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                  開会             （９時 30分）  

○吉本議長  おはようございます。  

  議場内では録音に支障を来すため、携帯電話の電源をお切りください。  

  ただいまから、平成 29年第１回岩出市議会定例会を開会いたします。  

  直ちに本日の会議を開きます。  

  本日の会議は、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告、市長の施政方

針、議案第２号から議案第 26号までの議案 25件につきましては、提案理由の説明で

す。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  会議録署名議員の指名  

○吉本議長  日程第１  会議録署名議員の指名を行います。  

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第 81条の規定により、福山晴美議員及び

梅田哲也議員の両名を指名いたします。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第２  会期の決定  

○吉本議長  日程第２  会期の決定を議題といたします。  

  お諮りいたします。  

  本定例会の会期は、本日から３月 24日までの 23日間とすることにご異議ありませ

んか。  

（「異議なし」の声あり）  

○吉本議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、本定例会の会期は、本日から３月 24日までの 23日間と決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第３  諸般の報告  

○吉本議長  日程第３  諸般の報告を行います。  

  本定例会に説明員としての出席者の職、氏名は、配付の写しのとおりであります。  

  次に、本定例会に市長から提出のありました議案等は、配付のとおり議案 25件と

報告２件であります。  

  次に、平成 28年第４回定例会から平成 29年第１回定例会までの会務の概要は、配

付の議長報告書のとおりであります。  

  次に、平成 28年度市議会議長会関係について、事務局から報告させます。  

○事務局  市議会議長会関係について、報告いたします。  



－4－ 

 

  平成 29年２月６日月曜日、和歌山市のホテルグランヴィア和歌山で、平成 28年度

和歌山県市議会議長会第３回総会が開催され、正副議長が出席いたしました。  

  主な内容は、新任正副議長の紹介では、紀の川市議会の副議長の紹介、和歌山県

市議会議長会長である和歌山市議会議長の挨拶、開催市である和歌山市長の挨拶、

平成 28年度永年勤続職員５名の表彰が行われました。  

  引き続いて、和歌山市議会議長の進行で議事が進められました。報告事項につき

ましては、前回の議長会総会から今回の議長会総会までの会務報告、引き続いて、

協議事項では、平成 29年度議長会関係役員市の内定について協議を行い、和歌山県

市議会議長会会長、近畿市議会議長会支部長、全国市議会議長会理事に和歌山市、

和歌山県市議会議長会副会長、近畿市議会議長会理事、全国市議会議長会評議員に

岩出市と御坊市、和歌山県市議会議長会監事に田辺市と橋本市、全国市議会議長会

建設運輸委員に岩出市、全国市議会議長会共済会代議員に田辺市と橋本市、全国広

域連携市議会協議会相談役に海南市、全国広域連携市議会協議会理事に御坊市と紀

の川市、自治体病院経営都市議会協議会理事に田辺市と橋本市、石油基地防災対策

都市議会協議会副会長に有田市、全国高速自動車道市議会協議会理事に新宮市の内

定を行いました。  

  最後に、平成 29年度和歌山県市議会議長会第１回総会の開催市と期日について協

議を行い、開催市につきましては御坊市で、期日は平成 29年５月 12日金曜日に開催

することを決定し、平成 28年度和歌山県市議会議長会第３回総会を閉会いたしまし

た。  

  以上です。  

○吉本議長  以上で、諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第４  市長の施政方針  

○吉本議長  日程第４  市長の施政方針を行います。  

  市長。  

○中芝市長  皆さん、おはようございます。  

  春暖の候、議員の皆様には、ますますご健勝にてご活躍のこととお喜びを申し上

げます。  

  また、平素は、岩出市発展のため、市行政全般にわたり、種々格別のご支援とご

協力を賜り、深く感謝申し上げます。  

  本日、平成 29年第１回岩出市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様
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におかれましては、何かとご多忙のところ、ご出席をいただき、開会できますこと

に厚くお礼を申し上げます。  

  本定例会に上程しております、平成 29年度一般会計当初予算案を初めとする諸案

件のご審議をいただくに当たり、市政運営における所信の一端と新年度における主

な施策の概要を申し上げます。  

  我が国の経済は、アベノミクスの取り組みのもと、雇用・所得状況に改善が見ら

れ、緩やかな回復基調が続いているものの、個人消費及び民間設備投資は、所得、

収益の伸びと比べると、力強さを欠いた状況となっています。  

  また、和歌山県内経済も、緩やかに持ち直していると言われていますが、引き続

き動向を注視していく必要があります。  

  このような状況の中、昨年４月から第２次長期総合計画後期基本計画及びまち・

ひと・しごと創生総合戦略に基づき計画的にまちづくりを進めており、本年を地方

創生の幕あけの年と位置づけ、さらなる地域の特性を生かした施策により地域の発

展と活性化を進めるとともに、引き続き、市の将来像である「活力あふれるまち  

ふれあいのまち」の実現に向け、健全財政の堅持を財政運営の軸として、平成 29年

度予算の編成に取り組んでまいりました。  

  歳入においては、公平・平等な課税による市税の確保を初め、国・県補助金の活

用など、また、歳出においては、徹底したコスト意識を持つとともに、事業の目

標・目的の再検証を行い、防災・災害対策、浸水対策、下水道整備、観光振興及び

学力向上に重点を置いた予算を計上しており、平成 29年度の一般会計予算案は 152

億 1,500万円で、浸水対策事業などの普通建設事業で減少要因があったため、対前

年度比は 1.9％の減となりましたが、特別会計などを含めた総予算額は 307億 417万

2,000円で、対前年度比は 0.2％増の予算となりました。  

  なお、現在、国において、平成 29年度予算、予算関連法案が審議されているとこ

ろであり、市の予算編成時において、国・県の方針が明確でないものもあることか

ら、必要に応じ、補正予算での対応も必要かと考えております。  

  続いて、主な施策の概要について申し上げます。  

  まず、地方創生関係についてでありますが、昨年度策定しました岩出市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に基づき、観光分野を柱に国の交付金を活用して、さまざ

まな施策を講じているところでありますが、地方自治法が改正され、地方公共団体

間の柔軟な連携を可能にする連携協約の制度が導入されました。  

  地方創生を推進していく上においては、広域連携は条件の１つになることから、
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和歌山市を連携中枢都市として、海南市、紀の川市、紀美野町及び岩出市の４市１

町で圏域の形成に向けて協議を進めているところであります。  

  次に、防災対策についてでありますが、住民の自助・共助の意識高揚を図るため、

毎年開催している地域防災訓練を、平成 29年度からは、 10月の第４日曜日に開催し、

ことしは 10月 22日の日曜日に、市内７会場にて実施する計画であります。市民の皆

様が多数参加いただけるよう、訓練内容の充実を図ってまいります。  

  また、住宅の耐震化促進事業につきましては、南海トラフや中央構造線を震源地

とする大規模地震などの震災に対し、住宅の安全性の向上を図り、地震に強いまち

づくりを進めるため、引き続き旧耐震基準住宅を対象に、耐震診断や耐震改修等に

対する補助を実施するほか、耐震改修に比べて、安価に施工できる耐震ベッドやシ

ェルターの設置に対する補助も実施してまいります。  

  次に、子育て支援施策についてでありますが、次代を担う子供たちが心豊かで健

やかに育つよう、岩出市子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援施策を実

施しているところで、今年度は、待機児童の解消と、さらなる保育サービスの充実

に向けて、小規模保育事業の新規認可や地域子育て支援事業の総合的・計画的実施

と、児童虐待対応に係る体制を強化してまいります。  

  また、母子保健事業につきましては、母子の健康保持・増進、病気の予防や早期

発見、乳幼児虐待予防など、妊婦・出産期からの切れ目のない継続的な支援を行っ

ており、平成 29年度は、少子化の抑止を図るため、不妊治療費助成事業の充実を図

ってまいります。  

  次に、健康づくり施策についてでありますが、がんの早期発見と早期対応により、

がん死亡率を減少させるため、引き続き、各種がん検診の受診率向上に向け、受診

勧奨、周知と啓発に努めるほか、企業等との連携協力体制を構築する取り組みを進

めるとともに、精密検査受診率の向上を図ってまいります。  

  国民健康保険につきましては、特定健診や人間ドック、脳ドック事業などの健診

事業に加え、今年度、データヘルス計画を策定し、医療費や疾病の状況を分析する

こととしており、保健事業を効率的かつ効果的に推進するとともに、市民の健康意

識の向上や疾病予防等を推進し、医療費の適正化を図ってまいります。  

  また、負担の公平性の観点から、国保税の徴収強化による財源確保に努めてまい

ります。  

  なお、医療費は全国的に増加の一途をたどり、本市においても急激な伸びを見せ

ています。その一方、国保加入者の減少や高齢化により、国保税収入の増加が見込
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めない状況であることに加え、平成 30年度からの国保運営の広域化も見据え、今般、

国保税率について見直しを行うこととしております。  

  詳細につきましては、今議会において、国民健康保険税条例の一部改正について

の議案を上程しておりますので、ご理解の上、ご承認を賜りますようよろしくお願

いをいたします。  

  次に、高齢者福祉施策についてでありますが、誰もが住みなれた地域で、生きが

いを持って暮らすことができるよう、医療、介護、予防、生活支援サービスを一体

的に提供する地域包括ケアシステムの構築を進めるとともに、地域住民の支え合い、

助け合いによる、高齢者の自立支援に向けた体制づくりの構築を図ってまいります。  

  また、認知症の方とその家族に対する支援として、認知症サポーターの養成や専

門職による初期の支援体制の整備など、認知症施策の充実に取り組んでまいります。  

  介護保険につきましては、平成 30年度からの介護保険制度改正を見据え、第７期

介護保険事業計画等の策定を行い、また、制度の安定的運営を図るため、給付の適

正化と介護予防の充実に取り組んでまいります。  

  次に、地域福祉施策についてでありますが、現在策定中の第２期岩出市障害者計

画とともに、平成 29年度に第５期岩出市障害福祉計画を策定し、全ての市民が障が

いの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生

する地域社会の実現を目指し、障害福祉の充実を図ってまいります。  

  また、生活保護につきましては、今後も稼働能力のある被保護者に対する就労指

導を行うなど関係機関と連携し、適切なケースワークに努め、生活保護の適正な運

営を図ってまいります。  

  人権施策につきましては、岩出市人権施策基本方針に基づき、市民一人一人の人

権が尊重され、心安らかに、住みよい豊かな生活を市民が享受できる社会の実現に

向け、地域に根差した人権教育・啓発活動を推進するとともに、人権相談業務を継

続して実施してまいります。  

  また、昨年 12月に施行された部落差別の解消の推進に関する法律の基本理念に基

づき、差別解消に向けた相談体制の充実や教育啓発をより一層進めてまいります。  

  次に、ごみの減量化についてでありますが、家庭系可燃ごみの排出量は、一定の

減量が図られておりますが、引き続き、ごみの減量と分別を徹底していただくため、

排出された家庭系可燃ごみ袋の実態調査見学会の開催など、啓発活動を強めるとと

もに、集団資源回収事業を初め、ごみの減量化に取り組む方々への支援を推進して

まいります。  
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  また、事業系ごみにつきましても、排出量が多い事業者に対する指導の強化やエ

コショップ・エコオフィス認定制度などの取り組みを進めるなど、ごみの種類ごと

に、現状を把握した上で、計画的かつ効果的な減量化を進めてまいります。  

  なお、これまでの自転車のリサイクルに加え、家具のリサイクル導入に向け、リ

サイクル工房等の施設整備に取り組んでまいります。  

  次に、道路整備についてでありますが、交通安全対策事業の歩道設置事業として、

市道山西国分線、通称農免道路の曽屋・堀口地区で、用地取得、物件補償及び設置

工事を行い、新規箇所の住吉川付近、川尻地区、水栖地区、西国分地区では、それ

ぞれ測量設計業務に取り組むとともに、市道根来北大池線ほか、通称広域農道では、

観光振興にもつながるねごろ歴史の丘の歩道設置工事を行い、歩行者の安全確保に

努めてまいります。  

  また、交差点改良事業として、市道山西国分線では、市道西安上中黒１号線との

交差点において工事を行い、市道相谷中島線との交差点及び市道西国分８号線と国

道 24号との交差点では測量設計業務を行い、交通渋滞対策に取り組んでまいります。  

  防災対策としての道路整備につきましては、市道西野備前２号線、市道北大池６

号線において、来るべき災害や緊急時に備え、広い幹線道路へ円滑に出られるよう

生活道路の環状化に取り組んでまいります。  

  次に、浸水対策についてでありますが、大町、高瀬、西野地区の浸水被害の解消、

軽減を図るため、県道泉佐野岩出線内において、昨年より大町排水路設置工事を行

っており、平成 29年度完了に向け取り組んでまいります。今後も農林水産省の国営

総合農地防災事業や県河川の改修等、国や県と連携を図り、市内の浸水対策事業を

効率的・効果的に実施してまいります。  

  次に、根来寺周辺観光促進事業についてでありますが、昨年４月１日に、本市の

観光振興の拠点となる、ねごろ歴史資料館並びに旧和歌山県議会議事堂 (一乗閣 )が

オープンし、周辺の根来ＳＬ公園、岩出図書館、根来寺などをあわせた周辺地域一

帯をねごろ歴史の丘とし、観光振興を進めてきたところです。  

  市では、さらなる観光振興を図るため、ねごろ歴史の丘を、来る４月に道の駅と

して登録を受けるべく協議を進めているところで、国の平成 28年度補正予算により

地方創生拠点整備交付金を受け、新たに団体客向けトイレ、案内休憩施設、物品販

売所などを備えた施設の建設を進め、観光拠点として一層の充実を図ってまいりま

す。  

  この道の駅では、和歌山県の広域観光情報の発信と、県内特産品を取りそろえる
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ことにより、和歌山県の玄関口として多くのお客様にご利用いただけるよう目指し

てまいります。  

  次に、下水道事業についてでありますが、トイレの水洗化、生活環境の改善、公

共用水域の水質保全を図るため、計画的に下水道整備を進めているところであり、

平成 28年度末の下水道普及率は 32％となる見込みで、平成 29年度は、市内 45ヘクタ

ールの整備を進めてまいります。  

  また、下水道事業の効率的・安定的な運営のためには、供用開始区域内の皆様に、

早期に接続していただくことが重要であることから、下水道工事着手前から接続の

ＰＲを行い、より一層の普及促進に努めてまいります。  

  次に、水道事業についてでありますが、給水戸数は若干増加しているものの、１

戸当たりの使用量は減少しており、給水収益の減少が予測される中、給水コストの

削減と有収率の向上を図るための諸施策を講じてまいります。  

  また、施設の経年化が進むことで、改築更新への投資の増大が予想されることか

ら、中長期的な更新計画を策定し、投資の平準化と更新費用の縮減化による財政負

担の軽減を図り、安全・安心でおいしい水の安定供給に向け、各事業を進め、健全

経営に取り組んでまいります。  

  次に、教育委員会関係についてでありますが、教育委員会では、確かな学力の育

成と文化・スポーツの振興を重点に取り組んでまいります。  

  まず、学校教育においては、確かな学力、豊かな心、健やかな体といった知・

徳・体のバランスのとれた児童生徒を育成するために、積極的に事業を展開してま

いります。  

  特に、学力向上を喫緊の課題とし、全国学力・学習状況調査及び岩出市テスト、

和歌山県学習到達度調査等により、小学３年生から中学３年生までの学力や学習状

況等を継続的に把握し、児童生徒の実態に応じた学習指導を行ってまいります。  

  また、小中学校での補充学習や中学校での土曜学習教室の実施とともに、小中学

校において学校図書館を活用した学習活動を岩出図書館と連携し、積極的に推進し

てまいります。  

  次に、生涯学習分野では、青少年の健全育成の取り組みとして、青色パトロール

の巡回や通学路に設置している子ども見守りカメラの運用とともに、夏休みや冬休

みなどの街頭補導の実施、登下校時のあいさつ運動、見守り活動などを実施し、家

庭・学校・地域・行政の連携はもとより、関係機関、各種団体との連携を強化して

まいります。  
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  また、生涯学習の充実と生涯スポーツの推進につきましては、市民一人一人が生

きがいを持って人生を送ることができるよう、市民の健康増進、体力向上を目指し

て、関係団体との連携のもと、多様で魅力ある学習・スポーツ機会の提供を図りま

す。  

  なお、堀口プール、東公園プールの２施設が築 40年近く経過し、老朽化が進んで

いることから２施設を統合し、新たに浄水設備などの災害対応機能を有するプール

として、岩出市民総合体育館敷地内に建設を進めてまいります。  

  また、高齢者が幾つになっても、生き生きと心身ともに健康で充実した日々を過

ごすことができるよう、健康増進と人との交流を深めるため、高齢者用スポーツ施

設整備にも取り組んでまいります。  

  また、文化・芸術活動の活性化や歴史・伝統文化の振興にも取り組んでまいりま

す。  

  次に、岩出図書館についてでありますが、４月１日から利用カード登録対象者の

範囲を、従来の岩出市内在住・在学・在勤者に加え、和歌山県内在住者、近畿大学

生物理工学部在学・在勤者に拡大し、より多くの方々に図書館をご利用いただくこ

ととしております。なお、平成 29年度には、岩出図書館入館者 200万人を達成する

見込みであります。  

  以上、市政運営における所信の一端と、新年度における主な施策の概要を申し上

げましたが、議員並びに市民の皆様のご理解とご支援を心からお願いを申し上げま

して、私の施政方針とさせていただきます。  

○吉本議長  以上で、市長の施政方針を終わります。  

  市長の施政方針につきましては、会議終了後、その写しを全議員に配付させてい

ただきます。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第５  議案第２号  専決処分の承認を求めることについて（平成 28年度岩  

        出市一般会計補正予算第４号）～  

   日程第 29 議案第 26号  平成 29年度岩出市水道事業会計予算  

○吉本議長  日程第５  議案第２号  専決処分の承認を求めることについて（平成 28

年度岩出市一般会計補正予算第４号）の件から日程第 29 議案第 26号  平成 29年度

岩出市水道事業会計予算の件までの議案 25件を一括議題といたします。  

  提案理由の説明を求めます。  

  市長。  
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○中芝市長  ただいま議題となりました諸議案について、ご説明申し上げます。  

  今回、ご審議をお願いする案件につきましては、専決処分の承認を求める案件が

１件、条例案件が 10件、平成 28年度補正予算案件が４件、市道路線の認定に関する

案件が１件、相互救済事業の委託に関する案件が１件、事務の委託に関する規約の

変更に関する協議案件が１件、平成 29年度当初予算案件が７件の計 25件であります。  

  まず初めに、専決処分の承認を求める案件についてご説明をいたします。  

  議案第２号  平成 28年度岩出市一般会計補正予算第４号についてでありますが、

既決の予算の総額に２億 2,500万円を追加し、補正後の予算の総額を 166億 1,962万

9,000円としたものです。  

  主な内容は、歳入では、地方創生拠点整備交付金及びふるさと基金繰入金につい

て、また、歳出では、ねごろ歴史の丘観光拠点整備事業費について補正するもので

あります。  

  次に、条例案件について説明をいたします。  

  議案第３号  岩出市個人情報保護条例の一部改正についてでありますが、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴

い、改正するものです。  

  次に、議案第４号  岩出市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部改正についてでありますが、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、改正するものです。  

  次に、議案第５号  職員の育児休業等に関する条例等の一部改正についてであり

ますが、地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、改正するもの

であります。  

  次に、議案第６号  岩出市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正についてでありますが、認知症初期集中支援チーム検討委員会

委員及び生活支援コーディネーターの報酬額を定めるため、改正するものでありま

す。  

  次に、議案第７号  職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、

国家公務員に準じ職員の管理職手当を定率制から定額制とするため、改正するもの

であります。  

  議案第８号  岩出市税条例等の一部改正についてでありますが、消費税率引き上

げ時期の変更による地方税法等の一部改正に伴い、改正するものです。  
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  次に、議案第９号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正についてでありますが、

平成 29年度からの税率及び税額について、改正するものであります。  

  次に、議案第 10号  岩出市老人憩の家設置及び管理に関する条例の廃止について

でありますが、老人憩の家「根来山荘」を設置している土地について、更地で所有

者に返還するに当たり、当該施設を取り壊すことに伴い、廃止するものであります。  

  次に、議案第 11号  岩出市認知症初期集中支援チーム検討委員会条例の制定につ

いてでありますが、地方自治法第 138条の４第３項の規定に基づく附属機関として

委員会を設置するため、制定するものであります。  

  次に、議案第 12号  岩出市消防委員会条例の一部改正でありますが、岩出市議会

委員会条例の一部改正に伴い、改正するものであります。  

  以上が、条例案件であります。  

  続いて、平成 28年度補正予算案件についてご説明いたします。  

  議案第 13号  平成 28年度岩出市一般会計補正予算（第５号）についてであります

が、既決の予算の総額に 7,199万円を追加し、補正後の予算の総額を 166億 9,161万

9,000円とするほか、繰越明許費について補正するものであります。  

  主な内容は、歳入では、事業進捗等による国県支出金のほか、財政調整基金繰入

金について、また、歳出では、退職手当特別負担金による総合事務組合負担金の補

正のほか、前年度補助金の精算に伴う返還金、敬老祝金、雑草等除去委託料、浄化

槽設置整備事業補助金、国民健康保険特別会計繰出金、養育医療扶助費、県営ため

池等整備費負担金、有害鳥獣捕獲事業等補助金、土木総務費及び河川管理費におけ

る工事請負費、消防団員福祉共済入院見舞金等及び退職報償金、市民プール及び交

通公園管理費における工事請負費などについて補正するものであります。  

  次に、議案第 14号  平成 28年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

についてでありますが、既決の予算の総額に１億 9,112万 2,000円を追加し、補正後

の予算の総額を 67億 1,267万 4,000円とするものです。  

  主な内容は、歳入では、一般被保険者に係る保険給付費の増加に伴う国庫負担金

等、退職被保険者等に係る保険給付費の増加に伴う療養給付費等交付金、高額医療

費共同事業拠出金国庫負担金等の確定、高額医療費共同事業交付金等の確定及び一

般被保険者に係る保険給付費の増加に伴う一般会計繰入金について、また、歳出で

は、一般被保険者に係る保険給付費の増加分、退職被保険者等に係る保険給付費の

増加分、高額医療費共同事業拠出金等について補正するものであります。  

  次に、議案第 15号  平成 28年度岩出市介護保険特別会計補正予算（第４号）につ
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いてでありますが、既決の予算の総額に 134万 5,000円を追加し、補正後の予算の総

額を 29億 2,133万 3,000円とするものです。  

  主な内容は、歳入では、地域介護・福祉空間整備推進交付金、地域介護・福祉空

間整備等施設整備交付金のほか、介護給付費に係る国県支出金について、また、歳

出では、地域介護・福祉空間整備推進交付金、地域介護・福祉空間整備等施設整備

交付金のほか、居宅介護サービス給付費、地域密着型サービス給付費、施設介護サ

ービス給付費、介護予防サービス給付費について補正するものであります。  

  次に、議案第 16号  平成 28年度岩出市下水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついてでありますが、事業費の繰越明許費を定めるものであります。  

  以上が、平成 28年度補正予算案件であります。  

  次に、議案第 17号  市道路線の認定についてでありますが、開発行為による帰属

道路４路線を市道認定するため、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求

めるものであります。  

  次に、議案第 18号  相互救済事業の委託についてでありますが、相互救済事業の

うち建物災害共済事業を公益社団法人全国市有物件災害共済会に委託するため、地

方自治法第 263条の２第１項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  

  次に、議案第 19号  旧和歌山県議会議事堂の管理事務の委託に関する規約の変更

に関する協議についてでありますが、和歌山県から受託した旧和歌山県議会議事堂

の管理事務の委託に関する規約の変更に関する協議について、地方自治法第 252条

の 14第３項の規定により準用する同法第 252条の２の２第３項の規定により、議会

の議決を求めるものであります。  

  続いて、平成 29年度当初予算案件についてご説明いたします。  

  議案第 20号  平成 29年度岩出市一般会計予算についてでありますが、当初予算額

を 152億 1,500万円とし、前年度当初予算対比で、率にして 1.9％の減、金額にして

２億 9,950万円の減額とするものであります。  

  次に、議案第 21号  平成 29年度岩出市国民健康保険特別会計予算についてであり

ますが、当初予算額を 69億 7,077万 3,000円とし、前年度当初予算対比で、率にして

7.4％の増、金額にして４億 8,017万 9,000円の増額とするものであります。  

  次に、議案第 22号  平成 29年度岩出市介護保険特別会計予算についてであります

が 、 当 初 予 算 額 を 29億 6,540万 2,000円 と し 、 前 年 度 当 初 予 算 対 比 で 、 率 に し て

3.4％の増、金額にして 9,666万 7,000円の増額とするものであります。  

  次に、議案第 23号  平成 29年度岩出市後期高齢者医療特別会計予算についてであ
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りますが、当初予算額を７億 6,410万 9,000円とし、前年度当初予算対比で、率にし

て 8.3％の増、金額にして 5,873万 4,000円の増額とするものであります。  

  次に、議案第 24号  平成 29年度岩出市下水道事業特別会計予算についてでありま

すが、当初予算額を 27億 8,754万 4,000円とし、前年度当初予算対比で、率にして

5.4％の増、金額にして１億 4,234万 6,000円の増額とするものです。  

  次に、議案第 25号  平成 29年度岩出市墓園事業特別会計予算についてであります

が、当初予算額を 3,919万 6,000円とし、前年度当初予算対比で、率にして 5.4％の

増、金額にして 202万円の増額とするものであります。  

  次に、議案第 26号  平成 29年度岩出市水道事業会計予算についてでありますが、

当初予算の収益的収入額を 10億 4,796万 4,000円とし、前年度当初予算対比で、率に

して 1.9％の増、金額にして 1,909万 5,000円の増額とするものです。  

  また、収益的支出額を９億 994万 7,000円とし、前年度当初予算対比で、率にして

5.1％の減、金額にして 4,932万 2,000円の減額とするものであります。  

  一方、資本的収入額は２億 2,391万 9,000円とし、前年度当初予算対比で、率にし

て 9.0％の減、金額にして 2,227万円の減額とするものであります。  

  また、資本的支出額を 10億 5,220万 1,000円とし、前年度当初予算対比で、率にし

て 25.6％の減、金額にして３億 6,227万 4,000円の減額とするものであります。  

  以上、各議案についてご説明いたしましたが、いずれも重要案件でございますの

で、慎重審議をいただき、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  

○吉本議長  これで、市長の提案理由の説明を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

○吉本議長  以上で、本日の日程は終了いたしました。  

  お諮りいたします。  

  次の会議を３月８日水曜日、午前９時 30分から開くことにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○吉本議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、次の会議を３月８日水曜日、午前９時 30分から開くことに決しました。  

  本日は、これにて散会いたします。  

  どうもご苦労さまでした。  

                  散会             （ 10時 20分）  

 


