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午後２時２８分 開議 

 

◎議長（本井 康介 君） 

 それでは、皆さん大変お疲れ様でございます。ただいまより、高幡広域市町村圏事務組合の平

成２９年７月定例会を開催したいと思います。まず、冒頭に、先程も楠瀬市長の方からお話がご

ざいましたけれども、先日の福岡の豪雨災害でございますけれども、まず、この場をお借りしま

してですね、お亡くなりになられた方々に対しまして、お悔やみを申し上げますとともに、被災

者の皆様方のお見舞いを心より願うところでございます。 

 それでは、ただいまから会議を開きます。会議に先立ち、ご報告いたします。今期定例会に付

議するため、議案第７号から議案第８号の２議案の提出があり、その写しを過日お手元に配付を

いたしております。 

 ただいまの出席議員は、全員であります。定足数に達しておりますので、これより平成２９年

７月高幡広域市町村圏事務組合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。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

日程に入ります前に、新しく当組合議会議員となられました方をご紹介をいたします。最初に、

去る５月１日に行われました梼原町議会におきまして、議長に再任をされました、土釜清君をご

紹介させていただきます。土釜さん、一言。 

 

◎７番（土釜  清 君） 

 はい。皆さん、こんにちは。５月１日に組織替えがありまして、引き続き議長になりました、

土釜です。どうぞよろしくお願いします。 

 

( 拍手 ) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

 次に、去る６月１８日に行われました津野町議会議員選挙において当選をされまして、７月３

日に開催をされました津野町議会で議長に再任をされました、大﨑公孝君をご紹介させていただ

きます。 

 

◎１０番（大崎 公孝 君） 

 皆さん、こんにちは。７月３日の組織替えで、再び議長を拝命をいたしました、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

( 拍手 ) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

それでは、日程第１、議席の指定を行います。ただいまご紹介いたしました、土釜清君の議席



5 

 

を７番議席、大﨑公孝君の議席を１０番議席に、それぞれ指定をいたします。 

日程第２、会期の決定を議題とします。今期定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

 

(異議なし) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

異議なしと認めます。よって会期は、本日１日間と決定いたしました。 

日程第３、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第６２条の規定に

より、３番森武士君、９番池田三男君を指名いたします。ご両人はご了承願います。 

日程第４、これより副議長の選挙を行います。高幡広域市町村圏事務組合規約第６条の規定に

より、副議長の任期は２年となっており、去る７月８日の副議長任期満了に伴い、現在欠員とな

っております副議長の選挙を行うものです。 

お諮りします。選挙の方法は、いかがいたしましょう。 

 お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推薦によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

(異議なし) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

異議なしと認めます。従って選挙の方法は、指名推薦によることに決定いたしました。 

お諮りします。被選挙人の指名の方法について、議長において指名することといたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

 

(異議なし) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

 異議なしと認めます。 

お諮りします。副議長に土釜清君を指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

 

(異議なし) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

異議なしと認めます。従って、副議長に土釜清君を指名することに決定いたしました。 

お諮りします。ただいま、指名いたしました土釜清君を副議長の当選人に定めることに、ご異

議ありませんか。 
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(異議なし) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

異議なしと認めます。従って、ただいま指名しました土釜清君を副議長の当選人に定めること

に決定いたしました。ただいま、副議長に当選されました土釜清君が議場におられます。会議規

則第２３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。ここで、土釜清君から副議長当選の

承諾、並びにご挨拶をお願いいたします。 

 

◎副議長（土釜 清 君） 

 はい。ただいま副議長に推薦いただきました、土釜でございます。不慣れではございますけれ

ども、みなさんと共に、一生懸命頑張って参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

( 拍手 ) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

次に、日程第５、議案第７号から議案第８号を一括議題とします。提案趣旨の説明を求めます。 

 

◎管理者（楠瀬 耕作 君） 

はい。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

楠瀬管理者。 

 

◎管理者（楠瀬 耕作 君） 

本日は大変お忙しい中、平成２９年７月定例会にご出席を賜りまして、誠にありがとうござい

ました。提案理由と言いますか、提案趣旨につきましては、後ほど述べさせていただきますが、

まず若干のご報告をさせていただきます。観光体制ということで、昨年来、ずっと、色々議論を

していただきまして、本年度におきましては、観光推進のために、臨時職員２名と、１人責任者

という形の予算をご承認をいただいておる訳でございますが、責任者の方はですね、先程の前回

の方でご報告申し上げました通り、なかなか、適任者が決まらない状況でございます。その中で、

課長会等の方から色々提案もあっております。色々ご意見があるようでございますので、できま

したら、本会議終了後にですね、若干お時間をいただきまして、本件に関しまして、ご議論いた

だければというふうに思っておるところでございます。それでは、提案趣旨につきまして、ご説

明をさせていただきます。まず、議案第７号につきましては、専決処分の承認について、上程を

させていただいております。そして、議案第８号につきましては、平成２８年度高幡広域市町村

圏事務組合歳入歳出決算認定について、上程をさせていただいております。詳細につきましては、

事務局の方からご説明申し上げますので、どうぞ適切なご決定を賜りますよう、よろしくお願い
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申し上げます。以上です。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

続きまして議案の説明を求めます。 

 

◎事務局長（辻本 加生里 君） 

議長。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

辻本事務局長。 

 

◎事務局長（辻本 加生里 君） 

それでは、７月定例会の提出議案等について順次ご説明させていただきます。議案書の２ペー

ジをお開きください。議案第７号専決処分の承認ですが、これは平成２８年度負担金の変更につ

いて専決処分をしましたので、この報告を行い、承認を求めるものです。次の３ページには、専

決処分書を付けさせていただいております。変更の中身ですが、次の４ページにあります、平成

２８年度一般会計関係市町村別負担金変更表をご覧になってください。こちらは一般会計で、次

の５ページには特別会計の変更表となっておりまして、両会計とも繰越金をつくらず、ゼロ精算

をしております。最初に４ページの一般会計の組合維持管理から説明します。これは議会運営と

事務局の運営費に対する５市町の負担金の精算に伴うものでございます。次にふるさと市町村圏

事業関係負担金につきましては、奥四万十博の経費に関し、各市町よりご負担金をいただいたも

のを精査したものです。続いて、介護認定審査、障害認定審査につきましても、それぞれ負担金

割合に伴いまして精算をして、還付をするという形をとっております。次に、中段の須崎市と津

野町により運営されております須崎斎場関係負担金ですが、今年は施設整備費、維持管理費とも

に負担金をいただいておりません。斎場の運営は、火葬の使用料収入と、これらを積み立ててき

た斎場調整基金によって賄っておりますが、詳細は、また後ほど、決算の所で説明いたします。

斎場公債費につきましては、平成２７年度で終了しておりますので、次からはこの欄は削除する

ようにいたします。下段のですね、大野見青年の家の負担金ですが、中土佐町に委託をしており

ますので、施設整備費は２８年度にはありませんでしたので、維持管理費のみとなっておりまし

て、中土佐町での管理費の分の精算ということになります。以上です。 

 

◎管理局長（柴野 博行 君） 

議長。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

柴野管理局長。 

 

◎管理局長（柴野 博行 君） 
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続きまして、同じく専決処分、管理機構の負担金等の変更についてご説明いたします。一般会

計と同様に、負担金、受託事業収入、歳出金額の確定に伴い、ゼロ精算するものでございます。

５ページをご覧ください。負担金、受託事業収入の各市町別金額は記載の通りで、説明は省略さ

せていただきますが、合計欄で当初５７，０００千円が還付で４９，６１５，５９４円となり、

マイナス相当分につきましては、各市町に還付いたしております。以上でございます。 

 

◎事務局長（辻本 加生里 君） 

議長。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

辻本事務局長。 

 

◎事務局長（辻本 加生里 君） 

 はい。それでは決算書の内容につきまして、決算書の方でご説明をさせていただきますので、

別冊平成２８年度歳入歳出決算書をご覧ください。まず決算書の１ページ目、平成２８年度高幡

広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算書ですが、決算額がそれぞれ、１６７，１４８，６

２６円、差引残額０円、繰越金関係も全て０円となっております。次に２ページから５ページで

すが、歳入、歳出の款、項の区分ごとに予算現額、収入済額、支出済み額等を載せております。

詳しい内容につきましては次の事項別明細でご説明しますので、６ページをご覧ください。 

まず、歳入ですが、分担金及び負担金１項１目、これは組合運営費負担金です。先程の議案第

７号の専決処分に出てきました負担金となっております。１節の組合維持管理費関係から６節の

ふるさと市町村圏事業負担金まで、それぞれ精算をしておりますが、２８年度から国の障害支援

区分認定等審査会の補助金がなくなったため、５市町から追加負担金としまして３節に４１１，

０００円の増額補正をしております。次に２目、介護運営費負担金としましては、須崎市福祉事

務所から委託を受け、審査をした１件分４千円の負担金の入です。次に、２款使用料及び手数料

の所ですが、１目の衛生使用料につきましては、須崎斎場の使用料の４９５件で３６，２８０千

円。次に２目の教育使用料は大野見青年の家の使用料が、延べ１，２９１人の利用がありまして、

４３５，４４３円となっております。次に、８、９ページ目ですが、３目総務使用料の用地使用

料として３千円があがっております。これは須崎斎場の敷地にケーブルテレビさんが電柱を建て

ておりまして、その用地代が、２年に一度入るというようになっております。次に、３款国庫支

出金、民生費国庫補助金ですが、先程も申しましたが、２８年度から障害支援区分認定等審査会

の国庫補助金が廃止されためで、４３９千円の減額補正をしております。次に４款県支出金、１

項１目総務費県補助金につきましては、出会いのきっかけ応援事業とありますが、婚活パーティ

の県補助金が２５０千円、２目の民生費県補助金は、先程の国の障害支援区分認定等審査会補助

金廃止に伴いまして県補助金もなくなりましたので、２１９千円の減額補正により０円となって

おります。次に２項県委託金ですが、１目社会福祉費県委託金につきましては、須崎福祉保健所

から委託を受けまして介護認定審査をしたもので、３件分で１２千円の入となっております。次

に１０、１１ページをご覧ください。５款財産収入、１項１目基金運用収入につきましては、出



9 

 

資いただいております１０億円の国債での運用収入の１５，０００千円と、基金としてふるさと

市町村圏基金、須崎斎場調整基金、それぞれ利子収入が３７６，６９０円で、計１５，３７６，

６９０円となっております。２目の利子及び配当金ですが、これにつきましては須崎の道の駅に

４，５００千円の出資をしておりまして、本年度につきましても２パーセントの配当がありまし

たので、９０千円の収入となっております。あと、須崎斎場に設置しております自動販売機の収

入として５０，０１８円があがっております。次に、６款繰入金につきましては、１目のふるさ

と市町村圏基金ですが、最終的には１２，７７３，７６８円の繰り入れ、２目の須崎斎場調整基

金繰入金につきましては、炉の修繕があったにもかかわらず使用料収入が見込みより多かったた

めに、２，１４０，８１２円の繰り入れとなりました。次に、７款１項１目、普通預金利子につ

きましては、８７２円となっております。次に１２、１３ページをご覧ください。２項１目の雑

入につきましては、中学生海外研修事業の負担金が１０名分で２，０００千円、職員の雇用保険

２６，６５４円、また、高幡の公用車であります日産デイズの公用車燃費不正補償金としまして、

日産自動車より保証金の１００千円、所有物品使用料としまして、高幡が貸し出しておりました

パソコン等の備品使用料が奥四万十博推進協議会から１８９千円、公金取り扱い補償金の解約金

として四国銀行から１０１，２１０円が収入となっております。以上、歳入合計１６７，１４８，

６２６円となっております。 

続きまして、歳出の説明をいたします。１４、１５ページをご覧ください。１款議会費、７月

と３月の定例議会の運営費に関する経費で、支出額は２０４，５８５円。次に、２款１項１目の

一般管理費、当組合の運営に関する経費ですが、主に高幡事務組合の局長の人件費に対する負担

金と臨時職員の物件費等で、１１，０５１，６３２円。次に、１６、１７ページ、２目ふるさと

市町村圏事業費につきましては、２８年度も基金の運用益を充当し事業を行いまして、主な内容

といたしましては、中学生海外研修事業、青少年育成事業、広域観光活性化事業等で９０，５４

７，３７７円となっております。委託料で１０，４２７，６３７円の不用額が出ておりますが、

事務局関係のネットワーク強靭化事業の予算でございまして、当初、須崎市役所庁舎へＬＧＷＡ

Ｎ機器設置の了承をいただいておりましたが、協議を重ねる中で県の情報ハイウエイの一部が利

用できるようになったことで、須崎市の情報管理業者であります富士通さんへ委託することが最

善という判断になりまして、初期費用および維持管理費を大幅に抑えることができたため、この

金額が不要となったものです。次に、１８、１９ページですが、３款民生費、１項１目介護認定

審査につきましては、介護認定審査会に関する経費で、審査委員報酬、職員人件費、臨時職員の

物件費等で１７，９２２，３４９円となっております。次に、２０、２１ページの２目障害認定

総務費につきましては、障害認定審査に関する経費でございまして、介護と同様、審査委員報酬、

臨時職員の物件費としまして９７０，７５０円となっております。次に、４款の衛生費ですが、

こちらは須崎斎場の運営に関する経費でございまして、主な経費としましては、株式会社五輪さ

んの方へ指定管理者委託料として２８，１６６，４００円、火葬炉の修繕費としまして９，９９

１，０８０円、総額３８，４８０，０７２円となっております。不用額が１，８３５千円出てお

りますのは、炉の改修の他に、昨年は大きな修繕がなかったためです。次に、２２、２３ページ、

５款教育費ですが、こちらは大野見青年の家の運営に関する経費でございまして、主な経費とし

ましては中土佐町への管理委託としまして、７，３３８，２１６円、総額としまして７，９７１，
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８６１円です。次に、７款予備費につきましては、充当はありませんでした。以上、歳出合計１

６７，１４８，６２６円です。あと、２４ページの実質収支に関する調書につきましては、千円

単位で計算しておりますが、歳入歳出とも１６７，１４８千円で実質収支ゼロとなっております。

一般会計の方は以上です。 

 

◎管理局長（柴野 博行 君） 

議長。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

柴野管理局長。 

 

◎管理局長（柴野 博行 君） 

続きまして、２５ページ、管理機構の特別会計決算についてご説明いたします。平成２８年度

の決算額は、歳入歳出決算額ともに４９，６７２，２５７円となりました。２６、２７ページは

歳入歳出の款、項別の予算額等を記載しておりますが、詳細は次の事項別説明書でご説明させて

いただきますので、合計だけ述べさせていただきます。歳入、歳出ともに予算現額５７，１００

千円に対し、調定、収入済、支出済額ともに、４９，６７２，２５７円となりました。２８、２

９ページの事項別明細書をご覧ください。 

歳入ですが、１款分担金及び負担金、１項負担金は、構成市町の負担金で予算額２８，２４０

千円に対し、調定、収入済額は２４，６５３，３４６円。２款諸収入の第１項受託事業収入は、

佐川町、越知町、土佐市からの委託料ですが、予算額２８，７６０千円対し、２４，９６２，２

４８円。２項の預金利子は１０千円に対して９５１円。諸収入はインターネット公売の手数料な

どで、９０千円に対して、５５，７１２円となりました。合計で、予算額５７，１００千円に対

し、調定、収入済額とも４９，６７２，２５７円となりました。 

続いて、３０、３１ページの歳出ですが、第１款総務費は予算額５７，１００千円対して、支

出済額４９，６７２，２５７円で、各節別金額は記載の通りで、１３節の委託料及び１８節の備

品購入費以外は、ほぼ例年通りの内容と金額になっております。１３節委託料は、セキュリティ

対策として、例年より７００千円程度、増額となっております。また、備品購入費、約１，７０

０千円は、軽四１台と、セキュリティ対策としてパソコン６台を購入したことによるものです。

不要額が約７，４００千円となっておりますが、主なものは１３節委託料で、セキュリティ対策

として予算措置をしました約４，０００千円が７００千円程度で実施できたこと。また、例年余

裕をもって計上しております、１９節負担金補助及び交付金の派遣職員の人件費で約２，７００

千円の残となったことによるものでございます。２款の予備費２００千円は、未執行となりまし

た。合計で、５７，０００千円の予算額に対しまして、支出済額４９，６７２，２５７円となり

ました。次、３２ページの実質収支に関する調書は、先程の歳入歳出金額を千円単位で記載をし

たものでございます。なお、機構の事業実績は、実績報告書の７ページに。また、提出議案の資

料、３、４ページに機構および各市町別の実績概要を添付いたしておりますので、ご参照いただ

ければと思います。以上でございます。 
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◎議長（本井 康介 君） 

はい、以上で説明が終わりました。 

 

◎事務局長（辻本 加生里 君） 

議長、すみません。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

はい。 

 

◎事務局長（辻本 加生里 君） 

３３ページのですね、財産に関する調書の説明をいたします。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

はい、辻本事務局長。 

 

◎事務局長（辻本 加生里 君） 

はい。では、３３ページの、財産に関する調書をご覧ください。１の(１)公有財産の土地及び

建物と出資による権利につきましては、前年から増減はございません。中身につきましては大野

見青年の家と須崎斎場のものとなっております。(２)の出資による権利につきましては、須崎市

道の駅に１株５０千円の９０株で４，５００千円の出資です。次に、２つの基金につきまして、

（１）の高幡広域ふるさと市町村圏基金の決算年度末現在高、１，０９５，３１６，５７６円。

また、（２）の須崎斎場調整基金の方は、年度末現在高６７，３４８，５９６円となっております。

以上が決算に関する報告です。なお、２８年度の事業報告としましては、平成２９年度７月定例

会提出議案資料を付けておりますので、また、後ほどご覧になっていただきたいと思います。以

上よろしくお願いいたします。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

はい。以上で説明が終わりました。 

ここで、監査の結果につきまして、監査委員から報告を願います。 

 

◎８番（矢野 富夫 君） 

議長。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

矢野富夫監査委員。 

 

◎８番（矢野 富夫 君） 
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 はい、それでは監査報告を申し上げます。去る６月２９日に高幡広域市町村圏事務組合事務

所におきまして、津野町の池田町長と、平成２８年度に執行されました事務、事業につきまして、

事務局説明のもと精査し、監査を実施いたしました。その際、平成２８年度歳入歳出決算書と、

その附属書類につきまして、互換の諸帳簿および証票書類と照合したところ、計数に誤りはなく、

正確であり、適正に予算の執行等の事務処理がなされていることを認めましたので、ご報告いた

します。以上でございます。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

はい。ありがとうございました。 

それでは、これより議案第７号について質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

(質疑なし) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。 

 

(省略、討論なし) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

討論なしと認めます。 

これより議案第７号の採決を行います。本案の採決は、挙手によって行います。本案に賛成の

諸君の挙手を求めます。 

 

( 挙手 ) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

挙手全員と認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第８号について質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

(質疑なし) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

(討論なし) 
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◎議長（本井 康介 君） 

討論なしと認めます。 

これより議案第８号の採決を行います。本案の採決は、挙手によって行います。本案に賛成の

諸君の挙手を求めます。 

 

( 挙手 ) 

 

◎議長（本井 康介 君） 

挙手全員と認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。 

以上で、本定例会に付議されました議案は、全て議了いたしました。 

管理者から挨拶があります。 

 

◎管理者（楠瀬 耕作 君） 

はい。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

楠瀬管理者。 

 

◎管理者（楠瀬 耕作 君） 

どうも、実は、提案趣旨説明、苦労して用意していただいておったんですが、私が失念をいた

しまして、忘れてきまして、事務局には申し訳ございません。その趣旨ですけど、ちょっと説明

が抜かっておるところがございまして、２点付け加えさせていただきます。１点はオーストラリ

アでの中学生の短期留学の件でございます。明日、壮行会を行わさせていただきます。構成市町

の１０名の、全員、女子生徒が行ってまいります。ウッドフォードが受け入れが出来ないという

ことになりましたので、今年から場所を変更して、期間を２週間に短縮ということになりました。

それと、まあ、色々な交渉をした中で、当地の中学校ではなくて、今回は小学校ということにな

りましたので、各市町の教育委員会等にご意見を伺った訳でございますが、特に、それならやめ

ておこう、という方もおいでませんでしたので、予定通り実施をさせていただきたいというふう

に思います。よろしくお願いいたします。もう１点でございますが、４月１日からですね、新し

い任についていただいた方がおいでますので、紹介させていただきます。会計管理者でございま

す、中谷卓也さんでございます。 

 

◎会計管理者（中谷 卓也 君） 

先程、紹介をいただきました、４月１日から須崎市の会計管理者に異動になりました。なにぶ

ん、自分も承知をしていない部分もございますが、職責を全うしてまいりたいと思いますので、

今後とも皆様のご支援ご協力をよろしくお願いをしたいと思います。 

 

( 拍手 ) 
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◎管理者（楠瀬 耕作 君） 

もう一方、言うまでもないですが、事務局長、中土佐町から来ていただきます、辻本さん。 

 

◎事務局長（辻本 加生里 君） 

よろしくお願いいたします。 

 

◎管理者（楠瀬 耕作 君） 

ということでございます。各議案につきまして、適切なご決定を賜りまして、本当にありがと

うございました。暑さ、これから、ますます厳しくなっていくと思われますので、どうかご健康

にご留意いただきまして、今後とものご活躍をお祈り申し上げます。ありがとうございました。 

 

◎議長（本井 康介 君） 

どうもありがとうございました。 

以上をもちまして、平成２９年７月高幡広域市町村圏事務組合議会定例会を閉会いたします。 
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