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議事日程（第１号）  
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日程第 17  議案第 77号  動産の取得について  
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日程第 19  議案第 79号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任について  
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                  開会             （９時 30分）  

○田畑議長  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。  

  会議に入るに先立ち、さきの令和２年７月豪雨による災害でお亡くなりになられ

た方々とそのご遺族に対し、衷心より追悼の意を表しますとともに、被災された皆

様に心からお見舞い申し上げます。また一日も早い復興をお祈りいたします。  

  つきましては、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、黙禱をささげた

いと思います。議場内の皆様、ご起立をお願いいたします。黙禱。  

（黙   禱）  

○田畑議長  黙禱を終わります。皆様、ご協力ありがとうございました。  

  ご着席ください。  

  ただいまから、令和２年第３回岩出市議会定例会を開会いたします。  

  これより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、市長の行政報

告、議案第 65号から議案第 78号までの議案 14件につきましては、提案理由の説明、

引き続きまして、議案第 65号から議案第 71号までの決算議案７件につきましては、

代表監査委員から決算の審査報告、議案第 79号につきましては、提案理由の説明、

質疑、討論、採決です。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  会議録署名議員の指名  

○田畑議長  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、吉本勧曜議員及び

田中宏幸議員の両名を指名いたします。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第２  会期の決定  

○田畑議長  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９月 15日までの 20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）  

○田畑議長  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９月 15日までの 20日間と決しました。  
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～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第３  諸般の報告  

○田畑議長  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 15件と

報告１件であります。  

  次に、令和２年第２回定例会から令和２年第３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、令和２年度市議会議長会関係につきまして、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。  

  令和２年７月７日火曜日、東京都で開催予定でありました第 152回地方財政委員

会については書面での開催となり、議長が書面決議書を提出いたしました。  

  主な内容は、令和２年５月 27日から令和２年７月７日までの地方財政委員会事務

報告があり、令和３年度地方税財政対策に関する要望書案、東日本大震災に関する

要望書案及び新型コロナウイルスに関する要望書案について、書面により実施され

ました。書面による協議の結果、令和３年度地方税財政対策に関する要望書案、東

日本大震災に関する要望書案及び新型コロナウイルスに関する要望書案について、

正副委員長を含む委員 22名全員の賛成をもって可決されました。  

  以上です。  

○田畑議長  以上で、諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第４  市長の行政報告  

○田畑議長  日程第４  市長の行政報告を行います。  

  市長。  

○中芝市長  皆様、おはようございます。  

  秋暑の候、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、ご

協力を賜り、深く感謝申し上げます。  

  本日、ここに、令和２年第３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。  
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  さて、新型コロナウイルス感染症についてですが、８月以降も、東京都や大阪府

などの大都市圏を中心に全国で感染者が急増している状況であります。和歌山県内

でも、田辺市でクラスターが発生するなど、収束の兆しが見えてきません。  

  議員各位をはじめ市民の皆様には、新型コロナウイルス感染防止のため、手指消

毒やマスク着用、大声を避ける、十分な換気などの基本的な感染防止策を徹底され

ますよう、改めてお願いをいたします。  

  なお、５月から受付を開始した特別定額給付金につきましては、８月 25日で申請

期限を迎えました。現在最終の振込に向けて、書類の審査及び振込手続を行ってい

るところであります。最新の状況としましては、８月 25日終了時点で、２万 3,323

世帯、 99.84％の申請がありました。  

  次に、当面の市行政について、ご報告をさせていただきます。  

  まず初めに、令和元年度一般会計歳入歳出決算についてでありますが、歳入の根

幹である市税が増加した一方で、歳出では扶助費をはじめとする社会保障関係費の

増加が続き、依然として厳しい状況が続いておりますが、住民サービスの低下や将

来の住民への財政負担を招かないよう、行財政運営に取り組んだ結果、令和元年度

岩出市一般会計の歳入歳出決算における実質収支は、４億 9,397万 5,504円の黒字決

算となりました。  

  次に、第３次岩出市長期総合計画基本構想についてでありますが、策定に当たっ

ては、岩出市長期総合計画審議会に諮問し、慎重なご審議を賜り、会長から中間答

申を受け、本定例会に議案を上程しておりますので、ご審議のほど、お願いをいた

します。  

  次に、区・自治会長会との共催による市政懇談会についてでありますが、新型コ

ロナウイルス感染防止に伴い、市民皆様の安全を第一に考え、会場での意見交換会

は中止とさせていただきました。  

  なお、本年度は、市の取組をまとめたものを紹介させていただくとともに、区・

自治会から市政に対するご意見・ご要望をいただき、その後、市から回答書を送付

することといたします。参加を予定されていました皆様におかれましては、ご理解

とご協力をお願いをいたします。  

  次に、国勢調査についてでありますが、日本に住んでいる全ての人を対象に行わ

れる最も重要な統計調査で、本年 10月１日を基準日として実施をいたします。  

  本市では、調査事務の円滑な運営及び調査の万全を期するため、副市長を本部長

とする令和２年国勢調査岩出市実施本部を設置いたしました。今後、市民皆様に正
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確で漏れのない回答をしていただくための啓発等に取り組んでまいります。  

  次に、令和２年度岩出市市民表彰式についてでありますが、感染防止対策を講じ

ながら、 11月３日、市民総合体育館小ホールにて挙行いたします。多年にわたり、

各分野で本市の発展にご活躍された方々を表彰いたしますので、議員各位におかれ

ましては、ご臨席賜りますようお願いをいたします。  

  次に、毎年実施をしております岩出市地域防災訓練についてでありますが、本年

度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止とさせていただき、災害に対す

る住民意識の高揚を図るため、災害時の避難について、チラシを７月広報と同時配

布しました。また、 10月広報と同時に、災害に備えるためのチラシの配布を予定し

ております。  

  次に、職員採用試験についてでありますが、９月 20日に技師及び保健師の採用に

係る一次試験を実施いたしました。受験申込者は、技師に３名、保健師に２名とな

っております。それぞれ面接等の二次試験を実施した後の合格内定者につきまして

は、後日、議会に報告させていただきます。  

  次に、令和２年度敬老事業についてでありますが、さきの定例会でご承認をいた

だきましたので、今年度の敬老会は中止とし、多年にわたり社会の進展に寄与され

てきた高齢者の皆様への長寿のお祝いとして、お弁当などをお渡しさせていただき

ます。  

  次に、総合保健福祉センターについてでありますが、避難所機能の強化として実

施する空調設備や照明設備の更新と太陽光発電設備等の設置工事に関しましては、

さきの定例会で予算のご承認をいただき、現在工事契約等の事務を進めております。

本定例会において、工事に係る請負契約の締結について上程させていただく予定で

すので、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

  次に、地域経済の活性化についてでありますが、本年度は新型コロナウイルス関

連での緊急事態宣言による外出自粛の影響で、岩出市においても道の駅や観光関連

施設の閉鎖など、観光や外食産業へ大きな影響を受けたところであります。この状

況を打開するため、ＧｏＴｏキャンペーンやわかやまリフレッシュプランなどの国、

県の施策を活用し、落ち込んだ観光消費の回復を図るとともに、国の臨時交付金を

受けての新型コロナ対応事業として、プレミアム商品券事業を実施し、地域の経済

活性化を図ってまいります。  

  次に、学校教育についてでありますが、全国的に新型コロナウイルスの感染が広

がる中、岩出市立小中学校においても、教育委員会、教職員が一体となって感染防
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止対策と学力定着に取り組んでいるところでございます。各学校が実施するイベン

トなどについてですが、修学旅行につきましては、例年、中学校は東京方面、小学

校は京都・奈良方面としておりますが、今年は旅行先などの感染状況を踏まえ、中

学校は紀南方面を検討中であります。  

  次に、ＧＩＧＡスクールの実現についてでありますが、さきの定例会で１人１台

パソコン等購入に係る補正予算をご承認いただき、早期実現に向けて、事務を進め

ているところでございます。つきましては、本定例会において、動産の取得議案を

上程させていただいておりますので、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。  

  次に、生涯学習関係についてでありますが、昨年 10月 29日付で、歴史の道百選に

選定されておりました葛城修験の道についてですが、本年６月 19日付をもって日本

遺産に認定されましたのでご報告をさせていただきます。  

  次に、令和３年度に和歌山県で開催される紀の国わかやま文化祭 2021についてで

ありますが、７月 17日に紀の国わかやま文化祭 2021岩出市実行委員会を設立しまし

た。今後は、実行委員会を中心に、多くの市民の皆様方や関係団体のご協力をいた

だきながら、来年 11月の開催に向け準備を進めてまいりますので、議員各位のご協

力をお願い申し上げます。  

  以上、諸般にわたり、報告させていただきましたが、これらの施策の推進に積極

的に取り組み、市政の発展に努めてまいりますので、議員各位のご理解、ご支援を

お願いを申し上げまして、行政報告とさせていただきます。  

○田畑議長  以上で、市長の行政報告を終わります。  

  市長の行政報告につきましては、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 65号  令和元年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定について  

        ～  

   日程第 18 議案第 78号  動産の取得について  

○田畑議長  日程第５  議案第 65号  令和元年度岩出市一般会計歳入歳出決算認の件

から日程第 18 議案第 78号  動産の取得の件までの議案 14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、ご説明を申し上げます。  

  今回、ご審議をお願いする案件につきましては、令和元年度決算認定の案件が７

件、第３次岩出市長期総合計画基本構想の策定案件が１件、令和２年度補正予算案

件が３件、市道路線の認定案件が１件、動産の取得案件が２件の計 14件であります。  

  まず初めに、令和元年度決算認定の案件について説明をいたします。  

  議案第 65号  令和元年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定についてでありますが、

歳入総額が 181億 3,628万 5,591円、歳出総額が 175億 9,815万 8,087円で、歳入歳出差

引額は５億 3,812万 7,504円となりましたが、翌年度へ繰り越すべき財源があるため、

実質収支額は４億 9,397万 5,504円となります。  

  次に、議案第 66号  令和元年度岩出市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてでありますが、歳入総額が 56億 3,031万 8,093円、歳出総額が 56億 467万 3,863

円で、歳入歳出差引額は 2,564万 4,230円となりました。  

  次に、議案第 67号  令和元年度岩出市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てでありますが、歳入総額が 32億 9,206万 7,374円、歳出総額が 32億 5,034万 7,426円

で、歳入歳出差引額は 4,171万 9,948円となりました。  

  次に、議案第 68号  令和元年度岩出市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてでありますが、歳入総額が９億 865万 7,745円、歳出総額が８億 9,492万

2,087円で、歳入歳出差引額は 1,373万 5,658円となりました。  

  次に、議案第 69号  令和元年度岩出市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてでありますが、歳入総額が 27億 7,293万 6,085円、歳出総額が 26億 5,140万 8,592

円で、歳入歳出差引額は１億 2,152万 7,493円となりましたが、翌年度へ繰り越すべ

き財源があるため、実質収支額は 3,962万 7,493円となります。  

  次に、議案第 70号  令和元年度岩出市墓園事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てでありますが、歳入総額、歳出総額ともに 2,858万 3,871円で、歳入歳出差引額は

ゼロ円となりました。  

  次に、議案第 71号  令和元年度岩出市水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決

算認定についてでありますが、まず、剰余金の処分につきましては、未処分利益剰

余金が３億 1,715万 6,027円で、減債積立金に 6,387万 1,012円を、建設改良積立金に

9,023万 6,823円を積み立てる ほか、資本金に減債積立金取崩し分として 6,169万

6,985円、建設改良積立金取崩し分として１億 135万 1,207円を組み入れるものであ

ります。  

  次に、決算額につきましては、収益的収入額が９億 9,564万 4,267円、収益的支出
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額が８億 2,397万 8,644円で、収入支出差引額は１億 7,166万 5,623円となりました。

一方、資本的収入額は２億 2,664万 6,840円、資本的支出額は４億 6,993万 1,958円で、

収入支出差引額は２億 4,328万 5,118円の不足が生じましたが、過年度分損益勘定留

保資金などにより補塡をいたしてございます。  

  以上、令和元年度決算認定の案件であります。  

  次に、議案第 72号  第３次岩出市長期総合計画基本構想の策定についてでありま

すが、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、令和３年度から令和 12年度を計

画期間とする第３次岩出市長期総合計画基本構想の策定をするものであります。  

  続いて、令和２年度補正予算案件について説明をいたします。  

  議案第 73号  令和２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 3,495万 4,000円を追加し、補正後の予算の総額を 241億

5,683万 5,000円とするものであります。  

  主な内容は、歳入では、事業の採択等による国県支出金の事業財源のほか、各一

部事務組合前年度負担金の返還金などについて、歳出では、各一部事務組合負担金

のほか、企画広報総務費における需用費、市税過年度還付金、各種システム改修委

託料などについて補正するものであります。  

  次に、議案第 74号  令和２年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

についてでありますが、既決の予算の総額に 1,120万 9,000円を追加し、補正後の予

算の総額を 55億 5,438万 7,000円とするものであります。  

  主な内容は、歳入では、令和元年度保険給付費等交付金の普通交付金部分の精算

に伴う診療報酬等前年度精算金について、歳出では、当該交付金の精算に伴う返還

金について補正するものであります。  

  次に、議案第 75号  令和２年度岩出市介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてでありますが、既決の予算の総額に 152万 8,000円を追加し、補正後の予算の総

額を 33億 9,123万円とするものであります。  

  主な内容は、歳入では、支払基金交付金について、歳出では、過年度交付金の精

算に伴う返還金のほか、介護給付費準備基金積立金について補正するものでありま

す。  

  以上が令和２年度の補正予算案件であります。  

  次に、議案第 76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３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。  
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  次に、議案第 77号及び議案第 78号  動産の取得についてでありますが、岩出市立

小学校児童学習用端末等導入事業及び岩出市立中学校生徒学習用端末等導入事業に

伴うタブレット型パソコン等の購入について、予定価格が 2,000万円以上であるこ

とから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の

規定により、議会の議決を求めるものであります。  

  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。  

○田畑議長  これで、市長の提案理由の説明は終わりました。  

  次に、議案第 65号  令和元年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定の件から議案第

71号  令和元年度岩出市水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定の件まで

の議案７件につきまして、代表監査委員から決算の審査報告を求めます。  

  代表監査委員。  

○安居代表監査委員  令和元年度岩出市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運

用状況審査について、ご報告申し上げます。  

  令和元年度岩出市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見  

  地方自治法第 233条第２項及び同法第 241条第５項の規定により、審査に付された

令和元年度岩出市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び附属書類並びに基金の運用

状況について審査いたしましたところ、いずれも関係法令等に準拠して作成されて

おり、それらの計数は関係諸帳簿等と符合し、正確であることを認めます。  

  次に、令和元年度岩出市水道事業会計決算審査について、ご報告申し上げます。  

  令和元年度岩出市水道事業会計決算審査意見  

  地方公営企業法第 30条第２項の規定により、審査に付された令和元年度岩出市水

道事業会計決算、事業報告、附属明細書及び関係証書、附属書類を審査いたしまし

たところ、関係法令等に準拠して作成されており、違法並びに錯誤を認めず、経営

成績及び財政状態を適正に表示していることを認めます。  

  今回、一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金の運用状況については、７月 10

日から７月 17日にかけて、また、水道事業会計決算については、６月 11日に審査に

付された歳入歳出決算書等を基に、各課の担当者に説明を求め、令和元年度決算審

査を実施いたしました。  

  審査の概要等につきまして、意見書に添付したとおりでございます。  

  主な内容として、１点目は、収入未済額等については、収入未済額、不納欠損額

ともに前年度より減少しており、公正で適正な滞納整理への努力が認められる。  
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  今後も滞納者の実態把握と分析を迅速に行い、法的措置をはじめ適正な滞納対策

を講じるとともに、不納欠損処分に当たっては、債権の回収を放棄するものである

ことから、安易な時効による不納欠損処分とならないよう、日常の債権管理を適正

に行うとともに、新たな収入未済額の発生を抑制することを含め、より一層効果的

な収納体制を講じられたい。  

  また、水道料金の収納対策についても、催告や給水停止措置などにより、鋭意努

力されているが、水道使用者の公平負担の面からも、今後も引き続き未収金解消に

向けて適正な収納対策を進められたい。  

  ２点目は、財産管理事務については、引き続き適正な管理に努められたい。  

  ３点目は、補助金の交付については、交付に際し、事業内容及び補助の必要性、

効果等を十分精査し、交付決定をされるよう努められたい。  

  ４点目は、財務会計事務については、各課においてその根拠となる法令等を十分

把握した上で、適正な調定事務や予算執行事務に努められたい。  

  ５点目は、新型コロナウイルス感染症が経済に与える影響により、財政状況が今

後一層厳しいものになると考えられる。限られた財源で成果を上げるためには、自

主財源の確保や、国・県の補助制度を十分活用した歳入確保と、職員一人一人のコ

スト意識と創意工夫により事務事業の見直しを行うなど、より一層効率的・効果的

な行財政運営に努められたい。としてございます。  

  なお、令和元年度決算審査で、指摘事項は特にございません。  

  以上で、監査委員の報告とさせていただきます。  

○田畑議長  これで、決算の審査報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 19 議案第 79号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

○田畑議長  日程第 19 議案第 79号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任の件

を議題といたします。  

  提案理由の説明を求めます。  

  副市長。  

○佐伯副市長  ただいま議題となりました、議案第 79号  岩出市固定資産評価審査委

員会委員の選任についてご説明をいたします。  

  現委員であります増田充孝氏が、令和２年 11月６日をもちまして任期満了となり

ますが、同氏を引き続き岩出市固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、地

方税法第 423条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  
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  増田充孝氏の主な経歴につきましては、別紙のとおりであります。  

  ご審議の上、ご同意いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。  

○田畑議長  これより質疑に入ります。  

  議案第 79号に対する質疑の通告はありません。  

  これをもって、議案第 79号に対する質疑を終わります。  

  お諮りいたします。  

  ただいま議題となっております議案第 79号につきましては、会議規則第 37条第３

項の規定により委員会の付託を省略することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、議案第 79号は、委員会の付託を省略することに決しました。  

  これより討論、採決を行います。  

  議案第 79号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  討論なしと認めます。  

  これをもって、議案第 79号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 79号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任の件を採決いたします。

この採決は、起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 79号は、原案のとおり同意されました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

○田畑議長  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９月２日水曜、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）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、次の会議を９月２日水曜、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８分）  


