメダル、盾の授与を行うものでございます。 

  11節需用費につきましては、コピー等の一般事務用品のほかに、南川ダ

ム周辺での「歩け走れ大会」の賄い料が主なものでございます。 

  18節備品購入費につきましては、ニュースポーツの普及を図るというこ

とで、キンボール、あとカローリング、これはカーリングの室内用のちょ

っと変えたものでございますが、簡易なカーリングみたいな形のものでご
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ざいますが、その用具を購入するものでございます。 

  19節につきましては、ハンドボール日本リーグ開催費の負担金、町体育

協会、スポーツ少年団に補助するものでございます。 

  次に、２目の体育センター管理費でございますが、体育センターの管理

運営に要する経費を計上いたしてございます。 

  11節の需用費につきましては、電気、水道料のほかに、修繕料としまし

てはブラインドを修理するものでございます。 

  13節の委託料につきましては、消防設備、電気設備の保守点検委託料でござ

います。 

  次に、３目広場管理費でございますが、宮床、吉田の玉ケ池、北目、鶴

巣の山田、三ケ内のレクリエーション広場５カ所分の管理運営費でござい

ます。 

  13節の委託料につきましては、各広場、地域に管理運営を委託するもの

でございます。 

  15節の工事請負費につきましては、宮床レクリエーション広場の排水等

の整備を行うものでございます。 

  次に、４目の総合運動公園管理費でございます。総合体育館、多目的広

場、陸上競技場、テニスコートなどの公園内の管理運営の費用でございま

す。 

  ７節につきましては、施設管理嘱託員５名でございますが、その賃金でござ

います。 

  11節につきましては、燃料費、光熱水費が主なもので、修繕料につきま

しては自動ドア監視カメラの修理、小破修繕料となっております。 

  92ページになります。 

  13節の委託料につきましては、施設の管理及び保守点検の委託料でござ

いまして、屋内分としては電気設備の保安管理、夜間の警備、清掃管理、

各設備の保守点検業務、屋内外では除草、植栽などの業務でございます。 

  14節の機械借り上げにつきましては、施設利用の券売機、印刷機のリー

ス料となっております。 

  18節備品購入費につきましては、バレーボール用のネット支柱の購入を

するものでございます。 
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  次に、５目のダイナヒルズ公園の管理費でございますが、野球場、テニ

スコート及び多目的広場の管理運営費でございます。 

  済みませんが、５目のダイナヒルズ公園管理費ですが、ダイナヒルズと

いうことだけ、「公園管理費」が印刷漏れでございますので、ご記入をお

願いしたいと思います。 

  このうちの13節の委託料につきましては、施設管理業務として芝生管

理、植栽、除草、清掃、電気設備の保守点検委託料となってございます。 

  14節につきましては、スポーツトラクターの搬送の際の２トンダンプの

リース料でございます。 

  次に、６目の自転車競技場管理費でございますが、施設の維持管理業務

について県スポーツ振興財団から町が委託を受けて管理をしておるもので

ございます。 

  11節につきましては、修繕料が走路クラック等の補修代でございます。 

  13節につきましては、芝の管理、電気設備の保守、浄化槽あるいは夜間

警備等、管理の委託業務となってございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  教育総務課長瀬戸善春君。 

 

教育総務課長（瀬戸善春君） 

  93ページの７目の学校給食センター費でありますが、学校給食センター

の管理運営及び学校給食の提供に要する費用であります。 

  21年度の学校給食につきましては、米飯給食の回数を週３回から４回に

ふやすとともに、全学校に従来より保温性の高い食缶でご飯を提供する計

画であります。 

  なお、給食費につきましては、据え置きにより対応することといたしてお

ります。 

  １節につきましては、学校給食運営審議会開催に伴う委員の報酬であり

ます。 

  ９節につきましては、学校給食運営審議会委員の費用弁償等でありま
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す。 

  11節でありますが、学校給食の賄い材料及び給食センターの施設運営に

要する光熱水費及び施設設備、厨房機器の修繕費であります。 

  12節につきましては、電話料、給食センター及び学校職員の検便検査料

や学校給食費を含む校納金の振替手数料であります。 

  13節でありますが、学校給食調理業務委託料及び給食センターの施設維

持管理委託料であります。 

  14節につきましては、印刷機、清掃用具借り上げなどのリース料であり

ます。 

  15節につきましては、ボイラー蒸気管や電力区分開閉機の交換工事であ

ります。 

  94ページでありますが、18節でありますが、食缶など厨房機器の備品購

入であります。 

  19節につきましては、学校栄養士会及び学校給食連絡協議会の負担金で

あります。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  財政課長千坂賢一君。 

 

財政課長   (千坂賢一君)  

  それでは、10款の災害復旧費でございますが、１項、２目とも科目の設

定でございます。３目まででございます。 

  95ページの公債費でございますけれども、起債の残高に伴いまして21年

度元金及び利子の償還分についての計上を行ったところでございます。う

ち元金８億 2，241万 8,000円には繰上償還を行う部分１億 860万円を含む

ものでございます。 

  なお、以前にお渡しいたしております説明資料の「公的資金補償金免除

繰上償還」ということでお渡しをいたしておりましたが、そちらの方でち

ょっとご説明をさせていただきますので、お手元の方にご用意をお願いい

たします。よろしいでしょうか。 

  １ページをお開きいただきます。 
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  21年度につきましては、一般会計、下水道事業会計、水道事業会計の３

会計について繰上償還予定でございますので、当初予算にすべて計上いた

しておりますが、１ページについて一般会計分を記載いたしております。 

  上段の表が21年度繰上償還を予定いたします四つの事業についての内容

を記載いたしております。公営住宅が２件、義務教育関係が２件という内

容になってございます。 

  右下のところに補償金免除相当額というふうになってございますが、22

年度以降の利子部分について免除になる金額が 2,373万何がしになるとい

う内容の記載でございます。 

  下の段に参考といたしまして、19、20、21と３カ年間この制度が措置さ

れる内容になってございますので、この３カ年間の内容を記載いたしたと

ころでございます。 

  19年度分につきましては、差し引きとして45万 7,000円、20年度分につきま

しては、３月25日に繰り上げをする予定でございますが、そちらの真ん中のと

ころに借換債利率というふうに書いてございますが、町内の金融機関から貸付

利率の見積もり提出をいただきまして決定をいたしておりますが、一般会計に

ついてのみ期間の短い部分がございましたので、そこ 1.2とだけ書いてありま

すが、 0.5から 1.2の区分になります。 0.5の部分と 0.8の部分と 1.2の部

分、三つの種類の利率になってございます。下水道、上水道については、記載

の利率のみでございます。そちらの部分で支払い利息が 703万円ほどあったも

のが、借り換えをすることに伴いまして、新たに借り換えする利率に変更した

ことに伴いまして70万円ほどの利子になって、 630万円ほどプラス効果が発生

するという内容でございます。 

  21年度につきましては、仮に 1.5％で借りたとした場合というふうに今

想定をいたしてございます。そちらの部分についての、右端になります

が、差し引きで 1,845万円ほどのプラス効果が生まれるだろうという推定

にしてございます。３カ年の一般会計でのプラス効果は 2,524万 3,000円

ほどという内容で整理をいたしたものでございます。 

  下水道、水道等については、おのおのの会計時の説明時にお話があろう

かと思いますので、割愛をさせていただきます。 

  それでは、95ページの方にお戻りをいただきます。 
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  公債費につきましては、トータルで９億 7,977万 1,000円の歳出計上で

ございますが、うち借り換え分が１億 860万円含まれておりますので、純

然たる公債費とした場合は約２億 8,400万円ほど対前年度でマイナスにな

るという内容のものでございます。 

  12款の予備費については、例年どおり 1,000万円の措置で、諸支出金に

つきましては21年度想定がございませんので、款の設定を行わないもので

ございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  町民課長瀬戸啓一君。 

 

町民課長  （瀬戸啓一君） 

  続きまして、予算に関する説明書の 111ページをお願いいたします。国

民健康保険の関係でございます。 111ページでございます。 

  議案第29号  平成21年度大和町国民健康保険事業勘定特別会計予算でござ

います。 

  平成21年度大和町の国民健康保険事業勘定特別会計予算は、次に定める

ところによるものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19億 702万 9,000円

と定めるものでございます。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」によるものでございます。 

  第２条、地方自治法第 235条の３第２項の規定によります一時借入金の

借入れの 高額は、 5,000万円と定めるものでございます。 

  予算明細書の 118ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款国民健康保険税１項につきましては、１目、２目とも国民健康保険

税の見込額の計上でございます。各税目ごとに、ほぼ平成20年度ベースで

見込んでおります。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２款使用料及び手数料１項１目の督促手数料でございますけれども、科
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目の設定でございます。 

  ３款国庫支出金１項１目につきましては、療養給付に要します国からの

定率の負担金でございます。 

  ２目につきましては、高額医療費を緩和するための国庫負担金でござい

ます。 

  ３目につきましては、特定健診に要する国からの負担金でございます。 

  ２項国庫補助金１目財政調整交付金につきましては、医療実績及び事務

費に要する国からの交付金でございます。 

  ４款療養給付費交付金１目につきましては、退職者医療に係ります交付

金でございまして、社会保険診療報酬支払基金より交付されるものでござ

います。 

  ５款前期高齢者交付金１目につきましては、前期高齢者数相当分の交付

金でございまして、これにつきましても社会保険診療報酬支払基金よりの

交付金でございます。 

  ６款県支出金１項１目につきましては、高額医療費を緩和するための県

からの助成金でございまして、拠出金の４分の１相当額が交付されるもの

でございます。 

  ２目につきましては、特定健診に際します県からの負担金でございま

す。 

  ２項県補助金１目につきましては、県よりの交付金でございまして、医

療給付費総額の６％相当額でございます。 

  ２目の民生費県補助金につきましては、これにつきましては乳幼児医療

に要する事務費の補助でございまして、これにつきましては平成20年度ま

では一般会計の方で受け入れ計上しておりましたが、県の指導によりまし

て、平成21年度からは国保会計で受けることとなったものでございます。 

  ７款共同事業交付金１項１目につきましては、医療のレセプト月１件当

たり80万円を超える多額の高額医療に対しましての国保連合会からの交付

金でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ２目につきましては、レセプト１件月30万円を超える高額医療費への交

付金でございまして、国保連合会より30万円を超え80万円以下の部分に対
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しまして定率に交付される交付金でございます。 

  ８款財産収入１項１目につきましては、国保基金利子を計上したものでござ

います。 

  ９款繰入金１項１目、一般会計からの繰入金でございまして、国民健康

保険税の軽減措置分並びに職員の人件費等への充当でございます。 

  ２項基金繰入金１目につきましては、国保基金からの繰入金でございま

す。 

  10款繰越金１項、これにつきましては１目、２目それぞれ平成20年度よ

りの繰り越し予定額でございますけれども、１目につきましては、医療費

精算還付のための科目設定でございます。 

  11款諸収入１項、１目、２目とも税の滞納に対します延滞金等でござい

まして、科目の設定でございます。 

  ２項町預金利子、国保会計の預金利子でございまして、これも科目設定

でございます。 

  ３項の受託事業につきましても科目の設定でございまして、特定健診に

係る受託料でございます。 

  ４項の雑入につきましては、１目、２目、３目、次のページ、４目と

も、これにつきましては交通事故等によります第三者求償によるものでご

ざいまして、これにつきましてはそれぞれ科目の設定でございます。 

  ５目の雑入につきましても、医療費精算に対応するための科目の設定でござ

います。 

  歳出でございます。 

  １款総務費１項１目一般管理費につきましては、11節につきましては、

国民健康保険証、高齢者受給者証の作成代金でございます。 

  12節につきましては、保険者証の郵送代等でございます。 

  13節につきましては、医療レセプトの点検の電算委託でございます。 

  ２目の団体負担金でございますけれども、これにつきましては、19節、

宮城県国保連合会への町村割負担金及び宮城県国民健康保険運営協議会連

絡会への会員拠出金でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ２項徴税費１目につきましては、９節につきましては、大和町納税組合
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への研修会旅費でございます。 

  11節につきましては、納税通知書等の発送でございます。 

  12節につきましても、納税通知書の発送代でございます。 

  続きまして、３項運営協議会費１目につきましては、国民健康保険運営

協議会費でございまして、１節につきましては、国民健康保険の運営協議

会委員９人分の報酬でございます。 

  ９節につきましては、９人分の委員の費用弁償、11節につきましては、

会議等のお茶代等でございます。 

  ４項趣旨普及費１目につきましては、国民健康保険制度改正等のパンフ

レット等の購入代金でございます。 

  ２款保険給付費１項療養諸費の１目から４目につきましては、それぞれ

の医療費の公費負担分、公費で負担する７割相当分でございまして、国保

連合会へ支払う分でございます。 

  ５目の審査手数料につきましては、医療費の審査手数料でございまし

て、これにつきましても国保連合会へ委託するものでございます。 

  ２項高額療養費につきましては、１目から４目まで、高額医療費につき

ましてそれぞれ各人の限度額を超える部分につきまして公費で負担する部

分でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ３項葬祭費１目につきましては、葬祭費の計上でございまして、葬祭費

は１件当たり５万円でございます。 

  ４項出産育児諸費１目につきましては、出産育児一時金の計上でございま

して、１件当たり38万円となっております。 

  ５項移送費につきましては、１目、２目とも病院間の患者の輸送費用でござ

います。 

  ３款後期高齢者支援金等でございまして、１目につきましては、国保会

計より後期高齢者支援金としまして国が定める率に基づきまして社会保険

診療報酬支払基金へ支払うものでございます。 

  ２目につきましては、上記同様の事務費相当分でございます。 

  ４款前期高齢者納付金等でございます。１項１目、２目につきまして、

それぞれ上の３款同様、前期高齢者分の社会保険診療支払基金への納付
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金、拠出金でございます。 

  ５款老人保健拠出金１項１目、２目につきましても、それぞれ３款、４

款同様に、制度に基づきまして老人保健分につきまして国保会計より社会

保険支払基金への拠出金でございます。 

  ６款介護納付金１項１目介護納付金でございますけれども、介護保険者

に係ります納付金でございまして、人数相当分につきまして社会保険診療

支払基金の方へ納付するものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ７款共同事業拠出金１項１目、２目とも、それぞれ国保連合会への支払

拠出金でございまして、国民健康保険の財政の安定を目的としました医療

費の実績に基づく拠出でございます。 

  ８款保健事業費１項１目につきましては、特定健診、特定保健指導に要

する経費の計上でございまして、11節につきましては、チラシ、案内等の

印刷代でございます。 

  13節の委託料につきましては、健診のデータ管理業務の委託、国保連合

会への健診の実施の委託料等でございます。 

  ２項保健事業費１目の７節につきましては、医療費の通知等事務の賃金

及び健康保健教室の講師への賃金でございます。 

  ８節につきましては、健康世帯への記念品等でございます。 

  12節につきましては、医療費の通知書の郵送料等でございます。 

  13節につきましては、医療費通知等の電算への委託料でございます。 

  14節につきましては、健康教室参加者への移送に要する車借上料、28節

につきましては、一般会計への繰出金でございますけれども、一般会計で

実施します健診に対しまして国民健康保険負担相当分につきまして繰り出

すものでございます。 

  ９款基金積立金１項１目につきましては、基金の積み立てであり、利子

相当分を計上いたしました。 

  10款公債費１項１目利子につきましては、一時借入金の利子でございま

して、科目設定でございます。 

  11款諸支出金１項償還金及び還付加算金につきましては、１目から次の

ページの５目まで、国保税の還付金、医療給付費の精算償還及び病院等に
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おきます医療費の錯誤等に対処するための精算還付・返還金等を予算措置

したものでございます。 

  12款予備費につきましては、予備費の予算措置でございます。以上でござ

います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  保健福祉課長浅野雅勝君。 

 

保健福祉課長 （浅野雅勝君） 

   136ページをお願いいたします。 

  議案第30号  平成21年度大和町介護保険事業勘定特別会計予算でござい

ます。 

  介護保険事業勘定特別会計予算につきましては、次に定めるところによ

るものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12億 5,911万 6,000

円とするものでございます。 

  ２項の歳入歳出予算の款項の区分、金額につきましては、第１表のとおりでござい

ます。 

  それから、第２条、地方自治法第 235条の３第２項の規定によります一時借入金の

借入れの 高額を 3,000万円と定めるものでございます。 

   142ページをお願いいたします。 

  事項別明細書の歳入でございます。 

  １款１項１目第１号被保険者保険料でございます。１節につきましては、特別徴収

 4,475人分の保険料を計上したものでございます。 

  ２節の普通徴収、予定者 497人分の保険料見込額を計上したものでございます。 

  それから、２款１項でございますけれども、科目の設定でございます。 

  それから、２項の１目でございますが、生活援助事業利用者の負担料でございます。 

  ３款１項１目介護保険給付費の１節でございますけれども、これにつきましては介

護給付見込額の法定負担分での計上でございます。 

   143ページをお願いいたします。 

  ２項国庫補助金でございますが、１目調整交付金につきましては、介護給付見込額
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での計上でございます。 

  ２目地域支援事業交付金の介護予防事業につきましては、現年度予防給付の計上で

ございます。 

  それから、３目の包括的支援事業・任意事業につきましては、介護予防ケアマネジ

メント事業に要するものでございます。 

  それから、４款１項１目介護給付費負担につきましては、介護給付費見込額の30％

を社会保険診療報酬支払基金からの法定の負担分の計上でございます。 

  それから、２目地域支援事業支援交付金でございますが、現年度予防給付費での計

上でございます。 

  それから、５款１項１目の介護給付費負担でございますけれども、介護給付費見込

額の12.5％の法定負担分での計上でございます。 

   144ページの２項１目、２目でございますけれども、これにつきましては科目の設

定でございます。 

  それから、３款県補助金１目地域支援事業の介護予防事業につきましては、予防給

付費の法定負担分での計上でございます。 

  ２目包括的支援事業・任意事業につきましては、ケアマネジメント事業に要するも

のの計上でございます。 

  ６款１項１目、財政調整基金の利子分でございます。 

  ７款１項１目の１節の介護給付費繰入金でございますけれども、介護給付費見込額

の12.5％分の計上でございます。 

  それから、２節につきましては、職員給与等の繰り入れでございます。 

  それから、３節、それから次の 145ページをお願いいたします。４節でございます

けれども、介護予防事業、それから包括的支援事業・任意事業への法定負担分での一

般会計からの繰り入れでございます。 

  それから、２項基金繰入金の１目財政調整基金繰入につきましては、財源の調整に

よる繰り入れでございます。 

  それから、２目の介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金でございますけれども、

介護従事者の処遇改善のために行われる介護報酬の改定によります介護保険料の上昇

を抑制するため国より交付されるものの繰り入れでございます。 

  ８款については、繰越金の計上。 

  ９款１項につきましては、科目の設定でございます。 
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   146ページでございますけれども、２項、これにつきましては歳計現金利子分の見

込みでございます。 

  それから、３項１目、２目、３目につきましては、科目の設定でございます。 

  ４目の雑入でございますけれども、一つとしましては、グループホームすずらんか

らの土地代の収入、それから給食サービス利用者の負担、それから予防計画サービス

収入を計上してございます。 

  次に、歳出、 147ページをお願いいたします。 

  １款の総務費でございます。これにつきましては、介護保険事務に係る費用の計上

でございます。 

  １項１目一般管理費でございますけれども、そのうちの11節につきましては、事務

用品、予算決算書等の印刷費でございます。 

  12節の主なもの、手数料でございますけれども、これにつきましては介護保険シス

テムプログラム保守料などの計上でございます。 

  13節につきましては、21年度対応のシステム改正の委託料でございます。 

  14節のうち土地借上料につきましては、すずらんの借上料、それから機械借上料に

つきましては、介護保険システムのリース料でございます。 

  19節につきましては、１団体への負担金でございます。 

  25節につきましては、基金利子の積み立ての計上でございます。 

   148ページでございますけれども、２項の１目賦課徴収費でございますけれども、

11節につきましては、印刷製本、それから保険料納入通知書等の印刷代、12節につき

ましては、介護保険料の額の通知、それから納入通知に係る通信費の計上でございま

す。 

  それから、３項１目認定調査等費の８節でございます。介護認定１次判定調査員の

謝礼でございます。 

  それから、11節でございますが、コピー代のほか車両に係る経費を計上してござい

ます。 

  12節につきましては、そのうちの手数料でございますけれども、要介護認定のため

の主治医意見書の作成料の計上でございます。 

  それから、13節は、指定居宅介護支援事業者等の委託の分でございます。 

  19節、これにつきましては介護認定審査会に係ります黒川地域行政事務組合への負

担金、27節は重量税。 
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  ４項になります。４項１目計画策定委員会費でございますけれども、その中の１

節、９節でございますけれども、これにつきましては介護保険運営委員会の費用の計

上でございます。15人分でございます。 

   149ページでございます。 

  ２款１項１目居宅介護サービス給付等費でございますけれども、19節でございます

が、要介護者のホームヘルプ、デイサービス、グループホームなどのサービス給付見

込額での計上でございます。 

  それから、２目施設介護サービス給付等費の19節でございますけれども、特別養護

老人ホーム、老人保健施設などの利用に係る給付見込額でございます。 

  それから、３目居宅介護サービス計画等費の19節でございますが、ケアプラン作成

に係ります見込額。 

  それから、４目地域密着型介護サービス給付等費の19節でございますが、グループ

ホームなど地域密着型サービスに係る費用の計上でございます。 

  ２項１目高額介護サービス等費でございますけれども、12節につきましては、決定

通知費用の計上でございます。 

  19節につきましては、要介護者の介護サービスが高額となった場合の給付額の計上

でございます。 

  ２目でございますが、高額介護予防サービス費の19節でございますが、要支援１、

２の方が介護予防サービスを受けて高額となった場合の給付見込額での計上でござい

ます。 

   150ページの３目でございますが、高額医療合算介護サービス費でございます。19

節、各医療保険におけます世帯内での医療及び介護保険の医療制度におきまして自己

負担合計が著しく高額となった場合、上限額を超えた部分が高額医療合算介護サービ

スとして支給するものでございます。 

  それから、３項１目介護予防サービス給付等費の19節でございますが、要支援１、

２の方から介護予防サービスを受けたときに係ります給付見込額でございます。 

  それから、２目介護予防サービス計画給付等費でございます。19節、要支援１、２

の方の介護予防ケアプラン作成に係る費用でございます。 

  それから、４項１目でございます。特定入所者介護サービス等費の19節でございま

すけれども、これにつきましては要介護者がショートステイを利用した費用の分の計

上でございます。 
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  次に、 151ページをお願いいたします。 

  ５項１目でございます。審査支払手数料、これの12節でございますけれども、国保

連合会に対します審査手数料でございます。 

  それから、３款の１項の１目、２目につきましては、科目の設定でございます。 

  それから、４款１項１目介護予防特定高齢者施設事業費でございますけれども、７

節、８節につきましては、訪問調査、指導の際の看護師、医師などの費用の計上、11

節、コピー代等、12節につきましては郵便料、それから13節につきましては、運動機

能向上のための転倒予防事業、生活機能評価業務の委託料を計上してございます。 

   152ページの２目でございます。介護予防一般高齢者施設事業費でございます。７

節でございますが、これにつきましては介護予防講座などの看護師、栄養士などの賃

金の計上、８節につきましては、介護予防研修会、出前講座、いきいきボランティア

などでの謝礼の費用の計上でございます。 

  11節につきましては出前講座等の資料代、12節につきましては郵便料、13節につき

ましては、自立判定者生活援助サービスなどの業務の委託の費用の計上でございま

す。 

  ２項１目介護予防ケアマネジメント事業費でございます。この中での８節でござい

ますけれども、地域包括支援センター運営協議会委員の謝礼、13人分の計上でござい

ます。 

  11節につきましては事務用品等の計上、12節につきましては、その中で手数料でご

ざいますけれども、包括支援センターシステムの保守料の計上でございます。 

  13節の委託料、これにつきましては新予防給付ケアマネジメント業務の委託の計上

でございます。 

   153ページでございますけれども、14節、これにつきましては包括支援センターシ

ステム機械の借上料の計上でございます。 

  それから、２目総合相談事業費につきましては、どのような支援が必要なのか実態

把握に要する費用の計上でございます。 

  ３目権利擁護事業費、これにつきましては虐待の早期発見や防止、成年後見人制度

の活用を図るための費用の計上でございます。 

  それから、４目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費でございますけれど

も、ケアマネジャー、ケアスタッフ等の研修費用を計上してございます。 

  それから、５目でございます。任意事業費の８節でございますが、これにつきまし
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てはコールセンター協力員、愛の訪問員、それから成年後見人等の弁護士等の費用の

計上でございます。 

  12節、コール機器設置の手数料でございます。 

  13節でございますが、配食サービス、コールセンター業務の委託について計上して

ございます。 

  ５款につきましては、予備費の計上でございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  暫時休憩します。 

  休憩時間は10分間とします。 

 

    午前１１時０７分    休 憩 

    午前１１時１７分    再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  再開します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  財政課長千坂賢一君。 

 

財政課長   (千坂賢一君)  

  それでは、 160ページをお願いいたします。 

  議案第31号  平成21年度大和町宮床財産区特別会計予算でございます。 

  歳入歳出予算につきましては、それぞれ 2,186万 7,000円と定めるものでございま

す。 

  内訳については、第１表のとおりでございます。 

  では、 164ページをお願いいたします。 

  まず、歳入でございますけれども、１款１項１目総務費県補助金につきましては、

高山地内の財産区有林につきまして除間伐を行うものでございます。対象は2.31ヘク

タールで、それの助成金を計上いたしました。 

  ２款１項１目の財産貸付収入につきましては、生産森林組合ほかへの貸付収入の計

上でございます。 
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  ２目の利子及び配当金につきましては、財産区造成基金の利子を計上いたしました。 

  ２款２項１目不動産売払収入につきましては、科目の設定を行ったものでございま

す。 

  ３款１項１目財産造成基金繰入金につきましては、歳出歳入の差額分につきまして

財源として基金からの繰り入れを行うものでございます。 

  繰越金以下につきましては、科目の設定を行ったものでございます。 

   166ページをお願いいたします。 

  歳出でございますが、１款１項１目管理会費につきましては、管理員７名分の運営

経費を計上したものでございます。 

  ２款１項１目一般管理費につきましては、財産区の事務経費について計上したもの

で、４節共済費につきましては嘱託員の社会保険料、７節賃金につきましては、用務

員、嘱託員おのおの１名分の賃金を計上いたしております。 

  11節需用費につきましては、ガス、灯油等の燃料費、予算決算書の印刷経費を計上

してございます。なお、印刷製本費につきましては、平成22年で財産区結成55周年を

迎えるということで、その記念誌の印刷について予定をいたしてございます。費用的

には27万 2,000円ほどの予定で組んでございます。 

  ２目の財産管理費につきましては、直営林の管理経費を計上したものでございます。 

  ７節賃金につきましては、財産区有林の管理作業員並びに毎月財産区有地の巡視を

行っている２名分の巡視員の賃金を計上いたしてございます。 

  13節の委託料につきましては、収入でご説明をいたしました除間伐の経費に作業道

の刈り払い経費を計上いたしてございます。 

  19節負担金補助及び交付金につきましては、町林業地域振興協議会ほか３団体への

負担金を計上いたしてございます。 

  ３目諸費につきましては、19節については、３区で構成いたしております町の財産

区連絡協議会への負担金、28節につきましては、一般会計の諸費でご説明を申し上げ

ましたが、財産区から一般会計への繰り出しを受け助成する経費に加えまして、先ほ

どご説明がありましたが、宮床レクリエーション広場の暗渠整備に 441万円、それか

ら事務費負担分として 188万 2,000円を加えた分が繰出金として整理されたものでご

ざいます。 

  それでは、 169ページをお願いいたします。 

  議案第31号  平成21年度大和町吉田財産区特別会計予算でございますが、歳入歳出
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それぞれ 618万 6,000円と定めるもので、内容につきましては、第１表のとおりでご

ざいます。 

  内訳につきましては、 173ページをお願いいたします。 

  歳入の１款１項１目総務費県補助金につきましては、直営地壇ノ下地内の除伐１、

 3.8ヘクタールを行うことに対しましての補助金を計上したものでございます。 

  ２款１項１目財産貸付収入につきましては、愛林公益会ほかへの貸付収入を計上し

ました。 

  ２目の利子及び配当金につきましては、基金の利子の計上でございます。 

  ２款２項１目不動産売払収入につきましては、科目の設定でございます。 

  ３款１項１目財産造成基金繰入金につきましては、歳出との差額部分につきまして

基金からの繰り入れを計上したものでございます。 

  ４款１項繰越金につきましては、科目の設定でございます。 

  ５款１項１目森林総合研究所支出金につきましては、旧緑資源公団の分収造林の管

理費に伴います収入を計上したもので、壇ノ下地内の除伐２、 9.51 ヘクタールと、

除伐１、６ヘクタールを実施する予定の内容のものでございます。 

  ５款の２項、３項につきましては、おのおの科目の設定でございます。 

   175ページをお願いいたします。 

  １款１項１目管理会費につきましては、管理員７名分の報酬等の管理会の運営に要

する経費を計上したものでございます。 

  ２款１項１目一般管理費につきましては、一般事務費の計上でございます。 

  ２目の財産管理費につきましては、直営林等の管理経費を計上したもので、７節賃

金につきましては森林作業等の作業員、それから12節の役務費につきましては、直営

地の森林災害保険料の更新に伴いまして 18.06ヘクタール分計上いたしました。 

  13節委託料につきましては、収入でご説明申し上げました壇ノ下地内の除伐に伴い

ます委託料の計上でございます。 

  19節につきましては、町林業地域振興協議会ほか３団体への負担金計上でございま

す。 

  ３目森林総合研究所分収造林管理費につきましては、12節の役務費につきまして

は、壇ノ下地内の平成元年植栽分につきましては、20年は研究所の負担で保険料の支

払いが行われますが、20年経過した以降については自前での負担ということになる。

そういう規定になっておるそうでございますので、その部分の保険料の計上、委託料
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につきましては、壇ノ下地内の除伐関係の経費を計上いたしました。 

  ４目諸費につきましては、19節については、宮床と同様、町財産区連絡協議会への

負担金と、28節につきましては、諸費でご説明申し上げました各種団体連絡協議会並

びに吉田地域振興協議会への助成分について、町一般会計へ繰り出しするものでござ

います。 

  予備費につきましては、科目の設定でございます。 

   178ページをお願いいたします。 

  議案第33号  平成21年度大和町落合財産区特別会計予算でございますが、歳入歳出

それぞれ 602万 1,000円と定めるもので、内容については、第１表のとおりでござい

ます。 

   182ページをお願いいたします。 

  歳入でございますが、１款１項１目財産貸付収入につきましては、相川、報恩寺、

松坂地区への貸し付けの収入を計上いたしてございます。 

  ２目利子及び配当金につきましては、基金の利子の計上でございます。 

  １款２項１目不動産売払収入につきましては、科目の設定でございます。 

  ２款１項１目財産造成基金繰入金は、歳出への見合いのために基金からの繰り入れ

財源を計上したものでございます。 

  以下、繰越金、諸収入につきましては、科目の設定でございます。 

   184ページをお願いいたします。 

  歳出、１款１項１目管理会費につきましては、管理会委員７名分の報酬ほか管理会

の運営経費を計上したものでございます。 

  ２款１項１目につきましては、財産区の事務経費についての計上、２目の財産管理

費につきましては、７節賃金につきましては、財産区有地の境界刈り払い等に要する

作業員賃金を計上したものでございます。 

  ３目諸費につきましては、19節の負担金は町財産区連絡協議会への負担金、28節に

つきましては、こちらも同様、諸費での補助金の４団体へのもののほか、事務費につ

きまして 136万 9,000円を加えて繰出金計上したものでございます。以上でございま

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  教育総務課長瀬戸善春君。 
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教育総務課長（瀬戸善春君） 

   187ページでありますが、議案第34号  平成21年度大和町奨学事業特別会計予算で

ございます。 

  第１条といたしまして、歳入歳出予算でありますが、歳入歳出それぞれ 803万

 2,000円と定めるものであります。 

  ２項といたしまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１

表であります。 

   190ページでありますが、歳入でありますが、１款及び２款につきましては、科目

の設定であります。 

  ３款は、財源調整による一般会計からの繰り入れであります。 

  ４款につきましては、見込額についての計上でございます。 

  ５款でありますが、諸収入、２項１目奨学費貸付金元利収入については、奨学金の

貸付者76名からの償還金であります。 

   192ページでありますが、歳出でございます。 

  １款１項１目事業費21節貸付金につきましては、高校生９名、継続が６名、それか

ら新規分といたしまして３名分、それから大学生26名、継続が16名で新規が10人の枠

設定をいたしております。それぞれ奨学貸付金の計上でございます。 

  ２目事業費につきましては、奨学事業審議会委員の報酬及び費用弁償並びに事務費

についての計上でございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  町民課長瀬戸啓一君。 

 

町民課長  （瀬戸啓一君） 

  それでは、 194ページをお願いいたします。 

  議案第35号でございます。平成21年度大和町老人保健特別会計予算でございます。 

  第１条としまして、歳入歳出予算の総額を 5,692万 5,000円と定めるものでござい

ます。 

  ２項としまして、歳入歳出予算の内訳、内容としましては、「第１表  歳入歳出予

算」によるものでございます。 

   198ページをお願いいたします。 
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  歳入でございます。 

  １款支払基金交付金につきましては、１項１目、２目とも、これにつきましては社

会保険診療報酬支払基金よりの交付金でございまして、医療の実績及び医療審査に基

づく交付金でございます。 

  ２款国庫支出金１項１目につきましては、医療費に係る国からの定率の負担金でご

ざいます。 

  ３款県支出金１項１目につきましては、２款同様の宮城県からの定率の負担金でご

ざいます。 

  ４款繰入金１項１目につきましては、一般会計からの繰り入れでございまして、公

費負担相当分の繰り入れでございます。 

  ５款繰越金１項１目につきましては、20年度からの繰越金の科目設定でございます。 

  ６款諸収入１項、２項、３項につきましては、それぞれ科目の設定でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款総務費１項１目につきましては、11節につきましては予算決算の印刷代等、13

節につきましては、医療費通知事務を国保連合会で共同で電算処理するための委託料

でございます。 

  ２款医療諸費１項につきましては、１目から３目につきましては、医療費、補装

具、コルセット等でございますけれども、及び、高額医療費等につきまして平成20年

度の３％相当額を計上いたしました。 

  ４目につきましては、審査手数料の委託でございまして、これにつきましても20年

度の３％相当を計上いたしました。 

  ３款諸支出金１項１目、２目につきましては、20年度の医療費確定精算に差異が生

じた場合の償還金、還付金等でございまして、科目の設定でございます。 

  ３款の２項繰出金につきましては、上記同様、医療費の確定精算に基づく場合の差

異が生じた場合、一般会計へ戻入金が発生するための科目設定でございます。 

  続きまして、説明書の 202ページをお願いいたします。 

  議案第36号です。 202ページ、議案第36号  平成21年度大和町後期高齢者医療特別

会計予算でございます。 

  第１条としまして、歳入歳出予算の総額を１億 6,427万 1,000円と定めるものでご

ざいます。 
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  ２項としまして、歳入歳出予算の内容としましては、「第１表  歳入歳出予算」に

よるものでございます。 

   206ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款後期高齢者医療保険料でございまして、これにつきましては高齢者皆様からの

保険料でございます。 

  １目の特別徴収金は、年金天引き分でございます。 

  ２目の普通徴収は、納付書によるものでございます。 

  ２款使用料及び手数料１項１目、２目につきましては、科目設定でございます。 

  ３款繰入金１項でございます。これにつきましては一般会計からの繰入金でござい

ますが、２目につきましては、保険料の所得割軽減に要します国庫補填分相当分の繰

り入れでございます。 

  ２項他会計繰入金は、科目設定でございます。 

  ４款諸収入１項につきましては、科目設定でございます。 

  ２項償還金及び還付加算金につきましても、科目設定でございます。 

  ３項預金利子につきましても、科目の設定でございます。 

  ４項受託事業収入でございますが、高齢者皆さんの健康診断業務に要しますもので

ございまして、広域連合よりの受託料でございます。 

  ５項雑入につきましては、１目、２目とも科目の設定でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款総務費１項１目の一般管理費の７節賃金につきましては、事務補助賃金でござ

います。 

  12節につきましては、保険者証の更新等の郵送料等でございます。 

  13節につきましては、健康診査の委託及び医療管理システムの保守料でございます。 

  ２項徴収費につきましては、保険料の納入通知等に要しますもので、11節は印刷

代、12節は郵送料等でございます。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、高齢者皆さんからの保険料を

広域連合に納付するものでございます。 

  ３款諸支出金１項につきましては、償還金、還付加算金でございます。 

  ２項繰出金につきましては、科目の設定でございます。 
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  ４款予備費につきましては、予備費を計上したものでございます。 

  以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  上下水道課長渋谷久一君。 

 

上下水道課長（渋谷久一君） 

  それでは、議案書の 214ページをお願いいたします。 

  議案第37号  平成21年度大和町下水道事業特別会計予算についてご説明をいたしま

す。 

  なお、上下水道課関係の平成21年度主要施策につきましては、概要書の23ページか

らとなっております。 

  平成21年度大和町の下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによるものであ

ります。 

  第１条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億 9,239万

 3,000円と定めるものでございます。 

  第２項につきましては、予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表によ

るものでございます。 

  第２条、債務負担行為につきましては、第２表によるものであります。 

  第３条、地方債につきましては、第３表によるものでございます。 

  第４条、一時借入金でございまして、地方自治法第 235条の３第２項の規定による

借入れ 高額、２億円と定めるものでございます。 

   217ページをお願いいたします。 

  第２表の債務負担行為でございます。 

  ２件ございまして、１件目が平成21年度水洗便所改造資金利子補給でございます。

これにつきましては、期間が平成22年度から24年度までといたしまして、限度額は20

万円とするものでございます。 

  次の水洗便所改造資金損失補償でありますが、期間は同じく22年度から24年度ま

で、限度額につきましては、融資資金に係る未回収金額とするものでございます。 

  次に、 218ページでございます。 

  地方債であります。 
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  起債の目的ごとの限度額でございますが、まず公共下水道債で１億 1,530万円、資

本費平準化債で１億 2,000万円、流域下水道債で 3,400万円、公共下水道整備事業借

換債でございます。補償金免除繰上償還の本年度還付分が対象となっておりますの

で、 4,750万円の借入れ限度を設定いたしまして、合計３億 1,680万円とするもので

ございます。起債の方法、利率、償還方法は、記載のとおりでございます。 

  なお、補償金免除繰上償還の取り組み状況でございますが、議案第28号、37号、40

号関係の先ほどの公的資金免除繰上償還関係の別添資料をお願いいたします。 

  ２ページの方に平成21年度下水道事業特別会計繰上償還分ということで、先ほどの

一般会計と同じように整理をさせていただいております。 

  本年度の借入れ予定額につきましては、上の欄で借入れの予定額につきましては、

平成元年分の借入れでございまして、利率 6.2％、借入れ当初で 7,870万円のもので

ございます。平成22年の３月末の残高見込額が 4,594万 7,896円となっているもので

ございます。これに係ります補償金の免除相当額、下の欄の太字になりますが、 1,6

39万 3,004円ということでございます。 

  これによりましてどのように軽減されたかということで、下に平成19年度からの下

水道事業の繰上償還の取り組み結果と、これからの予想をお示ししております。 

  利率につきましては 6.7％からございましたが、平成19年度につきましては繰上償

還分１億 1,000万円ほどございましたが、この分につきましては借入れなしでの処理

でございます。その結果ですね、これまでの償還、今年度、21年度含めました４億 

2,450万円の借入債の合計になる予定でございます。これによります償還前の支払利

息、いわゆる補償金免除相当額が２億 3,201万 2,506円ということで、借入れ後の借

換え利率が平成20年度分で 1.2％の結果が出ております。21年度は 1.5％見込みでご

ざいまして、合計で、差引支払利息の欄でございますが、２億 202万 1,109円、これ

が将来の軽減負担ということで借換債の成果となるものでございます。 

  以上のような状況でございます。 

  予算書にお戻りをお願いいたします。 

   220ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款１項１目下水道負担金でございますが、これにつきましては平成20年度以前の

賦課分納分、それから平成21年度の使用開始区域、高田、大平地区の一部に係る新規

分18件を見込んでおります。 
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  それから、１目の下水道使用料につきましては、前年度対比で 2.1％増で見込み計

上でございます。 

  ２項１目の下水道手数料につきましては、責任技術者、指定店指定等の手数料でご

ざいます。 

  １款１目下水道国庫補助金につきましては、補助事業費１億 2,700万円を予定して

おりますので、この２分の１を計上しております。 

  次のページになります。 

  ４款１項１目繰入金につきましては、管理費の２分の１及び借入償還金等の財源調

整のため一般会計からの繰入金でございます。 

  次に、繰越金でございますが、次の預金利子とともに科目の設定でございます。 

  それから、６款２項１目雑入につきましては、下水道事業に対する宮城県環境事業

公社からの助成金等を計上しております。 

  ７款１項１目下水道債につきましては、補助事業、単独事業に係る公共下水道事業

債、それから資本費平準化債、流域下水道債、それから簡保資金の先ほどの補助金免

除に係る繰上償還の借換債等を見込んで計上しております。 

   222ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款１項１目一般管理費につきましては、事務管理経費のほか使用料等の賦課徴収

委託、水洗便所普及費、水質規制及び施設の維持管理などに要する費用の計上でござ

います。 

  主なものでございますが、11節需用費につきましては、マンホールポンプの電気

料、修繕料でございます。特に修繕料につきましては、舗装修繕、公共升及びマンホ

ールポンプ等の修繕の費用計上でございます。 

  次に、12節の通信費につきましては、マンホールポンプ等からの電話料でございま

す。また、手数料につきましては、使用料の徴収取扱手数料や汚水管等の緊急清掃、

くみ取り手数料でございます。 

  次に、13節につきましては、料金算定業務の水道事業への委託料、その他、流域下

水道の接続点８カ所の、それから特定事業所18カ所、これの水質調査及び下水道台帳

作成業務、下水道マンホールポンプ、それから排水管の清掃業務を委託する場合の費

用の計上でございます。 

   223ページになります。 
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  19節の負担金でございます。これにつきましては、吉田川流域下水道維持管理運営

費につきまして、下水の予定排水量 431万トンと単価55円により概算の予定計上でご

ざいます。それから、仙台市の下水道維持管理負担金としまして宮城大学分、それか

ら大衡村維持管理費といたしましては、糸繰マンホールポンプ分の予定額の計上でご

ざいます。補助金につきましては、水洗便所改造資金利子補給金、融資あっせん予定

分の利子補給分でございます。 

  27節公課費につきましては、消費税及び地方消費税納付見込額を計上しております。 

  次に、１款２項水道建設費でございます。１目建設費につきましては、公共下水道

単独事業、補助事業及び流域下水道建設費負担金でございます。 

  この事業関係の主要概要につきましては、23ページに載っておりますので、あわせ

てご参照願います。 

  予算書の 224ページをお願いいたします。 

  13節の委託料につきましては、北部工業団地幹線の汚水管の長寿命化対策に着手す

ることから、この調査設計委託及び管路の普及拡大のための実施設計委託に要する費

用の計上でございます。 

  14節につきましては、下水道工事の積算システムリース料でございます。 

  15節の工事請負費につきましては、補助事業分といたしましては、前年度に引き続

きまして高田枝線等の管渠布設工事、同じく大和流通団地関連の専用管布設工事を予

定しております。単独事業といたしましては、引き続き小鶴沢幹線の改良整備工事及

び高田・柴崎地区の未整備箇所の整備をいたしまして、下水道の普及と改善に努めて

まいる予定でございます。 

  次に、19節の負担金でございます。これにつきましては吉田川流域下水道建設費で

ございますが、宮城県中南部下水道事務所が整備する建設費に係る町村負担でござい

ます。それから、仙台市の下水道建設費につきましては、宮城大学に係る仙台市の建

設負担金でございます。 

  22節の補償金につきましては、大和流通団地関連下水工事等に伴う水道管の布設替

えと物件移転補償でございます。 

  ２款１項公債費につきましては、21年度分の借入金の元金利子の償還予定額の計上

でございます。 

  以上が下水道でございます。 

  次に、予算書の 232ページをお願いいたします。 
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  議案第38号  平成21年度大和町農業集落排水事業特別会計予算についてでございま

す。 

  平成21年度大和町の農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

  第１条でございます。歳入歳出予算の総額を、それぞれ 4,904万 9,000円と定める

ものでございます。 

  第２項につきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につき

ましては、第１表に定めるものでございます。 

  第２条、債務負担行為につきましては、第２表に定めるものでございます。 

  次に、 235ページをお願いいたします。 

   235ページの債務負担行為でございます。これにつきましては２件でございまし

て、下水の方と同じく水洗便所改造資金利子補給に係るものでございまして、期間が

22年度から24年度まで、こちらが20万円でございます。それから、もう一つが改造資

金損失補償でございます。22年度から24年度まで、同じ期間でございますが、これに

つきましては融資資金の未回収部分に係るものを限度として定めるものでございま

す。 

   237ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款１項１目農業集落排水事業分担金でございます。これにつきましては、19年度

賦課で分納分が対象でございまして、70件の収入見込みを計上しております。 

  ２款１項使用料の方ですけれども、前年度比 4.5％増の見込額を計上しております。 

  次に、３款１項１目県補助金でございますが、維持管理補助金として本年度補助見

込額を計上しております。 

   238ページになりますが、４款１項１目一般会計繰入金につきましては、管理費の

充当分繰り入れでございます。 

  ５款繰越金、６款諸収入につきましては、科目の設定でございます。 

  ６款２項雑入につきましては、消費税還付金の見込額の計上でございます。 

   239ページでございます。 

  １款１項１目一般管理費となります。事務経費及び管渠、マンホールポンプ、クリ

ーンセンターの維持管理に要する費用の計上でございます。 

  主なものでございますが、11節につきましては、クリーンセンターやマンホールポ

ンプに係る電気料及びポンプ等の修繕料でございます。 
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  12節の手数料につきましては、機器点検手数料及び使用料の徴収取扱手数料などで

ございます。 

  13節委託料につきましては、処理場の運転業務、汚泥処理、管路清掃、電気工作物

の保安管理、メーター検針、料金算定業務に係る委託の費用でございます。 

  次のページになりますが、19節補助金の水洗便所改造利子補給金につきましては、

融資斡旋予定分の利子補給を見込み計上しております。 

  ２款１項公債費につきましては、21年度分の元金及び利子の償還予定額でございま

す。 

  以上が農集排の関係でございます。 

   

議  長 （大須賀 啓君） 

  ここで休憩します。 

  再開は午後１時とします。 

 

    午前１１時５５分    休 憩 

    午後  ０時５９分    再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  再開します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  上下水道課長渋谷久一君。 

 

上下水道課長（渋谷久一君） 

  それでは、議案書の 248ページをお願いいたします。 

  議案第39号でございます。平成21年度大和町戸別合併処理浄化槽特別会計予算でご

ざいます。 

  平成21年度大和町の戸別合併処理浄化槽特別会計予算は、次に定めるところによる

ものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額を、それぞれ 6,676万円

と定めるものでございます。 

  第２項につきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につき
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ましては、第１表によるものでございます。 

  第２条、債務負担行為につきましては、第２表に定めるところによるものでござい

ます。 

  第３条、地方債につきましては、第３表に定めるところによるものでございます。 

   251ページをお願いいたします。 

  第２表の債務負担行為でございます。 

  平成21年度水洗便所改造資金利子補給であります。期間につきましては平成22年度

から平成24年度までとしまして、限度額を75万 6,000円とするものでございます。 

  もう１件が、水洗便所改造資金損失補償でございますが、期間を同じく22年度から

24年度まで、限度額は融資資金に係る未収金額を限度とするものでございます。 

   252ページになります。 

  第３表の地方債でございます。 

  合併処理浄化槽整備事業債の限度額でございますが、 1,500万円とするものでござ

います。起債の方法、利率、償還方法につきましては、記載のとおりでございます。 

  詳細につきましては、 254ページからお願いいたします。 

  なお、主要施策につきましては、合併浄化槽につきましては24ページに記載してお

りますので、あわせてご参照をお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款１項１目合併処理浄化槽分担金につきましては、新たに設置による供用開始予

定分について見込んでおります。 

  ２款１項１目合併処理浄化槽の使用料につきましては、前年度比 9.8％増を計上し

ております。 

  ３款１項１目合併処理浄化槽国庫補助金につきましては、設置事業費の３分の１の

補助金を計上しております。 

  ４款１項１目一般会計繰入金につきましては、事務費等の繰り入れでございます。 

  次ページになります。 

  ５款繰越金及び６款１項預金利子につきましては、科目設定でございます。 

  ２項の雑収入につきましては、消費税還付金の見込額を計上しております。 

  ７款１項町債につきましては、合併処理浄化槽債の借入れ見込額を計上いたしてお

ります。 

   256ページをお願いいたします。 
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  次に、歳出でございます。 

  １款１項１目一般管理費につきましては、事務費、管理費及び浄化槽維持管理に要

する費用の計上でございます。 

  主なものでございますが、11節需用費のうち修繕費につきましては、浄化槽の軽微

な修繕30カ所を見込んでおります。 

  12節役務費の手数料につきましては、合併処理浄化槽使用料を徴収するための取扱

手数料及び浄化槽の法定検査手数料でございます。 

  13節委託料につきましては、浄化槽の保守清掃点検や料金算定業務及びメーター検

針業務に係る委託料でございます。 

  19節補助金でございますが、これにつきましては水洗便所改造資金利子補給金でご

ざいまして、融資斡旋予定分の利子補給分を計上いたしております。 

   257ページでございます。 

  １款２項１目合併処理浄化槽建設費でございます。新規設置事業に係る費用の計上

でございます。 

  15節の工事請負費につきましては、浄化槽28基の設置工事に係るものでございま

す。内容といたしまして、５人槽が３基、７人槽20基、10人槽５基の28基を予定いた

しております。 

  19節補助金につきましては、合併処理浄化槽設置事業につきまして旧吉岡西部地区

に対する浄化槽設置の補助金をいたしておりますが、その見込額を計上しておりま

す。 

 ２款１項公債費につきましては、21年度分の借入金の利子償還分でございます。 

  以上が合併処理浄化槽でございます。よろしくお願いいたします。 

  次に、予算書の 265ページをお願いいたします。 

  議案第40号  平成21年度大和町水道事業会計予算についてでございます。 

  初めに、第１条の総則でございます。平成21年度大和町水道事業会計の予算は、次

に定めるところによるものでございます。 

  第２条、業務の予定量でございますが、給水戸数につきましては 8,500戸を予定し、吉

岡南第二及び杜の丘地区の関係などから、前年度より 500戸多く見込んでおります。 

  次に、⑵の年間総給水量及び⑶の１日平均給水量でありますが、本年度の県大崎広

域水道からの受水契約水量につきましては１日１万 900トンとなっておりますことか

ら、その８割、責任水量分 8,720トン、これにつきまして１日の平均給水量といたし
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ております。したがいまして、年間総給水量につきましては 318万 1,800トンとな

り、これを業務の予定量といたすものでございます。 

  次に、第３条、収益的収入及び支出の予定額でございます。 

  収入につきましては、水道事業収益の合計で９億 4,617万 6,000円、支出につきま

しては、水道事業費用の合計で８億 7,767万 4,000円といたしまして、収支差し引き

 6,850万 2,000円となりますが、これを黒字の収支予定といたしております。 

  次に、４条の資本的収入及び支出の予定額でございます。 

  先に 266ページをお願いいたします。 

  収入につきまして、資本的収入の合計額２億 2,069万 3,000円、支出につきまして

は４億 1,892万 4,000円の予定でございます。 

  前のページにお戻りをお願いいたします。 

  第４条でございますが、条文の括弧書きでございます。今のこの予算に定める収入

額が支出に不足する１億 9,823万 1,000円、これにつきましては、過年度分損益勘定

留保資金から１億 8,823万 1,000円、建設改良積立金から 1,000万円、これによって

補てんすることといたしております。 

  また 266ページをお願いいたします。 

  第５条、企業債でございます。 

  鶴巣落合線配水管強化事業の着手によりまして、本年度工事費 6,600万円の借入れ

を予定するものでございます。また、補償金免除繰上償還に係る本年度分の繰上償還

分１億 3,650万円への借換債を予定するものでございます。起債の方法、利率、償還

の方法は、記載のとおりでございます。 

  ここで、先ほどの繰上償還に係る資料でございますが、お願いいたします。 

  第40号関係となります。公的資金補償金免除繰上償還の３ページをお願いいたしま

す。 

  平成21年度水道事業会計繰上償還分ということで、利率が５％以上６％未満が本年

度対象になっております。借入れにつきましては３件の繰上償還予定でございます。

61年、62年、平成３年、水道事業の４次拡張分が２件、５次拡張が１件でございま

す。22年３月末の残高見込が１億 3,655万 7,900円でございます。これによります補

償金免除の相当額でございますが、 3,575万 9,916円というところになっておりま

す。 

  また、下の参考の方でございます。 
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  19年度から繰上償還いたしております。利率が 8.5％のものがございました。それ

から６％、７％、今回５％から６％ということでございます。借換債の償還額に対し

まして借換債の元金でございますが、19年度が 3,080万円、20年度が１億 6,550万

円、21年度が１億 3,650万円ということで、その利率は1.52％、 1.2％、1.50％、こ

れは予定でございますけれども、これによって借入れを予定しております。支払利息

の欄が補償金免除分でございまして、合計が１億 1,071万 9,349円でございます。先

ほどの見込みの利率も含めまして支払利息の総額が 2,204万 4,740円ということでご

ざいますので、差引支払利息が 8,867万 4,609円、これが今後の事業支出から軽減さ

れる金額となるものでございます。 

  次に、戻りまして 267ページをお願いいたします。 

  予算書の 267ページでございます。 

  第６条でございます。議会の議決を経なければ流用することができない経費につい

てでございますが、職員６名分の給与費等 5,251万 9,000円を定めるものでございま

す。 

  第７条につきましては、他会計からの補助金でございます。高料金対策等の補助金

としまして一般会計からの繰り入れ予定額１億 1,908万 9,000円を定めるものでござ

います。 

  第８条につきましては、たな卸資産の購入限度額、 2,000万円とするものでござい

ます。 

  次に、予算書の方に入りまして、 273ページをお願いいたします。 

  水道事業の貸借対照表でございます。事業が継続することによりまして、一応20年

度の見込みの貸借対照表、20年度末の貸借対照表を、予定額をお示ししております。

これは21年度の期首の予定額ともなります。 

  まず、資産の部でございますが、１の固定資産につきましては、構築物等でござい

ますが、第６次拡張事業、配水管布設替え事業などによります構築物等の建設仮勘定

からの振替が20年度中にございましたことから増加、それから減価償却による減価等

によりまして、前年対比、決算対比で 5,929万 5,000円ほど減っております。合計

で、 273ページの右下になりますけれども、56億 8,722万 3,717円という資産の予定

でございます。 

  次に、流動資産、 274ページの流動資産になりますが、こちらは⑴の現金預金等の

増加によりまして、前年度対比で約 7,027万 5,000円ほど増加いたしまして、これも
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右手の合計額になりますけれども、５億 9,766万 558円ということになります。 

  資産合計がその下の62億 8,488万 4,275円ということで、前年度決算額より 1,098

万円の増加の予定でございます。 

  次に、負債の部でございますが、４の流動負債につきましては、固定負債はござい

ませんので、未払金予定額の計上でございます。負債合計で１億 2,200万円、開発負

担金などによる前年度よりの若干増加しております。 

  さらに、資本の部に入ります。 

 ５の資本金の⑴の自己資本金につきましては、一般会計からの出資金及び補助金に

よりますロの繰入資本金、それに建設改良積立金等の補てんに係る組入資本金、これ

らの増加によりまして 2,661万 9,000円ほど増加をいたしております。 

  次、 275ページをお願いいたします。 

  ⑵の借入資本金でございます。これにつきましては、企業債の残高ということにな

ります。前年度決算に比較しまして 7,993万 4,000円の減ということで、減少してき

ておりまして、合計が14億 3,833万 3,193円の予定をいたしております。 

  資本金合計額は32億 2,302万 9,133円という予定でございます。 

  次に、６の剰余金でございますが、このうち⑴の資本剰余金につきましては、他会

計負担金等の増加により若干ふえております。それから、利益剰余金の合計でござい

ますが、これにつきましては、ここにございます減債積立金、利益積立金、建設改良

積立金、さらには当年度未処分利益剰余金、これらの増加がございますので、剰余金

の合計額で前年度決算より 4,889万 9,000円ほど増加いたしまして、下から３番目の

合計になりますが、29億 3,985万 5,142円の予定となっております。 

  これの資本金と剰余金を合わせた資本合計につきましては、その下の61億 6,288万

 4,275円、これは微増という状況でございます。負債・資本の合計につきましては、

資産の合計と同額になっております。 

  この資本合計から企業債を差し引きましたいわゆる自己資本構成比につきまして

は、今期ですね、76.7％となりまして、前年度決算より 1.3ポイント上昇いたす予定

であります。 

  次、 276ページの平成21年度の大和町水道事業予定貸借対照表でございます。これ

につきましては、21年度の事業執行後の期末の予定額ということでございます。 

  同じく資産の部でございますが、固定資産の合計額で期首の予定額より 1，63

9万 4,000円ほど増加いたしておりまして、ここにございます合計が57億 361万 8,00
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6円を予定しております。これらは管渠等の構築物の増加によるものでございます。 

  次、 277ページをお願いいたします。 

  ２の流動資産につきましては、(1)現金預金の増加によりまして 5,242万 1,000円

増加ということで、資産合計は、前年度予定額より 6，881万 6，000円の増加で、63

億 5,370万 275円を予定いたしております。現金預金の増加がございます。 

  次に、負債の部でございますが、４の流動負債の未払金の予定額でございます。こ

れは見込みでございまして、負債合計で１億 3,000万円を今期は予定しております。

今期末ですね。 

  次に、資本の部でございます。 

  ５の資本金でございます。(1)自己資本金につきましては、組入資本金の増加によ

るものでございます。 

  それから、78ページになります。 

  (2)の借入資本金の減少によりまして、資本合計は32億 2,069万 4,133円の微増の

予定でございます。 

  次に、６の剰余金になります。 

  資本剰余金には増減はございませんが、(2)の利益剰余金の先ほどの各負担、積立

金でございますね、これで 5,579万 9,000円ほど増加しております。さらに、当年度

未処分利益剰余金の増加を見込んでおりまして、資本金と剰余金を合わせた資本合計

は 6,081万 6,000円増の62億 2,370万 275円と予定いたしております。負債・資本の

合計は資産の合計と同額でございまして、自己資本の構成比率でございます。77.2％

になる予定でございまして、 0.5ポイント上昇する見込みでいたしております。 

   279ページをお願いいたします。 

  これにつきましては、平成20年度の大和町水道事業予定損益計算書でございます。 

  １の営業収益と２の営業費用における営業収支におきましては、１億 2，665

万 4,000円の営業損失となります。ただ、３の営業外収益と４の営業外費用の営業外

収支、これにつきましては１億 8,235万 5,000円の黒字となりまして、 5,570万 1,0

00円の経常利益を予定いたしております。 

  これに過年度損益修正益と当年度純利益、前年度繰越利益剰余金を加えた当年度末

未処分利益剰余金の予定額を 5,617万 8,000円といたすものでございます。 

  次に、 280ページになりますが、平成21年度大和町水道事業会計の予算内訳書でご

ざいます。 
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  初めに、収益的収入及び支出です。 

  収入の１款水道事業収益であります。１款１目給水収益につきましては、水道料金

及びメーター使用料の収入を合わせて計上しておりますが、約１％増で計上いたして

おります。 

  ２目の受託工事収益につきましては、大和流通工業団地関連下水道工事及び道路改

良事業関係、町道関係、県事業関係ございますが、それらの整備に伴う配水管移設に

係る受託工事収益でございます。 

  ３目の給水加入金につきましては、新たに 160件を見込んでおります。 

  ４目その他営業収益は、コードカバー、分水サドルなど売買収益、それから給水工

事の設計審査及び開栓手数料、下水料金等の徴収受託料並びに消火栓維持管理手数料

などを計上しております。 

  次に、２項の営業外収益でございます。１目一般会計補助金につきましては、高料

金対策等補助金でございます。県からの受水費留保解除に伴いまして負担増になって

きておりますことから、前年度当初の10.6％増の概算計上でございます。 

  ２目は、預金利子でございます。 

   281ページをお願いいたします。 

  ３目開発負担金でございます。21年度につきましては、宮城県開発公社からの大和

リサーチパーク等からの開発負担金を計上いたしております。 

  ４目雑収益につきましては、第三者による給配水管の破損修繕の際の収益を計上い

たしております。 

  次に、支出となります。 

  １款水道事業費用の１項１目浄配水費につきましては、まず給料、手当、法定福利

費の人件費でございます。これにつきましては損益勘定支弁職員分として４名を計上

しております。ほかの２名分につきましては、資本勘定支弁職員として資本的収支予

算で計上いたしております。賃金につきましては、事務費補助金６カ月分でございま

す。事務補助員の６カ月分でございます。保険料につきましては、昨年度基準見直し

がありましたが、本年度につきましては前年度より大幅に減額となっております。委

託料につきましては、メーター検針員12名への委託、大崎市水道部への水質検査業務

委託、水道メーターの検満期間満了に伴う交換業務委託などのほか、新たに今回開

始・中止作業の業務の委託を予定いたしております。 

   282ページになります。 
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  動力費でございます。動力費につきましては、宮床２号ポンプ場ほか８施設ござい

ますが、これらの動力電気料でございます。修繕費につきましては、給配水管の修

繕、簡易水道施設修繕及び検満メーターの修理費用でございます。受水費につきまし

ては、広域水道からの受水料金でございます。賃借料につきましては、水道料金調定

料金システム、それから文書管理システムなどコンピューター機器の借上料でござい

ます。 

  ２目の受託工事費につきましては、収益に対応しておりますが、下水道及び町道改

良工事等に係る配水管の布設替えの工事費でございます。 

  次に、３目の総係費でございます。報酬につきましては、水道審議会委員12名の報

酬でございます。委託料でございますが、これにつきましては水道事業庁舎の宿日直

業務の委託でございます。賃借料につきましては、水道施設、石倉暫定ポンプ場用地

の土地借上料及び升沢簡易水道、八志田橋のＮＴＴ施設添架の使用料でございます。 

 ４目減価償却費につきましては、建物、配水管等の構築物、機械装置、その他固定

資産の平成21年度分の償却予定額でございます。 

   283ページをお願いいたします。 

  ５目及び６目につきましては、たな卸資産減耗費、それからコードカバー、分水サ

ドル等の購入原価を計上いたしております。 

  ２項営業外費用になりますが、１目は企業債の利息の計上でございます。 

  ２目につきましては、雑支出でございまして、第三者による給配水管の破損修繕費

の計上でございます。 

  次に、 284ページになりますが、資本的収入及び支出でございます。 

  収入でございますが、１款資本的収入１項１目企業債につきましては、補償金免除

繰上償還分の借換え及び鶴巣落合線配水管強化工事に係る企業債借入れ予定額を計上

いたしております。 

  ２目出資金につきましては、広域化事業でございますが、平成元年度以前の広域化

事業に対する企業債に係る元利償還金の30分の７相当額を出資いただいているもので

ございます。 

  次に、支出でございます。 

  こちら建設事業になりますが、主要施策の方の水道の施策につきましては、24ペー

ジから26ページにあわせて記載をいたしておりますので、ごらんいただきたいと思い

ます。 
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  １款建設改良費１項１目配水管布設事業費につきましては、漏水事故の未然防止と

管網構築の観点から、計画的に配水管の布設替え工事を実施するものでございます。

場所につきましては、記載されてございますけれども、県道大和幡谷線、それから町

道松坂報恩寺線、それから町道東車堰線、それから国道４号関連等でございます。 

  ２目の鶴巣落合配水管強化事業につきましては、平成19年11月の漏水事故を踏まえ

まして、配水管の複線化により東部地区の給水の安定を図るため、本年度より５カ年

計画で新たな配水管の布設工事に着手するものでございます。区間につきましては、

国道４号線の手前から東土地区画整理地内を通りまして、舞野の渉戸交差点までの 

1,800メートルでございます。総事業費が３億 3,000万円で予定をいたしておりま

す。 

管工事費につきましては、この事業の本年度工事分を計上いたしております。延長 400メ

ートルで口径 350ミリの管の埋設でございます。 

   285ページをお願いいたします。 

  ３目の簡易水道事業の管工事費でございます。これにつきましては、いわゆる水道

と同じでございますが、漏水対策として難波金取南地区の配水管の布設替え工事、引

き続き行いますので、この工事費を計上いたしております。 

  調査設計費につきましては、根古若畑簡易水道の関連でございますが、クリプトス

ポリジウム対策の実施が必要となっておりましたことから、浄水方法の変更による認

可変更を行うための費用を計上いたしております。 

  ４目老朽管対策事業につきましては、吉岡地区の上町城内中地区の配水管布設工事

を予定いたしております。 

  ５目営業設備費の量水器につきましては、新設の水道メーターの購入費でございま

す。自動車費につきましては、業務用軽自動車の更新を行うものでございます。 

  次に、２項１目企業債償還金につきましては、借用元金の支払金額、予定分を計上

いたしております。 

  以上、水道事業の予算内容でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  これで説明を終わります。 

 

日程第１５「予算特別委員会の設置について」 

 50



 51

議  長 （大須賀 啓君） 

  日程第15、予算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

  議案第28号から議案第40号までの各種会計予算については、議長を除く全員で構成

する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

    「異議なし」と呼ぶ者あり 

  異議なしと認めます。よって、議案第28号から議案第40号までの各種会計予算につ

いては、議長を除く全員をもって構成する予算特別委員会に付託の上、審査すること

に決定しました。 

  ただいま特別委員会が設置されましたので、ここで委員長及び副委員長を選任願い

ます。 

  委員長、副委員長を選任するため暫時休憩します。 

 

    午後１時３３分    休 憩 

    午後１時３４分    再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  再開します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  予算特別委員会の委員長及び副委員長が選任されましたので報告いたします。 

  委員長に中山和広議員、副委員長に堀籠日出子議員が選任されました。 

  お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありません

か。 

    「異議なし」と呼ぶ者あり 

  異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

  本日は、これで延会します。 

  再開は、あすの午前10時です。 

 

    午後１時３５分    延 会 


