
平成２５年第１回府中町議会定例会 

会 議 録（第２号） 

 

１．開 会 年 月 日     平成２５年３月 ８日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     平成２５年３月１１日（月） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１８名） 

   議長  中 村  勤  君     副議長 慶 徳 宏 昭 君 

   １番  小 菅 巻 子 君     ２番  中 井 元 信 君 

   ３番  繁 政 秀 子 君     ４番  益 田 芳 子 君 

   ５番  山 口 晃 司 君     ６番  上 原  貢  君 

   ７番  渡 海 弘 信 君     ８番  西   友 幸 君 

  １１番  山 西 忠 次 君    １２番  木 田 圭 司 君 

  １３番  力 山  彰  君    １４番  岩 竹 博 明 君 

  １５番  加 島 久 行 君    １６番  中 村 武 弘 君 

  １７番  梶 川 三樹夫 君    １８番  林    淳  君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名 

  ２ 施政方針 

  ３ 第１１号議案 府中町特別職の職員で常勤のものの給料の額の特例に関する条 

           例の一部改正について 

  ４ 第１２号議案 府中町教育委員会教育長の給料の額の特例に関する条例の一部 

           改正について 

  ５ 第１３号議案 府中町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

  ６ 第１４号議案 府中町職員の退職手当に関する条例等の一部改正について 

  ７ 第１７号議案 府中町国民健康保険税条例の一部改正について 
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  ８ 第 ４号議案 平成２５年度府中町一般会計予算 

  ９ 第 ５号議案 平成２５年度府中町土地取得特別会計予算 

 １０ 第 ６号議案 平成２５年度府中町国民健康保険特別会計予算 

 １１ 第 ７号議案 平成２５年度府中町下水道事業特別会計予算 

 １２ 第 ８号議案 平成２５年度府中町介護保険特別会計予算 

 １３ 第 ９号議案 平成２５年度府中町後期高齢者医療特別会計予算 

           （予算特別委員会設置） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   和多利 義 之 君 

      副 町 長   佐 藤 信 治 君 

      教 育 長   高 杉 良 知 君 

      総 務 部 長   寺 尾 光 司 君 

      企 画 財 政 部 長   高 石 寛 智 君 

      生 活 環 境 部 長   木 谷 賢 二 君 

      福 祉 保 健 部 長   権 現 通 洋 君 

      建 設 部 長   森 島 正 二 君 

      向洋駅周辺区画整理事務所長   佐々木 久 氏 君 

      消 防 長   中 村 克 司 君 

      教 育 部 長   林   健 三 君 

      総 務 部 次 長   谷 崎 文 男 君 

      財 政 課 長   中 西   肇 君 

      保 険 年 金 課 長   金 川 秀 之 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のために会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   花 田 智 史 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会 午前 ９時３０分） 

○議長（中村 勤君） 皆さん、おはようございます。 
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  ただいまの出席議員１８名で定足数に達しておりますので、議会は成立いたしてお

ります。よって、平成２５年第１回府中町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程でございますが、お手元に配付いたしております日程で会議を進め

てまいりたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり会議を進め

ることと決定をいたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、１５番加島議員、１６番中村武弘議員を指名いたします。よろしくお願い

をいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 日程第２、施政方針を議題に供します。 

  既に表明がありましたので、本日はそれに対する質問を進めてまいります。 

  それでは、これから施政方針に対する質問に入りますが、４ページからの参考資料

につきましては、皆さんに確認のとおり、後ほど提案される予算議案に関する資料と

して添付しておりますので、予算審議の場で参考とし、質疑をお願いすることといた

しておりますので、御理解お願いいたします。 

  それでは、施政方針に対する質問を受けてまいります。 

  それでは、１ページから３ページまで、一括で質問のある方。 

  １５番加島議員。 

○１５番（加島久行君） 皆さんおはようございます。平成２５年度の和多利町長の施

政方針につきまして、私の思いと質問をさせていただきます。 

  鏡の構成ですが、前年度と大体同じ方法をとっておるわけですが、今回は参考資料

等の関係によりまして、住民の皆さんと議員各位の御理解と御協力をお願いする次第

ですというのが、頭に来ておるのが変わっておるなと、このように思っております。 

  それはさておきまして、まず世界的な経済環境から入っておりまして、次に国内の

経済環境、そして次に町としての税収減に伴う厳しい財政状況であるということがう

たってあって、そして平成２５年度の施策の概要というところでまとめて、 後に結
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びといたしまして、平成２５年度は大変な時代の中でも極めて重要な年になると思い

ます。将来をにらみながら 善を尽くして安全・安心なまちづくりを進めて、住みた

いまちづくりに向けてしっかりと進めていくんだというんで、結びとして書いており

ます。私もまさにそのとおりであると思っておりまして、私も同感であります。町長

にとりましてはこの結びのとおり、しっかりと２５年度進めていただきたい、このこ

とを切にお願いをいたしておきます。 

  さて、質問に入らせていただきます。まず、世界の経済状況はもう書いてあるとお

り、アメリカのこともやはり書いてありますし、ヨーロッパのことも若干触れており

ますので、私がまず国内経済につきまして私の思いを申し上げておきたいと、このよ

うに思います。 

  まず、国内経済です。これはアメリカの景気回復によりまして、円安とデフレ脱却

を目指しますアベノミクスの政策によって為替レートは９５円、日本経済にとって

もよい水準になっておると、このように考えております。これから９５円前後で進む

ということが日本経済にとって もベターな数字であろうと、このように考えており

ます。 

  そういった中におきまして、株価はどうかといいますと、１万２，２００円という

ことで、４年半ぶりに回復をいたしております。そういった円安によりまして、自動

車を含みます輸出産業がそういった企業等を含めてリードしながら、そして反面、消

費税の導入によるそういう計画のもとで不動産というのが伸びておるのは事実です。

そして、公共事業費の５兆円の予算など、建設業界においても注目をされておると、

そして復興等の建設も含めて、そういった私は日本の復興事業も含めながら、建設事

業も今から長い期間続いていくであろうと、このように考えております。そういった

ことを含めますと、平成２５年と２６年の経済はよい方向に推移するというように私

は考えております。まさにこの２年間が勝負の年だというように考えております。府

中町にとってもこの２年間はまちづくりの勝負の年になるというように考えておりま

す。 

  そういったことで、町長のそういった今まで申し上げましたことを含めて、この

２年間は府中にとっても大切な重要な年になってくると、景気もようなる、そういっ

たことを含めて、町長の見解をまずお聞かせを願いたいと、このように思います。 

  次に、平成２５年度の施策についてお尋ねをいたします。 
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  ここにわずか６行でございますが、すばらしくまとめてあるように私は考えており

ます。まず、抜本行財政改革の総仕上げ、資産の活用、国、県の補助制度活用、国や

県への要望活動を強化する、民間活力の誘導も行う、そういった社会の動向を配慮し

ながら、将来都市に向けて追求をしていく、まさに私はこの中は同感であり、こうい

った町長の姿勢というのは私は間違ってない、このように思います。この施策の概要

のわずか６行ですが、ここに全て町長の気持ちが入っとるというように私は感じてお

ります。そういった中で、私は明るい府中が見えるような気がいたしております。こ

れをやることによってそう感じますよ。そういったことで、着実に進めていただきた

い。 

  そして、特に大いに期待をしながら、先ほど申し上げましたように、特に２５年と

２６年、この２年間はくどいようですが、大切な２年間だよということをここでも申

し上げておきたい。そういったことで、積極的な事業計画を的確な財源確保を図りな

がら、いいですか、積極的な事業計画を進めながら、的確な財源確保をやはりしっか

りと検討されて、これからのまちづくりに、この６行ですが、この６行の中身を肝に

銘じて進めていただきたい、そういったように思うけども、町長の思いと決意をここ

でお聞かせください。 

  次に、次のページですが、公共下水道の普及率のところを関連してお話をちょっと

させていただきたいと思います。公共下水も着実に１００％に向かって進めておると

いうことは十分理解をいたしております。そういった理解の中であえて申し上げたい

ことがある。この青崎南地区の公共下水の事業なんですが、これは大体今の見通しに

ついては平成２８年ごろかなというように私は個人的にも思っておりますが、特に青

崎の南の方は一日も早く公共下水をやってほしいというのは、本当の気持ちだと思う。

そういったことを含めて、一日も早く青崎南の公共下水が普及されますように努力し

てもらいたい。 

  しかし、府中町が何ぼやろう思うてもできないネックがあるんです。それは広島市

の動向なんです。要するに、特に広島市に私は期待をしたい、このように思います。

そういったことを含めて、広島市とのそういった期待をしながら、あえてこの話をさ

せていただいたということで、私の気持ちを察していただきたい。これはぜひ本当広

島市に期待する以外にはないんですが、とにかく町長の外交面でひとつうまくいくよ

うに、一日も早うに青崎南の方々が我慢しとるんですから、やっぱりここらあたりの
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早くできるように、あえてここで申し上げておきたい、このように思います。 

  それから、榎川の河川改修の件です。これ町長は施政方針の中で逐一毎年出しとる

わけですが、この河川改修は御案内のように、長い間の懸案事項なんです。議会とし

ても、町長も議員のときに議会として過去２回ぐらいは陳情に行っとりますよ。そう

いったことで、私は今の安倍内閣のこの２年のうちに何とか安心・安全、防災、そう

いった安心・安全な町を進めるいうのが安倍内閣ですから、そこらあたりを含めて、

この２年のうちには何とか目鼻がつくように、ひとつ働きかけをお願いしたいし、議

会としても今まで２回ぐらいは陳情しとるわけですから、議会も協力しとるわけです

から、これからも十分議会もバックアップしますから、町長は自信を持って県に接触

していただきたい。議会も応援しとるということを頭に入れながら、腹に銘じながら、

この榎川の河川改修の一層の促進を広島県に働きかけていただきたい。私は安倍内閣

のこの２年間が勝負だと、このように感じておりますので、その点をひとつ町長のそ

ういった今の気持ちをここでお聞かせください。 

  それから、福祉事務所の設置について、これ全協でもお話があったわけですから、

どうかなと思うんですが、私は町民の期待は大きいと思うんです。福祉事務所が来年

の４月から福祉事務所ができるんですよということになってくると、本当町民は期待

しとると思う。期待は大きいと思う。そういったことで、万全の体制と準備等を含め

て、私はしっかりと住民サービスが行き届くように、トラブルのないようにスタート

したい、このように思っております。いま一度町長のそういった福祉事務所開設に伴

う町長の意気込みをお聞かせください。 

  それから、男女共同参画社会の推進ですが、これ大体繁政議員さんが大体専門なん

であれなんですが、あえて私のほうから質問をさせていただきたいわけですが、安倍

総理はこのたびの指針の中で、雇用６０万人を創出するんだというように、安倍総理

はこれはテレビ、いろんな面でも懇談会のときでも安倍総理はそのように言っておる

わけですが、特にその中で、女性の雇用と社会への貢献というのは大きく躍進するで

あろうというように、安倍総理は発言をしとるわけですが、私もそう思いますよ。思

う。これは女性の力、今からは本当大切だと思う。 

  そこで、安倍総理が発言したのが、女性が輝く日本を目指して働く女性の環境を整

えていくと、だったと思うんですが、要するに女性が輝く日本を目指すんだと、そし

て働く女性の環境、いろいろな環境ありますね、いろいろな問題があります。退職し
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とってもまた復帰するとか、いろいろな保育所の問題もあるし、いろいろな問題があ

ります。そういったことも含めて、働く女性の環境を整えていくんだというように、

安倍内閣は進むと思います。そういったことを含めて、町長のこの男女共同参画社会

の推進と書いとるわけですから、今申し上げました６０万人の雇用の中で女性のウエ

ートは大きいよ、総理は女性が輝く日本を目指しとるよ、働く女性の環境を整えてい

くんだよ、こういうことを含めて総合的に、町として行政としてこれは何らかの指針

を持つ必要があるんじゃないかなと思ってる。そういったことで、町長のお気持ちは

いかがですか。こう言やあ質問しとるんでね、町長の気持ちはいかがですか、いうよ

うに安倍総理の方針の問題も含めてお聞かせ願えればありがたいと、このように思っ

ております。 

  長うなりますので、あと１問で終わりたいと思いますが、１問か２問題で終わりま

すが、一番下のところに、民間の保育園、早急な耐震化の補助の要望がされておると

いうように書いてあるんですが、私はこの件は町として避けて通れない大きな課題と

思ってますよ、これは。だから、いま一度町長のこれからの見通しと、対応策をお聞

かせください。 

  それから、ジェネリックの医薬品の利用の問題なんですが、これは町としてもいろ

んなところで医師会等においてもいろいろＰＲはされておると思うけども、町長、こ

の問題は、ひとつもう一遍医師会等含めて十分検討する場が私はあってもええんじゃ

ないかな、推進のためのやっぱり医師会の意見を聞いて対応する必要があるんじゃな

いんかなというように思ってるけども、この普及活動、どういう方法を考えておられ

ますか、お聞かせください。 

  先ほど申し上げましたけども、本当にこの次のページの結びのわずか３行ですが、

まさにそのとおりでございまして、私も町長の気持ちと同感でありますから、しっか

りと進めていただくよう心からお願い申し上げまして、私の質問を終わります。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） ちょっとまだ数を数えとらんので、何ぼあったか、６件ぐら

いあったんかなという気がいたしますが。 

  まず１点目の２５年度の動向と、一言で言いますとそういうことでございます。国
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内の経済と社会と、こういうそれを取り巻く要素と、こういうことだと思うんですが、

大体代弁はしていただいたような気もするんですが、おっしゃるように、ちょうど新

政権になりまして、この中にも述べておりますが、いわゆる財政の緩和、そして経済

対策と、こういうものをやるという安倍総理の言葉だけで、レートが昨日は９５円に

なったでしょうか、さらに株価は１万２，２００円とおっしゃったですけれども、ど

れだけの言葉だけで富をもたらしたか、経済活動が円滑にいく体制になったかと、こ

ういうことが言えると思いますが、特に経営の緩和によって日本から金がどんどん出

ていく、動き出す、それが株価レートに反映をしておるということで、まだ世界的に

もちょっと発展途上国はあるんですが、ちょっと停滞ぎみということですが、恐らく

世界経済がよくなっていくんではないかなと、こういう期待がされておるということ

でございまして、特に 近を振り返ってみますと、町税がたった、せんだってまで、

これはもう社会の衰退に負うところが多いんですが、固定資産税が何億いうて減って

きた。ようやく下げどまった。今度は住民税がこの景気の停滞でどんどん減ってきて

おると、２５年度もそういう傾向があるわけでございますが、恐らくこの対策で社会

の下げどまりが出てくるんじゃないかと、そして大きく四、五年前のいざなぎ景気の

再来というところまではいかんにしても、若干は浮揚しながら税収の減退もとまって

くればいいなと、こういう気持ちを持っておるということでございますし、特に国内

的にも、先ほどおっしゃったように、もう本当に今の対策もひょっとしたら消費税対

策かも、景気対策でもあり消費税対策かもわからない。恐らく何とかして取るという

ことになるんだろうというふうには思いますが、やっぱり今確かに社会を浮揚さすた

めには、税というのもやっぱり抜本的な改革をしなきゃあいかん時期に来とることは

もう違いない。だから、消費税だけの問題じゃない。所得税なんかの２重課税とか、

いろんな今の問題がありますが、今こそやっぱり税制をこの２１世紀に充実をした制

度になるように、あらゆる面で改革をしてほしい。もうそうしていただかないと、皆

さんが心配をされております、ほいじゃあ地方財政が国の会計がいいから、これは放

っとったらどうにもならないというのは誰が見てもわかるわけです。地方だって今第

２交付税という臨時財政対策債、理論は通っておりますが、これがずっと続く、これ

はもうパンクします。これは間違いない。そこでやはり税制の抜本改革はしなきゃあ

いかんと、こういうことが言えると思います。ぜひともこれからの時代を切り開くそ

ういう税制の体制にしてほしいと。 
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  それと同時に、社会を元気に、消費を拡大して、税収もたくさん入るようにしてい

ただく。そうすれば、もう今の日本の基盤整備もそう長くない。その間どう対応でき

て、その先に見えるだろうというハードからソフトへの軟着、一遍にはできませんが、

逐一総転換をしていく時代もつい先に見える。そういうふうになるようにことしが大

きな起点の年になる。またそういう動きを見ると、恐らく地方財政にも地方のまちづ

くりにも、ひいてはそういうことに大きな影響を及ぼす、非常に大事な２５年度には

なりはしないかと、こういうふうに感じておるということを思いとして表現をしたか

ったと、こういうことでございまして、２５年度の動向についてはそういう思いだと

いうことでお答えをしておきたいと。 

  それから、的確な行財政運営をして元気なまちづくりをしていただきたいと、こう

いう趣旨の質問だったと思いますが、御承知のように、常に国の地方財政計画を逸脱

しないように、その範囲内で国の制度等も活用しながら資産も活用してきたんですが、

もう余り多くはなくなったということでございます。ほいじゃあその代替財源をどう

確保していくんかと、こういう新たな疑問も浮いてくるわけでございます。２５年度

は大丈夫でございますが、２５年度も２６年度も何とかなると、ほいじゃあその先は

どうなるんかということになりますと、私もちょっと心配はしておる。 

  今、国が消費税を仮に１０％に２６年度、２８年度２％上げると、こういうことな

んですが、仮に取ったとしたら、今の消費税の比例換算すると約６億円ぐらいになる。

ほいじゃあその６億円になるわけはない。交付税、歳入に計上されたとすると、それ

もまだ今はわからん。そうすると、２５％ということになると１億５，０００万円ぐ

らい浮くかなと、こう思うとるんだが、そんなにとらぬタヌキの皮算用というところ

で、そうならばいいがなと、今の制度からいうたらそういうことは考えられる。あと

の７５％は臨債等に充てたり、福祉に充てたり、こういうことになるんかなと、こう

いうふうに思いますが、そこらも景気の安定化と、この消費税の導入というのにも余

り喜んどるわけじゃないんですが、税制の抜本改革ということで、もしそうなれば府

中町にもまちづくりはしやすくなるんかなと、こういう気持ちは持っておるというこ

とでございまして、常にそうは言いながら、あの学校の前倒しなんか皆さん方につい

せんだってお認めいただいた補正予算の中身を見ていただいてもわかるように、多く

を依存財源でやるとは言いながら、たとえ２０％、２５％金を出すのは大変なんです、

今大きな事業をしよって。それをどうするかということでございますが、今言いまし
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たように、改革の促進をしたり、資産を活用したり、当面は何とか切り抜けていきた

いと。心配をされているのは、町長が出しゃばって府中町のまちづくりをがたがたに

するなと、簡単に言うたらそういうことだと思うんですが、そういうことのないよう

に、引き続き努力をさせていただきたいと、このように思っておるということでござ

います。 

  それから、公共下水道の南部の関係でございますが、今回、これから新年度予算を

審議をいただくということになるんですが、特にざっと言いますと、北部が大方いき

まして、２５年度末で４８％の進捗ということで、まだ２５年度の予算もあるわけで

ございますが、それと同時に、南部の一部、これを換地設計をするということに新年

度はいたしておると、こういうことでございまして、やっぱりこの基盤整備イコール

下水道の敷設と、こういうことになるわけでございますが、今ちょっと南部は簡単に

できると、こういうふうに当初は思うとったんですが、連立の見直しの問題、さらに

は１件ほど大きな地権者の問題があるわけで、これを早く解決をしていかなければ、

南が円滑な事業展開が難しいというのが今日の観測でございまして、地権者の件も早

く努力をしなければいけないと。 

  ただ、県、市の見直しの件でございますが、私は県の幹部に会うたびに申し上げる

んですが、どうもいい返事が返ってこん。解決をしようという気持ちはあるにしても、

当事町の今の実態は大きな活動にまで展開しそうなと、こうおっしゃったということ

になりますと、これはちょっと長引くなと。ほいじゃあその中でどう区画整理をやっ

ていくんかということになりますが、難しい問題ということにもなりますけれども、

どうしたらええんかということを知恵を絞りながら、たとえ早くやってもらうには、

結論を出してもらうようにはしますが、ちいとおくれてもできる方法いうたらないか

と、こういうことを模索しながら期待に沿うように努力はさせていただくと、こうい

うことでございます。 

  それから、安全・安心の行政として、この２年間のうちの話は恐らく経免橋から上

を事業化してくれと、こういうことだったんだと思いますが、恐らく今やっとるのは、

２４年繰越明許したんと一緒にやって右岸側をやりよる。ことしの予算で全部済むと、

こっち側の左岸側も済むと、こういう運びになろうと、予算の県の編成からはそう思

えるんですが。そうすると、続いて文化橋に向かってやっていただくと、こういうこ

とになるんですが、ここについては今は単県でやりよるんですね、今度補助事業にし
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て、道路と河川と一体にしてやると、こう言いよるんです。これは大きな事業になる

と思いますが、続いてやっていただくように、常に県には陳情しとるんですが、加島

議員が今さっき２回ほどしたという、２回どころじゃない、年に２回ぐらい多いとき

にはやっとるいうことで、いっぱいやっとる。そら県議会の建設委員会にも県当局に

も西部建設事務所にもたびたびやるんです。文書じゃあやらない口頭いうのが多いん

ですが、文書でだったらそうかもしれませんが、それ以上にやっとるんで、その意欲

をもって何とか安全・安心なまちづくりを進めていきたいと、こういうことで努力を

しとるんだということもつけ加えておきたいと、こういうことでございます。 

  それから、福祉事務所の件ですが、おっしゃるように、後ほど不交付団体のときに

移譲を県がやりよってじゃ、そして不交付団体じゃったら４億円近い措置費を持てと

言われた、ノーいうて言うのは当たり前のことだと思うんです。だから、この後に交

付団体になりまして、もうその速度いうのは物すごい速度で、今少々町内企業がたく

さんの税金をくれても、とてもとても不交付団体になるのはほど遠いというふうに感

じました。県の中で府中町だけなんです、福祉事務所をとってないのは。そういうこ

とになれば、まだ実際にはその法律を変えていただければとると、こういうて言いと

るんですが、全く幾ら言うても、県は動いてくれとるんかどうかわからん、なってな

いと、こういうことでございまして、この際は、先ほど言いましたように、不交付団

体になることはまず到底難しいということで、この際思い切ってうちだけが迷惑かけ

とる、導入して住民福祉の向上につなげることができたらなと、こういうことでござ

いまして、県もそらもう移譲してもらうというたら喜んでいろいろと対応していただ

きまして、ケースワーカーの予算ももう半分見てくれたですね、いうこと等、県も万

全の体制で協力をしていただいておると、受け入れ方もことし施設の改修等をやりな

がら、またそういう人材も育てながら、万全の形で新年度予算にもかかわりはござい

ますけれども、そういう形の中で期待に沿うようにしていきたいと、このように思っ

ておるということでございます。 

  それと、男女共同参画社会の環境を整えるために、町としてどういう町長は考え方

を持っとるかと、こういうことだったと思うんですけれども、そうですね。もう恐ら

く全国で女性行動プランを立てたのは、府中町が１位から３位ぐらいまで入っとるん

じゃないかと思うんですね、これは歴史は深い。その間このプランに基づく男女共同

参画社会推進協議会、これを通じて論議をしながら、行政にも民間にもお願いと、さ
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らにはもうことしもやるんですが、研修会とか講演会をやってどんどんフォローして

いこうと、その中で町は大体言われたことをほとんどクリアしとるかなという気持ち

は私は持っとるんですが、民間にはとてもとても強要することはできませんので、や

はり粘り強い、少子・高齢化、女性の社会進出、これはもう日本を維持する上におい

て必要でもあり、昔の男尊女卑から同等の形に持っていく、そういうことはもう大切

な行政ということでもあろうと思いますので、引き続き今までのルート、基盤に乗っ

て努力をしていきたい。安倍総理もおっしゃるように、国の政策にも同調して頑張っ

ていきたいと、このように思っておるということでございます。 

  それから、民間の耐震ですね、小学校以上は行政がやっとるんですが、これはもう

民間ですけれども、一昨年から改修をしたいと、改築をしたいということ、改修した

いというふうにおっしゃっておられるんですが、今うちも大きな事業を進めておると。

これはやはり国の制度がありまして、国が２分の１、町が４分の１を出さんにゃあ、

金額が大きいもんですから、はい、ほいじゃあ出しますというわけにはいかん。ちょ

っと待ってほしいと、こういうことでウエーティングをさせておるというのが現状で

ございます。いつまでもおっしゃるように、これを待ってくれということにはならん

ということでございまして、これらをどうするのか。先ほど財源のことも言いました

が、どう今の社会がいい回転をするか、さもなければどうしたらええかということに

なるわけでございまして、いい社会の展開を期待をしておると、こういうことでござ

います。これも本当に大きな課題ということでございます。 

  それから、ジェネリックは、何ですか、医者の先生方と相談をしてもっと促進せい

と、そういうことですね。 

                   （１５番加島君「医師会と検討してください 

                    」と呼ぶ） 

  そうですね。今町としてはそういうものを促進するように、薬剤師会にもじゃと思

うんですが、医師会にも、被保険者にお願いしながら努力をしておると、こういうこ

とでございますが、余り大きなもんじゃないなと、私はそんなかのあれで、これ資料

をもろうとるんですが、大体１，０００万円足らずなんですね、そんなもんで、そら

１，０００万円じゃけんいうことになりませんが、私もただ心配しとるんです。ちょ

うど医師会の新年互礼会へ行きますと、亡くなられました碓井前会長がこのジェネリ

ックを説かれまして、いわゆるジェネリックというのはわけがわからんほどあるんじ
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ゃと、こういうておっしゃる。私は薬剤のことは知らんので、これは碓井会長がおっ

しゃったことなんです。そう言うても、山のものやら海のものやわからんものを医者

が責任をとらにゃあいけんようになる、副作用なんかあるようなものを、かどうかわ

からんようなものを使えん。だから、このジェネリックというのはこれから発展をす

る、こういうものだと、今すぐ使え使えということにならんと、こういうておっしゃ

った。だから、薬品会社も臨床試験かどうか知りませんけど、それとかやっぱり要は

アピールをして、医者に使ってもらうように薬剤会社がしなきゃあいけん、知られて

ないじゃないかと、こういうことをおっしゃったのを私は３年前ぐらい前じゃなかっ

たんでしょうか、ほいじゃが町はどんどん使えとかいって今やっとるわけ。ええんか

なと思うて、そういう思いもあるんですが、何ら副作用が出たいうて大きな問題も聞

いたことがないんで、やっぱり心配もあるが、一応厚生労働省が認可をした薬品じゃ

から大丈夫いうことになるんか。いずれにしても、今そういう活動をしとる中でお医

者さんとも機会がございますので、ひとつこの話をしながらあるべき姿を追求をして

いけたらと、このように思っておるということでございます。 

  大体６点ぐらい、以上じゃないかと思いますが、お答えにかえさせていただきたい、

このように思います。 

○議長（中村 勤君） １５番加島議員。 

○１５番（加島久行君） 正確に答弁をいただいてありがとうございます。答弁漏れは

ありません。 

  私はここでこれからの府中のまちづくり、それから第４次基本構想、これは来年い

ろいろ考えていく時期に来とるわけですが、そこらあたりを含めて、やはり国内の経

済というものをしっかりとやはり分析をして、やはり基本構想も考えていく必要があ

る、このように私は認識しとるんです。そういったことで、この国内の経済、ほいじ

ゃあ今から私は経済学者でも何でもありません、私の思いなんですが、国内の経済は

今からどう動くだろう。これ町長も今さっき答弁の中でちらっと言われたんですが、

ことしの１０月消費税対策で１０月には目鼻つけにゃあいかんのですよ。そうせんと、

２６年の８％の消費税を上げるいうのが、１０月末までにはかなりの経済効果を上げ

て、これはもういろいろな消費も含めて、それから給料もちょっと上げて、それから

レジャーもどんどん行ってもろうて、ほいでもうマンションももう土地もどんどん買

うてもろうて、いうような建てていって、いうようなことで、この国内経済いうのは
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１０月の末までは私はかなり環境が景気のいい方向に環境が変わってくる。これ必ず

安倍さんはやる、そのように思ってる。これがまさに消費税対策なんです。 

  さあ、それからほいじゃあ来年の３月までどうなるか、これね、やはりそういうい

ろいろな流れが取り組んどる 初の分ですから、継続しますから、継続するんですね、

これはマンションもそうですが、継続するんです。そうすると、来年の３月までは私

は景気はずうっと右肩上がりでいくと思います。そうすると、平成２６年、これは私

はその安倍さんの仕上げの年いうたら安倍さんに怒られるかもわからんが、要するに

そういったことを含めて、２６年度もかなり経済は私は右肩上がりで進むであろうと、

２７年、平行になりますよ。２８年、これは鈍化します、２８年。そういうふうに私

は考えとる。そうすると、今さっき申し上げましたように、とにかく今から事業をす

る計画を立てる上において２５年、２６年というのは、そういう一つの雰囲気がある

わけですから、国民の中に、だからここがやっぱり勝負であるよというのを先ほどか

ら何回も言うとるわけなんです。裏づけはここにあるんですよ。２８年以降にやろう

と思うたら、とんでもない、かなりトーンダウンしますよ。だから、そういったこと

を含めながら、これからの基本構想というものも、やはり財政等の問題も含めて慎重

にやっぱり考えていく必要があろうと、このように私は思うんです。そういうふうに

私は感じとるんですが、ひとつ今の私の一つの経済学者でも何でもありません、素人

でございますが、素人なりに判断をすると、そういうふうな経済というのは平成

２８年を含めて、これからの２５、２６、２７、２８年、この４年間いうものはそう

いうふうな推移をするであろうと素人なりに私は感じておるわけです。町長の見解を

お聞かせください。 

  それから、町長、これは安倍総理が言うた男女共同参画の分ですが、やはり安倍総

理はなかなか私は知恵者じゃと思うとります。これは経済を今からどんどん、どんど

ん発展させて日本を動かすいうのは女性だと思ってるんですよ、安倍さんは。わかり

ます。男性は海外へかなり行っとるんですよ、技師や技能者や。そういったことを含

めて、働く環境というのは女性だと思ってるんですね、安倍さん。それで女性の分を

上げて日本経済というものを上げていこうというように安倍さんは考えながら、女性

が輝く日本を目指して、働く女性の環境を整えていくんだということを安倍さんは言

ってるわけです。和多利町長もそこまでは言わんでもええにしても、気持ちだけはや

はり女性が輝く府中を目指すんだと、そして万全を期して府中の体制まちづくりをや
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っていくんだと、ともに、ともによ、男はだめじゃ言うんじゃないんですよ、ともに

頑張っていくんだという気持ちが、町長、今の経済を考えたら、これ要るんやないで

すか。この２点だけちょっともう一遍答弁ください。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 社会動向を見ながら慎重にまちづくりを進めていただきたい

ということですね。１点目。 

                   （１５番加島君「１点目は２８年の・・・」 

                    と呼ぶ） 

  継続、おっしゃるとおりでございまして、今の２５年度だけのものではなく、やは

り継続性がないと２８年につながりませんし、また、これからの時代の浮揚にもつな

がらないということも言われておりまして、やはり今安倍さんが言うのはおもしろい

ね。この今の民間事業との連携も取りながら、それも経済諮問会議で対策を練りなが

ら雇用拡大をしていくいうようなことも言っておりますし、それをもっていっておも

しろいのが２％物価を上げる。今どんどん不景気なもんですから、利益無視ですね。

どんどん、どんどん下がっていく、物価が。それを２％上げよ言よるんです、実際に。

去年でも１％上げるいうたのが上がっとらんじゃないですか、実際に。ことし２％上

げる言うんじゃが、本当に達成できるんかということになりますと、いやいやもう本

当に無理からぬおもしろいことを言うとるいうのが、この間、日産がボーナス、春闘

で１００％出すと、こう言うんです。コンビニなんかのたくさんのあれが、中にはボ

ーナス１００％出す、いやいや賃上げも対応すると、こういうて言いよるね。かなり

の企業がそうなってる。そうしてやっぱり消費をせい言うんなら、やっぱり出さにゃ

あいけん。出し過ぎちゃあいけんが、どんどん下がっとる、 近は。だから、これは

今までにないおもしろい傾向だということでございまして、この施政方針の中にも期

待を私はしておるというふうにまとめの文で、もしそういかんかったらいけんもんで

すから、ちょっとそこらも濁したような文書にしとるんですが、結構かってない、近

年にかってない今の傾向が出されておるということは、先ほど言いますように、レー

トの問題、株価の問題、社会の日本が動いたことによる世界の経済が動く、こういう

ことにつながっとるんで、その動向も見ながら、 大限まちづくりいうのは進めてい

かなければいけないというのは、もう常々思っておりますので、日ごろは違うて、若
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干大きな課題も少しでも多く解消できるかなと、こういう気持ちは持っておるという

ことでございます。期待に沿えるように努力をしていきたいと。 

  それから、男女共同参画について、この対策は安倍さんが言いよる、確かにこれか

らの社会のために、先ほどもちょっと触れたんですが、必要だと、こうおっしゃるわ

けです。そらそうです。少子・高齢化になりますし、大体先進諸外国の実態を見ても、

ほとんど共稼ぎのところが多いんです。まだ日本はまだまだ少ない。だから、まだも

っと進むだろうと。そうすると認定こども園も要るし、そこらの保育行政がどう動い

てくるんか、常に私も見ながらこれからの時代をどう保育行政として切り開いてくる

か、そういうことも先ほど言いましたような耐震も、幼児はほいじゃあええんかいと

いうことになると、そうはいかないんで、そこらもやっぱり対応したげるというよう

なことも必要です。やはりおっしゃるように、女性が社会進出をするためのやっぱり

社会環境というのは、賃金の格差とか、あれはもう皆全て多くのまだまだ課題がある

ということでございまして、府中町のほいじゃあ男女共同参画推進社会が他に大きな

影響を与えるか、そこまではちょっと難しいにしても、そうはいうてもある程度の影

響度は私はあるんじゃないかなと、こういう気持ちも持っておりますし、だから、い

ささかも粗末にしちゃあおらん。 

  今回施政方針ででも結構文書を長うしとる。長うしとる。これはその気持ちは実際

に重要視しとる気持ちだと、こういうふうに、安倍さんのようなことじゃないんです

が、そういう気持ちがあるんだということも御理解をいただきたいと。まさにこれか

らの時代の中で極めて重要な問題だというふうに、私もとらまえておりますので、ま

た今回と言わず、１年間、年に４回議会がありますので、またいろいろ情勢の変化の

中で意見をもらいながら、ともに努力をしていけばいいんではないかなと、このよう

に思っておるということを申し上げてお答えにかえさせていただきたいと、このよう

に思います。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） １５番加島議員。 

○１５番（加島久行君） ありません。 

○議長（中村 勤君） ほかにはございませんか。 

  １３番力山議員。 

○１３番（力山 彰君） 先ほど加島議員からも下水道工事について話がございました
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けども、あれは青崎のほうで、今度は北部のほうをちょっと話させていただきます。 

  実は、府中町で下水道の工事が始まったのは大須地区ですか、３６．５ヘクタール、

これを昭和５３年に事業着手して、既に整備完了しとると、これが３５年前です。大

須地区を除く地区について事業着手されたのが昭和５９年、２９年前でございます。

平成元年から供用開始されております。これが２４年前です。４分の１世紀ですね。

平成２４年度末の整備率が８８％とお聞きしております。今後の進捗率をお聞きしま

すと、平成２５年度末に８９％、２７年度末に９１％、３３年度末が９６％、この時

点でほぼ工事は完了に近いというふうに聞いておりますが、１００％になるのは

３７年度末というふうに聞いております。この間、昭和５９年に事業着手しまして、

平成２４年度末までに約２４年かかってるわけです。この間の進捗率が８８％。これ

を年で割りますと、進捗率が約３％なんですね、年にですね。今後の進捗率を見ます

と、年に１％ずつしか進まないと、これは工事が難しい地区があるから進まないとい

うふうにお聞きしておりますけども。そこでちょっと質問ということですが、施政方

針には、さらに普及率を上げるようにすると、 終の追い込みに入って、さらに普及

率を上げるというふうに言われておりますので、１％といいますと、どっちかという

と、あと１０％ぐらいですから、まあそのうち完成するよというふうにもとれるわけ

です。そこでこれをさらに１０年以上待たずに完成することはできないのか、そうい

った点をお聞きしたいということでございます。 

  それと、供用開始からもう既に約２５年たっておるということで、既存の下水道を

点検して補修する時期に入ってるということでございますので、片や、あと１％ずつ

を進めながらこちらのほうの補修のほうも入るということになれば、当然人手とかい

ったものも必要になるかと思います。そこで、今後どのようにされるのか、点検、補

修と未整備地区の着手、それを併用していくためにはどういうふうな人材で充てるの

を考えられとるのか、それをお聞きしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 力山議員の質問ですが、一つは、進捗率を上げると言いなが

ら、進捗してないという意味なのか、もっと進捗率を上げることはできないかという

ことでございまして、私も就任以来、パーセンテージは近年国が震災の形で予算を
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２８％ぐらい切っとるんです。こういう影響がここ一、二年あった。したがって、ち

ょっと中身はちょっと私も記憶がないんですが、初めから切られるのがわかってるか

ら多目にやっといて、切られてもとへ戻ったということだったんですかね。ああいう

ふうなこともちょっと聞いたんですが、そんなこともあったんですが、今は順調につ

いとるんでないかなという気がするんです。それで１．何％しか進まんのですね。確

かに進捗率からいうたらそうですが、近年どんどん促進をやっぱりこれだけ都市化し

た町でやらんいう手はないと。そんなに財政的に大きな影響もないということから、

大限国の助成を受けながら、 大限にこの努力をしてきたというのが、今それでた

ったの１．８。ひょっとしたら補助事業ですから、契約変更をどんどんしてから全部

使いますから、大体２％余りいきよったんですが、ちょっと１．何％というのはそう

いう影響のときの％、 近そうなってるんです。それで、そうは言いながら、かなり

の予算規模で面整備をやっとるんです。 

  今進捗しよるのを１０年ぐらいに縮められんかというておっしゃるんだけども、今

やるのが、本町二丁目が一部２５年度やるんですが、本町三丁目、石井城、みくまり

二丁目やりよるんですが、恐らく２５年度をやると８０％以上になるんじゃないかと

思います。ここ入って何年になるんかな、二、三年ですね。だから、パーセンテージ

が少ないんですが、結構進みよるなという私は感覚的にあるんですね。 

  それと、力山議員のところはこれ２６年度、あっこの新宮橋へ入るようになってま

すね、この計画じゃあ。そうしますと、３０年だったと思いますが、清水ケ丘、桜ケ

丘、大方上段まで行きますよ、実際に。それと、一番おくれるのが私が住んどる山田

の二丁目、四丁目、五丁目なんですが、私は浄化槽をやっとるけん、私はええんです

が、ほかの人はそういきませんから、何とかそこにせんにゃあいけんのですが、どう

しても手順からすると遅うなるんです。長すっぽいところですから、迂回路もとった

りすると、おのずと環境的に長うかかるところがあると。それと、そこらも３０年ま

で大方山田の一丁目のほうも行くんですよ。問題は恐らく調整区域外と、山田に入る

とどういう問題があるかいうと、山田川沿いの川の反対側に１軒、１軒、２軒、あん

なとこがいっぱいあるんですね。これは手間食うね。掘って推進で向こうへ渡すいう

たらなんぼもできませんね。これは榎川沿いにも若干ありますよ。だから、そういう

ものが３７年いうておっしゃった、３３年じゃないかと思いますが、３７年ですかい

ね、よく勉強されてる、３７年、３３年じゃないの。 
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                   （１３番力山君「平成３３年で９６％」と呼 

                    ぶ） 

  ３３年が９６％で、今ほとんどいった形に一応なる。３７年いうたら全部そういう

調整区域なんかをやるとそこらまでかかるという意味、じゃないかというぐらいで、

大体私は３３年いうてちょっと聞いとったんで、９６％いったら１００％。そういう

考え方ですね。 

  そういうことで、そんなに山田のあんな場所がたくさんあって、恐らく３０年ぐら

いやったらほぼ大きな町じゃあ、１．８％じゃ何ぼじゃいうてもいくんじゃない、

９６％までいきゃあ、１００％じゃいうんですから、９６％が１００％言うちゃあお

かしいんですが、大体今そういうことで、９６％いったら１００％に近いものだとい

うことになっておるんで、仰せのとおり、できるだけ早うやりますが、今力山議員が

心配されてるよりはもっと早くいくんじゃないかなと、こういう感じを私は受けてお

る。ということで、質問のとおりで、できるだけ早くできるように努力をしていきた

いということでございます。 

  それから、２５年たってもう改修等があるということなんですが、それと今の関係

ですが、聞くところによると、余り関係ないということなんですね。耐用年数が

５０年と一応なっとるんですが、これはあくまでも耐用年数であって、ちょっと補修

すりゃあ８０年もてるかもわからん。ちょっと埋め立てとか基盤の悪いところいうの

は３０年でがたがたになるかもわからん。それで、今いい機械がありまして、取りか

えるより補修するんじゃそうです。そうすると、やっぱり財政もさることながら、事

業量というのも極小と、基盤整備をするよりはかなり少ないということでございまし

て、特に心配されるのは、今瀬戸ハイムの二丁目のほうは既に改修しよるじゃないか、

予算なんか見ても、こう言やあそうなんですが、パイプがまたあっこは開発の中でや

って、ヒューム管なんです、今ビニール管ですね。そういうようなことがあって、こ

れ補修しよるんじゃそうです。結構予算を見ると高いですね。補修じゃない、やりか

えよるんじゃないかというぐらい予算があるんですが、結構高い。これはもうやっぱ

りあの穴の中へ機械を入れて補修する、やっぱり手間食う、どうやってやるんかとい

うのは知りませんが、そういうことでございまして、この今の耐用年数からしても、

そう大きなもんでは、あとの耐用年数まで単純計算すると２５年ありますから、年次

的にやっとるから、耐用年数全てがそうじゃない、初めやったころが今２５年いうこ
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とですから、順繰り送りで一つの改修をしていくっていうことになれば、仕事をする

上において、それだけの人的な要員が必要であるというようなことにもならないよう

でございますので、心配かけないように、これからも新しい私が知らんような技術が

ありますから、それを駆使しながらひとつ 小の経費で 大の効果を上げながらやっ

ていこうと、こういうことでございますので、御理解をいただければと、このように

思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 力山議員、申しわけないんですが、ここで休憩をとりたいんで

す、長時間になりましたので。休憩後に再質問していただきたいと思うんです。休憩

をいたしますが、再開は１１時にいたします。休憩。 

（休憩 午前１０時４４分） 

 

（再開 午前１１時００分） 

○議長（中村 勤君） 議会再開前でありますが、本日３月１１日、東日本大震災にお

ける犠牲者に対しまして、２時４６分のサイレンによりまして黙祷をいたしたいと思

いますので、会議中でありましても、御起立の上、黙祷をよろしくお願いを申し上げ

ます。 

  休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 力山議員、再度ありますか。 

○１３番（力山 彰君） 要望だけです。大須地区が３５年前供用開始されまして、既

に３５年かかっとると、今から１０年以上かかると、四十数年かかるわけなんですけ

ども、これは一つの住民サービスでございますので、住民サービスが約半世紀近く差

がつくというのもいかがなものかというふうに考えますので、できるだけ早く、予算

の都合上難しいのかもわかりませんけども、ぜひそこら辺も考慮して予算編成等お願

いしたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 

○議長（中村 勤君） ほかにございませんか。 

  １７番梶川議員。 

○１７番（梶川三樹夫君） １点質問させていただきます。 
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  ２ページの中ほどから後半にかけてですけども、国民健康保険事業の運営について

というところで、非常に赤字運営が顕著になってるということですが、これを県単位

に広域化すべきとして検討に入ってるということなんですが、これはいいことだと思

います。これ府中町にとってこういう計算をすべきではないかもしれませんが、府中

町にとっては県単位に広域化すると、全体としてはプラスになるんですが、府中町と

してはどうなんですか、今までと比べてどうなるんかというところがちょっと本音を

聞きたいところなんですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） ここらになると、専門家にお願いしたらもっと詳しく聞ける

んかなという気がしますが、私の認識の中で申し上げておきたいと思いますが、既に

県が、広島県の場合県が検討して、３２年に広域化ができるように、今検討してくれ

ておるということでございまして、はっきり申し上げておくんですが、私の見解です

が、全然ないとは言いませんが、広域化を進めて、ほいじゃあどれだけ今の財政的効

果があるんかなと、私はあるのはあるが、そう大きなものは今の赤字を解消するまで

はいかないと、こういうふうに私は考えとる。なぜならば、既に大きな高額医療とか

財政の健全化で安定化対策いうのをやってるわけです。一部は広域化になっとるんで

す、中身が。税とか料の、結局共同化、共済的な制度に既になっとるんです。どれだ

けほいじゃあ広域化をしてどうなるのかというふうに私は考えとる。全然ないとは言

いませんが、それよりはむしろ先ほど来ある景気対策を打って、そして物価も上げて、

どんどん回転をようする、税収もようけ入ってくるいうことになれば、また保険料も

たくさん入ってくると、こういうことにつながるし、そうしといて仮に消費税を取っ

て、これはもう御承知のように、年金と福祉にだけと、こういうことを国は言うてお

りまして、この１０月ごろ２６年度については明確化になると思いますが、どれだけ

国保に排出してくれるんか、本当にしてくれるのかどうかということ、まだ定かでな

いんですが、福祉にということになると、国保の赤字いうのは全国的な象徴ですから、

そうにしてくれるんじゃないかなというかすかな私は希望を持って、このほうが大き

いかなという気がいたしておるということでございます。どれだけ広域化をして効果

があるかと言われると、ちょっと何か補足を、私はそう思うんですが、福祉保健部長

にちょっと聞きますか。私はそう思う。 
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  以上。 

○議長（中村 勤君） 梶川議員、この件につきましては、詳細については予算委員会

でひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  ほかにございませんか。 

  ６番上原議員。 

○６番（上原 貢君） 例の連続立体化の問題でございますが、町長も非常に頑張って

おられて、県議会、県知事、大変に何回も行って陳情しておられるという話を伺って、

非常にありがたいと思っております。 

  ただ、この問題でちょっと気になるのは、原因がどうも広島市なんですね、これ。

広島市が発信源でおくれたりしよるわけです、これまで７年おくれたりしよるわけで

す。ですから、やはり広島市の市長さんとか市議会に対してもアクションが必要なん

じゃないかと思うんですよ。それについて町長さんの回答になかったんで、これにつ

いてやはりそれこそ何度も通って、これも議員も協力したいと思うんです、こういう

面については、いう形で、市と県と両方に対してアクションをかけて、僕はパフォー

マンスでもいいと思うんですよ。パフォーマンスも大事だと思ってるんです、実は。

いう形でアクションをかけて、一日も早くこれを立体交差事業を始めていただきたい

と、もう地元から皆さんおっしゃってますので、私も協力しますので、そういう点に

ついて、広島市に対してのアクションについて御回答願いたいと思います。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） おっしゃるように、私はもともと連立の見直しは広島市が発

端だと思うとる。じゃけ責任もあります。どうするのか、明確に早うしてもらいたい

ということで、区画整理事務所もさらに県にも過去お願いしとるんですが、私も市長

さんと会いましたら申し上げるんです。実際には市長さんは本当によくわかってるん

かどうかなあ、担当者へ行かないかんのかなと思うて思うたりすることもあるんじゃ、

会ったら早してくださいよといった、私は直接言うてはきておる。今後いずれにして

もここまで来てからうちが後ええかげんなことをさされたら、経費は何ぼでも加算い

うことになりますので、やっぱり効率的な事業展開ということでは、県と市、２町で

やっとるんですから、歩調を合わさん限りは効率的な事業展開はできないというふう

に思っておりますので、過去に答弁はなかったいうて、大体そのつもりでしたんじゃ
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ないかというような気がするんですが、私に何か質問があったかなと思うて気はする

んですが、これからも仰せのとおりに努力をしていきたいと、このように思っており

ますので、よろしくひとつお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） よろしいですか。 

  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） まず、私が気がついたところを少し言わせていただくと、文章

の中で、一番 初の２５年度予算編成に当たり云々というのがありますが、「議員各

位の皆様方の御理解と」、とありますが、各位があったら皆様方は要らないんじゃな

いかと思うんですが、「各位の御理解と御協力をお願いする次第です」これでいいん

ではないかと思います、この文章。ここが１点気になりますので、どうですか、検討

してみてください。けさちょっと各位を辞書を引いてみたら、多く人々に対しめいめ

いを敬って言う言葉、それから皆様方という各位をね、あわせて言ったら皆様方とか、

参会者というときに使うとありましたので、重ねて皆様方を入れなくてもいいのでは

ないかと思いますので、その辺は直されたらすっきりするんではないかと思います。 

  それでは、そのことは別として、それでは質問に入ります。 

  全体的に町長の思いがしっかりと住民の皆さんに伝わっていくように、親切丁寧に

町長の思いが書いてあるように思いますが、その中で特に気になるのは、防災対策と

して児童・生徒の安心・安全で学校の施設を耐震化をするというのは、ここにうたっ

てありますが、以前から言うてありますように、旧中ですね、旧中の体育館、あれが

もう本当に地震ががっと来たらもうすぐひっくり返りそうなんですが、そのことを町

民の皆さんは、旧中のことについては今後どうされるんかねという質問が多いんです

よね。ですから、ここに文章にされないにしても、どっかでいつかは文章に上げても

らって、旧中のことをはっはりさせてもらうことを考えてもらいたいと思うんですが、

町長いかがでしょうか。 

  それから、今回２６年度から福祉事務所が設置されますが、全国的に府中町はちょ

っと有名になったのは児童虐待問題ですよね、虐待死をされた。そのことで全国に放

送されて、府中町いうたら、そういうことがあったねという話に出るぐらいになって

おりますので、そのことをここの文章の中では入れられなかったんだと思いますが、

児童の虐待、そういう児童に対する虐待問題に対してこれからどういうように取り組
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んでいく、福祉事務所ができるから、その中でしっかりと連絡網も密にしてやってい

くというような文言があったらいいのではないかなと思いますが、その点はいかがで

しょう。 

  それと、以前和多利さんがおっしゃったように、昨年虐待の問題だとか交通事故で

亡くなったりしていろいろありましたので、ちょっとやっぱりもう少し子供たちの通

学路の問題、それから今の虐待死の問題なんかをどこかにちょっと入れてもらうと、

もっと住民がわかりやすく、また親しみを持てる施政方針になるんではないかなと思

います。 

  それから、先ほどありました男女共同参画、町長は本当にしっかりと文章もよけ入

れたんじゃけんのとおっしゃったが、本当に気持ちはよくわかります。安倍さんもお

っしゃっていらっしゃるように、やっぱり女性が輝く町とするためには、どうぞここ

の場合、私たちが３人おりますが、女性が、対面に女性が一人もいないというのは、

何となしに冴えのんですわ。この行政の中に、行政の中に女性の部長が二、三人おる

とぐっと変わってくるんではないかと思いますので、そのような研修をすればいいの

なら研修を重ねて、そういうチャンスを女性の職員にも与えてもらうようなことを考

えてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  以上。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 旧中の体育館ですね、民間の保育園といいましたが、実はそ

こらも書いちゃあないが、内蔵しとるんで、それ以外の公共施設もあるわけでござい

ます。それをどうするかということで、先ほど言いますように、いろいろ大きな

２５年度は変化が出てきますので、その中でどう対応できるんか、さもなければどう

したらええんかということを府中町としても２５年度は検討していく必要がある、こ

ういうことを 後のここであらわしとるんです。検討はしていきます。 

  それから、福祉事務所、確かに大きな事件があったりしたんですが、それも入っと

るんですね。今事務所を設置をするということで、２６年からですから、来年の施政

方針には入れたいと思う。ことしはまだそこまでいきませんので、意見として、来年

度はちょっと気が薄うなりますかね、もう。そういうようなことですから、話として

そういうことも大切よということですから、意見は受けとめまして、そこらも加味で
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きるように諸準備を進めていきたいと、このように考えております。 

  それから、女性の幹部をということでありますが、おったのはおったんですが、大

体女性の社会進出率が２５％とすると、１０人おったら２．５人おらにゃあいかんこ

とか、そういうことですね。そうは言いながら、職員を見ていただいたら女性は少な

いんです。それと比例換算したら、大体過去にも近年いっとるんじゃないかなという

ような気もするんですが、女性が男性がじゃなくして、その時代に女性ばっかりええ

のがおれば、年代的に上に残れば、ひょっとしたら過半数を部長になるというケース

もあるかもわかりませんが、まだやっぱり女性の人数が少ない、社会進出のあれが少

ないからね、今のような形になっとるんですが、いやいやそういう体制ができたとき

にはそうあるべきだというふうに私は思っておりまして、そういうあえて減しとると

いうことじゃないんで、十分意見も聞きながら、過去からもそういうお話も聞いてお

りますので、できるだけそういうことになるように、むしろ人事をやるときに私は聞

くのは、私もさることながら、関係者がこれはやっぱり女性も上げにゃあいけんいう

て何とか引き上げようという心がにじみ出とる、にじみ感じると、私が、いうことで

ございまして、いささかも女性をはねにしとるいうことじゃないんだということで、

十分それも配慮しつつ、人事もやっておるんだということで御理解をいただければと、

このように思います。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） 体育館の件は、保育所のところへ本来なら書くところじゃけど、

気持ちはあると、検討するということですので、できるだけ早く検討して、どっかに

上げるところがあったら上げていただきたいと思います。 

  それから今度は、今の女性の問題ですが、採用されるときに、私らちょっとよくわ

からないんですけど、女性と男性と五分五分ぐらいで採用になっとるのか、それとも

どういう採用になっとるんかいうのが、例えば１０人入れるとすれば、まず成績のい

い順番から入るんかもしれませんが、その中にやっぱりクォータ制を入れてくれとは

言いませんが、本来ならそういうようにせんと女性が入りにくい面もあるんではない

かと思います。例えば議員なんかは、今私らは女性議員クラブでも、もちろん進める

会でもクォータ制を入れて割り当て制にしてくださいというのを国のほうに訴えて、

国のほうも今回からクォータ制については、検討するというような答えが返ってきて
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おりますから、やはり女性、男女共同参画の一番のもとは、同じように働いとる中に

女性の声が入っていくようにするのも、行政が住民にとって身近な行政が動くことに

つながっていくような気がします。男性ばっかりじゃったら、男性ばっかりで悪いと

は言いませんが、できれば２人でも３人でも女性が入っていろんな意見が出せるよう

な仕組みになれば一番いいんですが、仕組みができなければ、何かいい方法があれば

検討してもらって、女性が入るようにしてもらいたい。 

  それから、今府中町はもちろんですが、どこでも働きたいんですが、子供が小さい

子がいるために保育所にまで入れるのはちょっとかわいそうなんじゃけど、働きたい

んじゃけど、子供が小さいから働かれないという若いお母さんたちがどこでも多いん

ですよ。それで地域でいろいろ検討されて、ある町では高齢者の人が７０歳か６５歳

以上か、７０歳ぐらいの人たちが集まって、今度出させてもらっとりますが、空き家

対策で空き家を借りて、そこへ子供を連れてきてもらう、連れてきて預かってあげる

という高齢者にとっても生きがいにもなっとるし、それから働きたい女性にとっても

それが随分助かっとるというのをニュースで見たり、それから本人が出たりいたして

おります。今随分皆さんのニーズが変わってきて、お年寄りでも自分たちで役に立つ

ことがあったらしたい、何かさせてもらいたい。それじゃけど、地域で余り遠くのほ

うへ行って勤めるんじゃなくて、地域で役に立つことがあったら、小さい子供を送り

迎えぐらいはしたげるよとか、そうなことをやってる町が随分ふえてきておりますの

で、府中町もこれからまだまだ高齢化が進んでいきますし、子供たち、若いお母さん

たちにどんどん出産をしてもらわなくっちゃあいけません、出産をね。赤ちゃんを産

んでもらうのには赤ちゃんが産みやすい要件を整備をして、そしてここの府中町にど

んどん人口がふえていくようになったらいいなと思っておりますので、そのことにつ

いても一度行政のほうでそういうようなことがあるんなら、できるかどうかわからな

いにしても、検討してみてもらうといいのではないかと思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） まず、採用の件ですが、もう所定の点数を取らなければ男性

も女性もだめということでございまして、何か 近の傾向ですが、仮に７人採るとき

は１５人ぐらい入れる。それはよそへ行ったりする、ダブって、ようなんがおります
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から、そうせんと確保できないということでそうやっとるんですが、大体所定の点数

を取っていないと第１次はパスせんということです。 

  その中の傾向ですが、女性を特に拾い上げるということはなりませんが、むしろち

ょっと先、以前ですね、女性ばっかりじゃないかいうて言うぐらい、本当上位に女性

がようけおったんです。だから、その年には女性がたくさん入ってきた。 近はちょ

っと、ちょっと男性が多いかなと、女性結構おりますよ、 近。だから、そんなに配

慮はせんでも、しちゃあまたいけん、自然で結構いいバランスを持っとるということ

ですね。だから、やっぱり正規に正しゅうに判断して採用したげるということは一番

大切、いい 近はバランスを持っとるということで御理解をいただきたいと、こうい

うことでございます。それでいいね、いいと思いますよ、間違いない。 

  それから、空き家保育というんでしょうかね、そういうことについてはいかがかな、

検討してほしいということじゃが、そら検討はしてみますが、シルバーで年配の方が

いつでも見たげますいうサークルあるんですね。かなり使っておるそうです。私も実

態、中身はよく知らないんですが、そこらのかかわりがあって、余りそんなことでき

るんかなと思うたりするんですが、一応どういう社会の展開になるかわかりませんの

で、女性がより社会進出率が高くなるということになると、その必要性も出てくるか

もわからんということを思うと、検討していただきたいということですから、検討を

させていただきたい、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それから、今の施設の件については早くということですが、ちょっとどうなんかな、

府中の旧中の体育館はあれを改修すべきか、ひょっとして移転して、もっと奥のほう

へ持っていって、武道館でも建てて、そんなかからんと思う、もっと使い勝手よいの

にするにはどうしたらええかということも考えておりますので、いろんな施設の耐震

も考えますが、この旧中の体育館にはそういうものも含まれとるんだということもこ

の際申し上げておきたいなと、こういうことで、まだ決まったわけじゃありませんが、

内々での検討の中でそういう論議を私がしとる、ほかの職員がしとるいうわけじゃな

い、私がしとると、こういうことでございまして、できるだけこれからの時代にどう

あるべきかということを早期に検討しながら、期待に、新しい施設になっとれば、も

う耐震が加味されてる。今の本当コンクリート館よね、これ改修するいうたら物すご

くかかりますよ。かかるが、そういうのはあっこのバランス、レイアウトの全体の施

設のバランスというのも考えたほうがより使い勝手がいいかなと、ここを仮に今の体
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育館と下げてあそこを駐車場にしたらもっとより利便感があるかな、それは今すぐで

きゃあしませんが、新の進入路はそれに向かって入ってくるということを検討しとる

んじゃが名案がないということなんですが、あっこのちょうど１号幹線の大きな幹線

が入っております。あっこに４メーター遊んどるんよね。それらが活用していい進入

路ができんかなというような過去からいろいろと検討もしておるんだということで、

全体のバランス、周辺の行政というものからまたより利便がいい施設にしていきたい

と、こう思っとるんだということをつけ加えておきたい。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） ほかにございませんか。 

  １８番林議員。 

○１８番（林  淳君） 自分の意見と、並びに町長への質問をいたします。 

  失われた２０年と言いますけど、９１年に実は土地バブルがはじけましたよね。そ

れ以来、実は日本はだから２３年になりますか、経済ずうっと下がり放しですよね。

中で１％前後で上がった年もあるんですけど、その間日本の国内総生産というのは、

たしか僕の記憶では一番ピークが５３０兆円ぐらいいってるのが、一番下がった年は

４８０兆円ぐらいでした。８８％に下がってる。それがやっぱり 大の今の日本の原

因ですね。不況だと言われる原因はそこにあるというふうに思ってます。 

  その間、いろいろ例えば新自由主義経済なんていうのは、実は８０年代に中曽根総

理が始まって以来、いろいろ小泉さんがまたもう一度市場経済ですとかという形で入

れてきたけども、結局、より事態を深刻化させてだけで経済は悪化したというのが、

この二十三、四年間の大きな流れだというふうに思ってます。その間、じゃあ国民の

暮らしはどうかっていうと、一つは、９７年が橋本内閣のときが一番実は労働者の賃

金が高かったと言われてまして、その当時が四百六十何万円位ですかね、今大体

６０万円下がって、大体４０９万円とか４０７万円とかというような数字がいろんな

ところへ出てますけども、要するに、その間ずうっと労働者の賃金は下がり始めたん

ですね。そのことが税収を、国の税収も減らす、町長もこの後の中で書かれているよ

うに、町税も減らしていく、日本の経済全体を悪化させていってデフレ経済に持ち込

んできてる。 

  実はもう簡単に言ってしまうと、僕はこういった経済を立て直すは、このたび

１２月の総選挙で成立した安倍内閣が言ってる３本の矢と言って、アベノミクスなん
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てマスコミがもてはやしてますけど、これは絶対間違いだと思ってます。経済原則に

反します。増税をするでしょう。その次に、それは増税をするということは国民の懐

のお金を国が吸い上げていくということですけども、それから社会保障制度は改悪す

るでしょう。それは税金を上げたりですね、制度を切り下げたりするわけですから、

これも国民の負担になります。そして、なおかつ公共事業、これは今まで失敗の例が

土建国家だと言われてた時代に示されてるように、失敗してるということは明らかな

んです。それを今回の補正で１０兆円を超えるだけの補正をして、公共事業に回すと、

幾らか学校耐震化のほうにも回ってきてると思うんです、その一部が。だけども、そ

れは国債で出すんですね。だから、賃金が下がっただけじゃないんですよ。賃金が下

がったのは大変です、平均で６０万円年収が下がったわけですから。でも国債いうの

は、結局国民が税金で払っていかなきゃあいけないもんです、今度１０兆円超えまし

たけども。そうすると、２４年度の予算は、決算では１００兆円を超えるということ

になります。そうすると五十数兆円が国債ですね。例えば仮に５０兆円だとしたら、

国民一人頭何ぼ、結局国民が借金したことになります。恐らく正確に言うと、恐らく

四十六、七万円ぐらいだろう思うんですけども、賃金は下がっとる上に借金をしてる。 

  今度公共事業を積極的に行うということで、安倍さんが今まで言ってるのでは、

２００兆円を使うということを言うんですね。しかし、彼のお金ではありません。国

には金がないんだから、結局国民から搾り取る。形としては赤字国債ということにな

ろうと思います、あるいは建設国債も含まれるかもわかりませんけど、いずれにして

も膨大な借金を積み上げながら、増税をしながら、ということは内需がだんだん縮小

しよるんですね。内需が拡大する以外に、経済原則ですよ、これはね、景気よくなり

ません。日本は８８％まで下がったと言いましたけど、その間ヨーロッパなんかで今

ＥＵなんか随分苦労してますけども、これらの国でも１３０ぐらいは大体いってるん

ですよね、この間ね。いいところは１５０とか１８０みたいな中国みたいな国もあり

ますけども。だから、経済原則に反するこというのは、絶対に僕は長期的に見るとう

まくいかないと思います。 

  先ほどの質問者あるいは町長の答弁の中でもありましたように、確かに来年の消費

税を目当てにこの１０月ぐらいまでに２％ぐらいまでの経済復興しないと回復しない

と、１０％にする消費税も引き上げられないような状況をつくっておりますので、そ

のために大盤振る舞いはすると思いますが、そんなに長くは続きません。しかも、国
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民の預貯金といっても、大部分が大企業などのお金だと思うけども、それが大体今

１，４５０兆円あるけども、もう大体限界に来てますよね。今のように毎年４０兆円

ある。２４年はこれまでの史上 高ですけど、恐らく五十数兆円になると思いますけ

ども、そういうのを続けるわけにいかないわけですね。 

  だから、もうあと残ってるのは、恐らくすごい僕は５％上げた途端に不況がやって

くると思ってますけども、もっても恐らく２５年、２６年春ぐらいまでしかもたない

いうのは、町長も先ほどのあの質問者も大体似通ってます、僕も。カンフルですから、

どれだけもつか。そんなに長くもちません。あと、やるいうたら、また景気をもっと

悪くする消費税ぐらいしかないですね、ほかに持ってくるところない。だから、財界

などは２０％までは上げなさいよというのが主張ですから、そして歴代の内閣これを

ずうっと踏襲してますね、言われたとおりやってきてますから、今２０％っていうの

目標ですけれども。 

  僕はだから今景気を回復するのに一番の手は賃金を上げること、ボーナスを上げる

こと、大体、僕去年こういう記事を読んだんだけど、去年の２月か３月ごろに日本の

海外投資５５５兆円というのがありました。これは大部分が大企業の投資ですよ。日

本の国の中に使わないで、内需が冷え込んでますから、つくっても売れないから、海

外へ行く。現地が市場になる。現地の労働者を雇う、何百万人て雇ってますからね、

日本の企業だけで、海外で。そういう方向にずうっと進んでるんですね。５０５兆円

の海外投資してる。それはその時点の金額。現在は２６７兆円の内部留保を持ってる。

ここにしかお金はないんですね。国は国債という大赤字、一時の借金なんか入れたら

１，０００兆円近い借金してます。国民もどんどん、どんどん減ってきて、賃金も減

って目減りしてて、生活がぎりぎりのところまで来ている。また、２００兆円の投資

をするという、公共事業に投資をするという、これも借金する。税金も来年の１０％、

消費税を上げる。それ以外の税金も上げる。そういうような状態の中で救いがあるの

は、出るか出ないかわからんけど、大企業がため込んだ２６７兆円の内部留保と言わ

れてるお金と、海外にも豊かに投資をしてますから、だから今のまま進むと、大企業

を 優先という方針ですから、恐らくもう２年たったらあれでしょう、東北の大震災

があったんで、もうちょっと延ばしてくれいうて、たしか２年間ほど大企業にも申し

わけないけど、ちょっとつき合うてやということで、二、三％ですかね、猶予しまし

たが、それが切れたら２５％、かっては４５％だった法人税が２５％になり、２０％
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までやるって言ってるんですね。消費税は２０％上げるが、法人税は２０％まで下げ

るというのが今の基本的な方針だと思います。大企業の要望だけど、それにずっと沿

ってきてますから、そうならざるを得ないと思う。 

  そういう意味からして、僕はそういう経済状況だという認識でこの町長の施政方針

を読ませていただきました。まさに苦衷の施政方針だと思いました。苦しんでらっし

ゃるな、先ほどの答弁を聞いても僕と一致するところがすごく多い、見方としては。

しかし、町政をつかさどる町長としては、こういう言い方しかできないと思います。

ほかに方法はないと思うんですね。僕はそういう意味で、いや、いろいろやっぱり立

派だなと思いました。 

  ただ、やっぱり今度の議案の中にも出てきてるし、それも苦衷の選択だったかもわ

からないけど、職員の住宅手当、それから退職金、これのカットとかいうのは僕は理

解していただけると思うけど、全ての市町でそういうことをやる、国家公務員は国が

やる、民間もそれに倣って下がってくる、そういうことになると思うんで、僕は苦衷

の選択だけど、これには反対する、町長もそれはわかってて出したのかもしれないけ

れども、僕はそういう明らかに間違った方針、不景気を助長するような方針いうのは

僕は反対します。それはもう止むを得ない。賛成できないですね。間違ってるからと

いう、僕の理解から言いますとね。 

○議長（中村 勤君） 林議員、議案に入ってますから。 

○１８番（林  淳君） 質問します。だから、それは経済認識についての違いであっ

て、議案というのは、ここの３つ目の、一方国内とか、２番目の経済環境としてはと

か、国内環境としてはというところに関する私の意見です。 

  そして、質問に移りますが、質問は私以前にも話したことあると思うんですけども、

やはり町としてそういう経済的に逼迫している人たちを援助するっていうか、いう政

策としてかなり効果があるのは、一つは、公契約制度っていうことで、たしか千葉県

の野田市が日本で初めて実施したというふうに聞いてますけど、要するに、府中町が

発注する契約の中に労働者の賃金などを幾ら以上でやりなさいというような細かいこ

とを言いませんが、そういう附帯項目がついてるのが入札の条件なんですね。そうい

うのができないかどうか。 

  それからもう一つは、これは一度提案されておりますが、住宅リフォーム制度、お

隣の海田町でも、もう県内でも幾つかの恐らく７つか８つぐらいの市町で実施してる
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んですが、随分好評でして、海田はたしか８００万円で１億数千万円の需要があった

とかいうようなことを聞きましたが、やっぱり十数倍から２０倍ぐらいの需要があっ

て、町民も随分喜ばれてる。もちろん一番喜んだのはその町内の業者なんですけども

ね。そういうことを検討していただけないか、ここの中に書いてないので、その質問

です。もう検討されたかもわからんけど、だめだったというケースもあるかとも思い

ますが。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 質問は 後の１つだけですね。公契約制度については、まだ

論議をしたことがないんでね、どういう考えがあるかいうのは私もちょっとよく知ら

ないんで、ちょっと自治レポートなんかで書いて、よそのね、今おっしゃるようにあ

るんですが、それがいいということになれば、今後論議の中に加入しながら、ほいじ

ゃあ今そういうものを導入するとは言えませんが、一応意見としてお聞きをしながら、

今後内部によって検討をしていく、こういうことで建設部長、頭の中へ入れといてい

ただくと、こういうことにさせていただいたらと、このように思うんですが、それで

よろしいでしょうか。 

                   （１８番林君「結構です」と呼ぶ） 

  以上でございます。 

                   （１８番林君「・・・ともですか、２つ」と 

                    呼ぶ） 

  これはいろんなこの民間事業を引き出すのも、これは今の社会の中で一番大切なこ

とだろうと思うんですが、やっぱり極端に言いますと、まちづくりの全容を見ますと、

もうピークは七、八年かなと、こういう気がするんです。そうすると、今後やっぱり

ハードからソフトへおのずといかにゃあいけん時期が来ると思う。そういういつごろ

からそれは今のあれでしょう、先ほど来お話があるこの公共下水道も３０年ぐらいて、

もうピーク過ぎる。学校の耐震改修も２７年、過ぎる。ひょっとしたらこの区画整理

も五、六年したらどうなるかわかりません、おおむね見当がつくようになると、その

ころから重ねてどうソフト面に軟着陸する。しかし、大きな金額は要りませんが、公

共事業は限りなくありますよ。先ほどお話がありましたメンテナンスも含めて限りな
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いんですが、今までのような大きな金額は要らないと、そうすると、今の公債費の実

態から見ても、どんどん減しながら行政できるいう時期も来るんじゃないか。そこら

どうにらみながら、リフォームとか太陽光とか、これは民間活力を上げていく、そう

いうものに転換をしていく時期はそう遠いことはない、そういう時期も来るというふ

うに私は考えておるということで、ほいじゃあ来年から検討しますとは言いませんが、

そういう時期は来るというふうに自分では常に思っておるということで、余り前向き

にないと言われりゃあ、そうかもわかりませんが、全体の行政のバランスからすると、

そうしか仕方がないということで御理解をいただければこの上ないと、このように思

っております。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） ないようでございますので、以上で施政方針を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） ちょっと早いですが、ここで昼食休憩に入りたいと思います。

再開は１３時、午後１時に再開をいたします。休憩。 

（休憩 午前１１時４６分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

○議長（中村 勤君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 日程第３に入りますが、お手元の日程に登載してある各議案は、

平成２５年度予算並びにそれらの関連議案でありますので、一括議題に供したいと思

いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） 御異議なしと認めます。よって、日程第３、第１１号議案、府

中町特別職の職員で常勤のものの給料の額の特例に関する条例の一部改正について、

日程第４、第１２号議案、府中町教育委員会教育長の給料の額の特例に関する条例

の一部改正について、日程第５、第１３号議案、府中町職員の給与に関する条例等

の一部改正について、日程第６、第１４号議案、府中町職員の退職手当に関する条
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例等の一部改正について、日程第７、第１７号議案、府中町国民健康保険税条例の

一部改正について、日程第８、第４号議案 平成２５年度府中町一般会計予算、日

程第９、第５号議案、平成２５年度府中町土地取得特別会計予算、日程第１０、第

６号議案、平成２５年度府中町国民健康保険特別会計予算、日程第１１、第７号議

案、平成２５年度府中町下水道事業特別会計予算、日程第１２、第８号議案、平成

２５年度府中町介護保険特別会計予算、日程第１３、第９号議案、平成２５年度府

中町後期高齢者医療特別会計予算、以上を一括議題に供します。 

  理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 第１１号議案 平成２５年３月８日提出。 

  府中町特別職の職員で常勤のものの給料の額の特例に関する条例の一部改正につい

て。 

  府中町特別職の職員で常勤のものの給料の額の特例に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

                             府中町長 和多利義之 

  続いて第１２号議案 平成２５年３月８日提出。 

  府中町教育委員会教育長の給料の額の特例に関する条例の一部改正について。 

  府中町教育委員会教育長の給料の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

                             府中町長 和多利義之 

  第１３号議案 平成２５年３月８日提出。 

  府中町職員の給与に関する条例等の一部改正について。 

  府中町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

                             府中町長 和多利義之 

  第１４号議案 平成２５年３月８日提出。 

  府中町職員の退職手当に関する条例等の一部改正について。 

  府中町職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

府中町長 和多利義之 

  第１７号議案 平成２５年３月８日提出。 

  府中町国民健康保険税条例の一部改正について。 
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  府中町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

                            府中町長 和多利義之 

  第４号議案 平成２５年３月８日提出。 

  平成２５年度府中町一般会計予算。 

  平成２５年度府中町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３８億１，４７０万６，０００ 

  円と定める。 

 ２ 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。 

  （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる 

  事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

  （地方債） 

 第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことのできる地方債の起債 

  の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

  （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの 高 

  額は、１５億円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費 

  の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係 

  る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流 

  用。 

                             府中町長 和多利義之 

  第５号議案 平成２５年３月８日提出。 

  平成２５年度府中町土地取得特別会計予算。 

  平成２５年度府中町の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３万円と定める。 

 ２ 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。 

                             府中町長 和多利義之 

  第６号議案 平成２５年３月８日提出。 

  平成２５年度府中町国民健康保険特別会計予算。 

  平成２５年度府中町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５３億７，１９０万８，０００円 

  と定める。 

 ２ 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。 

  （歳出予算の流用） 

 第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費 

  の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内 

  でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 （２）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係 

  る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流 

  用。 

                             府中町長 和多利義之 

  第７号議案 平成２５年３月８日提出。 

  平成２５年度府中町下水道事業特別会計予算。 

  平成２５年度府中町の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９億５，０９０万円と定める。 

 ２ 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。 

  （地方債） 

 第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債 
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  の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費 

  の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係 

  る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流 

  用。 

                             府中町長 和多利義之 

  第８号議案 平成２５年３月８日提出。 

  平成２５年度府中町介護保険特別会計予算。 

  平成２５年度府中町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１億８，７２４万２，０００円 

  と定める。 

 ２ 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。 

  （歳出予算の流用） 

 第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費 

  の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内 

  でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                             府中町長 和多利義之 

  第９号議案 平成２５年３月８日提出。 

  平成２５年度府中町後期高齢者医療特別会計予算。 

  平成２５年度府中町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億１１９万３，０００円と定 

  める。 

 ２ 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。 
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                             府中町長 和多利義之 

  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（中村 勤君） 以上で提案説明を終わります。 

  この件につきましては、慣例によりまして、議員全員で構成する平成２５年度予算

特別委員会を設置し、これに付託の上、質疑を含めて審査することにいたしたいと

思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） 御異議ないようですので、１８名の委員をもって構成する平成

２５年度予算特別委員会を設置し、これに付託の上、質疑を含めて審査することに

決定をいたしました。よって、平成２５年度予算特別委員会を設置し、予算及び予

算関連議案を付託いたします。 

 

（予算特別委員会設置） 

 

○議長（中村 勤君） 委員の指名でございますが、１８名の委員とは全議員でござい

ますので、発表は省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） 御異議ないようでございますので、そのようにいたします。 

  審査に要する費用については、予備費を充当したいと思います。 

  町長、よろしいでしょうか。 

○町長（和多利義之君） はい。 

○議長（中村 勤君） よろしいということですので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、予算特別委員会の正・副委員長を互選したいと思いますので、第１委員

会室において予算特別委員会を開催いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） しばらく休憩をいたします。第１委員会室へ移動をお願いいた

します。 

 （休憩 午後 １時１６分） 

 

 （再開 午後 １時３０分） 
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○議長（中村 勤君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 休憩中に予算特別委員会が開催されまして、正・副委員長が決

定いたしましたので、発表いたします。 

  委員長に２番 中井議員、副委員長に１４番 岩竹議員と決定いたしました。 

  それでは、御挨拶をお願いいたします。 

  予算特別委員会委員長からお願いいたします。 

  ２番中井委員長。 

○２番（中井元信君） 皆さん、こんにちは。このたびは予算特別委員会の委員長とい

う大任をお受けすることになりました。皆さんの御協力のもと府中町民のいよいよ

の繁栄、また幸福のために、我々の審議が本当にベストに尽くされていくように一

生懸命働いてまいりたいと思います。言葉が足りませんけども、一生懸命頑張って

まいりますので、どうぞ皆さんの御協力をお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

（拍 手） 

○議長（中村 勤君） 続いて、予算特別委員会副委員長、お願いいたします。 

  １４番岩竹副委員長。 

○１４番（岩竹博明君） 予算特別委員会副委員長として選任いただきました岩竹博明

です。委員長をしっかりと補佐して、慎重審議、議事運営に当たりたいと思います。

一生懸命務めますので、議員皆様の御支援をよろしくお願いします。 

（拍 手） 

○議長（中村 勤君） ありがとうございました。御両人におかれましては、よろしく

お願いいたします。 

  それでは、あす３月１２日から予算特別委員会の審査に入っていただきたいと思い

ます。よって、本会議は３月１４日まで休会とし、３月１５日に再開したいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会とい

たします。御苦労さまでございました。 

（散会 午後 １時３３分） 
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