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南部町告示第11号

令和４年第２回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

令和４年２月14日

南部町長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 令和４年３月３日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

 田 光 雄君 加 藤 学君

荊 尾 芳 之君 滝 山 克 己君

米 澤 睦 雄君 長 束 博 信君

白 川 立 真君 三 鴨 義 文君

仲 田 司 朗君 板 井 隆君

細 田 元 教君 亀 尾 共 三君

真 壁 容 子君 景 山 浩君

○応招しなかった議員

な し
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令和４年 第２回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和４年３月３日（木曜日）

議事日程（第１号）

令和４年３月３日 午後１時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 施政方針の説明

日程第６ 議案第２号 南部町高度無線環境整備推進事業工事に関する変更契約の締結について

日程第７ 議案第３号 令和３年度南部町一般会計補正予算（第11号）

日程第８ 議案第４号 令和３年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第５号 令和３年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

日程第10 議案第６号 令和３年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第11 議案第７号 令和３年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第３号）

日程第12 議案第８号 令和３年度南部町病院事業会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第９号 南部町消防団条例の一部改正について

日程第14 議案第10号 南部町特別会計条例の一部改正について

日程第15 議案第11号 南部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

日程第16 議案第12号 南部町立上長田、東長田地区集会施設条例の一部改正について

日程第17 議案第13号 南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

日程第18 議案第14号 南部町税条例及び南部町国民健康保険税条例の一部改正について

日程第19 議案第15号 南部町犯罪被害者等支援条例の制定について

日程第20 議案第16号 南部町立病院職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につい

て

日程第21 議案第17号 令和４年度南部町一般会計予算

日程第22 議案第18号 令和４年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

日程第23 議案第19号 令和４年度南部町後期高齢者医療特別会計予算
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日程第24 議案第20号 令和４年度南部町墓苑事業特別会計予算

日程第25 議案第21号 令和４年度南部町農業集落排水事業特別会計予算

日程第26 議案第22号 令和４年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算

日程第27 議案第23号 令和４年度南部町公共下水道事業特別会計予算

日程第28 議案第24号 令和４年度南部町太陽光発電事業特別会計予算

日程第29 議案第25号 令和４年度南部町水道事業会計予算

日程第30 議案第26号 令和４年度南部町病院事業会計予算

日程第31 議案第27号 令和４年度南部町在宅生活支援事業会計予算

日程第32 議案第28号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 施政方針の説明

日程第６ 議案第２号 南部町高度無線環境整備推進事業工事に関する変更契約の締結について

日程第７ 議案第３号 令和３年度南部町一般会計補正予算（第11号）

日程第８ 議案第４号 令和３年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第５号 令和３年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

日程第10 議案第６号 令和３年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第11 議案第７号 令和３年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第３号）

日程第12 議案第８号 令和３年度南部町病院事業会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第９号 南部町消防団条例の一部改正について

日程第14 議案第10号 南部町特別会計条例の一部改正について

日程第15 議案第11号 南部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

日程第16 議案第12号 南部町立上長田、東長田地区集会施設条例の一部改正について

日程第17 議案第13号 南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

日程第18 議案第14号 南部町税条例及び南部町国民健康保険税条例の一部改正について

日程第19 議案第15号 南部町犯罪被害者等支援条例の制定について
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日程第20 議案第16号 南部町立病院職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につい

て

日程第21 議案第17号 令和４年度南部町一般会計予算

日程第22 議案第18号 令和４年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

日程第23 議案第19号 令和４年度南部町後期高齢者医療特別会計予算

日程第24 議案第20号 令和４年度南部町墓苑事業特別会計予算

日程第25 議案第21号 令和４年度南部町農業集落排水事業特別会計予算

日程第26 議案第22号 令和４年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算

日程第27 議案第23号 令和４年度南部町公共下水道事業特別会計予算

日程第28 議案第24号 令和４年度南部町太陽光発電事業特別会計予算

日程第29 議案第25号 令和４年度南部町水道事業会計予算

日程第30 議案第26号 令和４年度南部町病院事業会計予算

日程第31 議案第27号 令和４年度南部町在宅生活支援事業会計予算

日程第32 議案第28号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

出席議員（14名）

１番  田 光 雄君 ２番 加 藤 学君

３番 荊 尾 芳 之君 ４番 滝 山 克 己君

５番 米 澤 睦 雄君 ６番 長 束 博 信君

７番 白 川 立 真君 ８番 三 鴨 義 文君

９番 仲 田 司 朗君 10番 板 井 隆君

11番 細 田 元 教君 12番 亀 尾 共 三君

13番 真 壁 容 子君 14番 景 山 浩君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 藤 原 宰君 書記 荊 尾 雅 之君
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書記 藤 下 夢 未君

説明のため出席した者の職氏名

町長 陶 山 清 孝君 副町長 土 江 一 史君

教育長 福 田 範 史君 病院事業管理者 林 原 敏 夫君

総務課長 大 塚 壮君 総務課課長補佐 加 納 諭 史君

企画政策課長 田 村 誠君 デジタル推進課長 本 池 彰君

防災監 田 中 光 弘君 税務課長 三 輪 祐 子君

町民生活課長 芝 田 卓 巳君 子育て支援課長 吾 郷 あきこ君

教育次長 岩 田 典 弘君 総務・学校教育課長 水 嶋 志都子君

病院事務部長 山 口 俊 司君 健康福祉課長 糸 田 由 起君

福祉事務所長 渡 邉 悦 朗君 建設課長 田 子 勝 利君

産業課長 岡 田 光 政君 監査委員 仲 田 和 男君

議長挨拶

○議長（景山 浩君） 令和４年３月定例議会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

ロシアによるウクライナ侵攻は、連日、戦地の悲惨な現状が報道されています。世界各国から

の非難の中、一国の権力者による独断と言える暴挙が貴い命を奪う今回の軍事行動は断じて許さ

れるものではありません。南部町議会としても、一刻も早い停戦による当事国間の関係修復、市

民の安全な生活の復元を願わずにはいられません。

さて、年明けから爆発的に感染拡大したオミクロン株は、全国的にも、また県内においても減

少傾向は見てとれず、これまで以上に感染予防対策への注意が必要な状況が続いています。

一方では、本町でも３回目のワクチン集団接種が計画的に実施されており、また、小児用新型

コロナワクチン接種も医療機関での個別接種で今月から開始されると伺っております。専門的な

御意見などをお聞きしても、重症化予防の最大の対策はワクチン接種のようです。子供さんから

御高齢の方まで一人でも多くの方がワクチン接種を選択され、令和４年度がコロナの脅威のない

日常生活への転換期となることを切望するものです。

本定例会におきましては、当初予算案が１１件、補正予算案が６件、条例の制定・改正案が８

件、その他２件など合わせまして２７件の議案の御審議をお願いするものです。町長の施政方針

をはじめ、提案のありました議案はいずれも今後の町政の根幹となる極めて重要な議案です。
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諸議案の内容につきましては後ほど町長から御説明がございますが、町民の負託に応えるべく

提出されております諸議案に対しまして慎重審議いただき、適正かつ妥当な議決に至ることをお

願い申し上げ、開会の御挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（陶山 清孝君） 令和４年３月定例議会開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

議員各位におかれましては、令和４年第２回南部町議会定例会を招集しましたところ、御出席

をいただき開催できますことを御礼申し上げます。

２月２４日、ロシアはウクライナへ軍事侵攻を行いました。このことは国際社会、ひいては我

が国の平和と秩序、安全を脅かし、明らかに国連憲章に違反する行為であり、断じて容認できま

せん。全国町村会、全国町村会議長会など地方六団体は、日本の地方自治体を代表した声明でウ

クライナへの主権侵害に抗議するとともに、ロシア軍を即時に完全かつ無条件で撤退させるよう

国際法に基づく誠意を持った対応を強く求めるとともに、日本政府に対し邦人の確実な保護や我

が国への影響対策について万全を尽くしていただくよう、２月２５日、共同声明を発表しました。

町民の皆様とともに一日も早い平和的な解決を希望するものでございます。

さて、鳥取県下ではオミクロン株の感染が保育園、小・中学校、高齢者福祉施設を中心に拡大

し、幼児や児童、高齢者などが増加傾向にあります。家庭に持ち込んで感染が拡大するケースも

多く、改めて町民の皆様には家庭内にあっても基本的な感染対策の徹底をお願いいたします。

南部町民の３回目のワクチン接種が終わった方は２，７２２名、約３０％の状態でございます。

２月中旬から停止していました西伯病院での集団接種を３月５日から再開いたします。毎週土日

に計８回行いますので、まだ御予約でない方は接種を御検討いただきたいと思います。また、小

児用新型コロナワクチン接種につきましては、２月末に該当する約６００人に接種券を送ったと

ころです。３月１１日から西伯病院と法勝寺クリニックで個別接種が始まる予定です。さらに、

４月１７日、４月２３日の両日、西伯病院で小児用新型ワクチンの集団接種会場を設ける予定と

もしております。また、米子市を含めた西部広域での個別接種も体制を準備中です。小児へのワ

クチン接種は不安をお持ちの方も多いと思われます。不安な方はかかりつけ医に御相談いただく

か、保健師による相談ダイヤルを通じて正しい情報を提供してまいります。

次に、１２月議会以降の災害、火災について報告をいたします。１月２５日に笹畑地内で一般

建物火災が発生し、消防団員２７人が出動いたしました。幸いこの火災での人的被害はありませ

んでした。これから春の空気が乾燥する時期を迎えます。町民の皆様には改めて火の取扱いには
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十分注意いただきますようお願いいたします。

次に、人口動態について御報告いたします。昨年１２月１日から２月末の間に出生された方は

１３人、お亡くなりになった方は４３人でございました。御冥福をお祈りいたしますとともに、

誕生した子供たちの健やかな成長を御祈念いたします。２月末現在の人口は１万４７４人でござ

いました。高齢化率は３７．７６％、２月末現在の今年度出生者は４５名でございました。

本定例会におきましては、令和３年度一般会計補正予算、令和４年度一般会計予算、条例関係

など２７議案を提案させていただきます。いずれの議案につきましても町政の推進に必要不可欠

なものばかりでございますので、全議案とも御賛同いただき、御承認を賜りますようお願いを申

し上げ、開会の御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

午後１時００分開会

○議長（景山 浩君） 定刻になりましたので、会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しており

ますので、令和４年第２回南部町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。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（景山 浩君） 日程第１、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１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１０番、板井隆君、１１番、細田元教君。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（景山 浩君） 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。今期定例会の会期は、２１日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、２１日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（景山 浩君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。
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本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第４ 諸般の報告

○議長（景山 浩君） 日程第４、諸般の報告を行います。

初めに、議長より報告いたします。

昨年１２月議会以降の西部町村議会議長会連絡会並びに総会について御報告いたします。

去る１２月２２日、日吉津村のうなばら荘において西部町村議長会連絡会が、そして１月２８

日には米子市淀江文化センターにおいて西部町村議長会定例総会がそれぞれ開催されました。

まず、１２月２２日の連絡会では、令和４年８月に実施予定の議員研修会講師２名のうち、１

名はＢＳＳ山陰放送アナウンサーの宇田川修一氏の招聘を決定するとともに、もう一方の人選に

ついても進めていくとの確認がございました。また、従来この研修会に合わせてグラウンドゴル

フ大会を実施しておりましたが、今回は実施を見合わせることといたしました。そのほかに正副

議長・局長研修や行政調査の日程についての確認が行われました。

次に、１月２８日の定期総会では令和４年度の事業計画並びに予算、町村分担金徴収方法につ

いて審議し、いずれも原案どおり可決しました。なお、事業計画は新型コロナの一定程度の終息

を前提として例年どおりの内容とし、予算案は対前年比１８万９，０００円減の４８８万３，０

００円、町村分担金は対前年比３１万９，０００円減の３７３万２，０００円となりました。

なお、詳細については議長室に会議資料がございますので、そちらを御覧ください。

次に、鳥取県西部広域行政管理組合の臨時会並びに定例会について御報告いたします。

最初に、去る１月２８日に開催された鳥取県西部広域行政管理組合臨時会の報告を行います。

会議ではまず、１１月の定例会で決算審査特別委員会に付託となっていた令和２年度一般会計

決算に関しての委員長報告があり、採決の結果、歳入歳出４８億１，５８７万７，０００円余り

の決算を原案のとおり可決、認定しました。

次に、令和３年度一般会計当初予算に対し、４，１１６万円を減じる補正予算が提案され、こ

れについても原案どおり可決、承認しました。主な内容は、リサイクルプラザや米子浄化場の実

績見込みによる５，６００万円余りの歳出の減額、消防車両の契約額確定や中途退職者の発生に

よる３，１００万円余りの歳出の減額、前年度決算剰余金の確定による財政調整基金への積立て

等での３，４００万円余りの歳出増額でありました。

また、本会議休憩中に常任委員会が開催され、民生環境常任委員会では、経営悪化により廃止

が決定しているうなばら荘の指定管理者に対する２，５００万円の納入金の免除と、旧白浜浄化
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場民間譲渡に向けた事務手続の進捗状況と今後の予定、敷地面積の変更などの所管事務調査を行

いました。

さらには、本会議終了後、ごみ処理施設等調査特別委員会が開催され、濃縮水処理施設の建設

費及び維持管理費等の交渉状況について、一般廃棄物処理施設建設用地選定委員会の開催結果報

告、一般廃棄物処理施設の整備に係る一次調査対象地の抽出結果について、大規模投資的事業に

係る財源確保に関する基金の状況についての４件について所管事務調査を行いました。

次に、２月１８日に開催されました鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会の報告をいたしま

す。

当定例会には、議案第２号から第８号まで７本の議案が提案されました。議案の内容は、議案

第２号では、うなばら荘基金条例を廃止する条例の制定について、議案第３号では、うなばら荘

廃止に伴う建物及び備品を処分する内容の財産の処分について、議案第４号では、うなばら荘指

定管理者納入金の歳入減や財政調整基金繰入金の歳入増など、歳入歳出５，３００万円余りの令

和３年度一般会計補正予算、議案第５号は、歳入歳出それぞれ４８億９，３３９万４，０００円

余りの令和４年度一般会計予算、議案第６号は監査委員の選任、そして当日追加となりました議

案第７号は会議規則の一部改正、議案第８号は、損害賠償や請負工事の契約額変更での管理者の

専決処分の限度額を改正する管理者の専決処分事項の指定についてが提案され、いずれも原案ど

おり可決、承認されました。

両会議とも詳細については会議資料が議会事務局で閲覧に付されておりますので、そちらを御

覧ください。

次に、議員からの報告を受けます。

令和４年度町政に対する要望事項について。

１０番、板井隆君。

○議員（10番 板井 隆君） １０番、板井です。令和４年度議会からの町政に対する要望会を

１月１７日に、また、執行部からの回答会が２月１４日に開催されましたので、報告をいたしま

す。

南部町議会はこれまでの町政に直接携わる中で、町政施策に対して令和４年度要望を総務経済

常任委員会、民生教育常任委員会で町政全体に対して、今年度に対しては例年と違い、単年度で

新年度に反映してほしいというところを主に置いた要望を行いました。そして、全員協議会で確

認後、１２項目の要望を提出し、執行部からの回答があったところです。全ての回答をこの場で

申し上げるのは時間がかかりますので、特に具体的な新年度に予算化されている２つの事業を紹
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介したいと思います。

最初に、農家を守る米価下落、柿の被害が甚大となっている施策についてであります。コロナ

・自然災害における農産物被害によって生産意欲の低下が懸念される。様々な農業に従事されて

いる農業者の生産活動を奨励するため、令和４年度に限り町単独事業の汗かく農業者支援事業の

補助が拡充されるという回答をいただきました。

もう一点、令和４年度から実施される中学校制服の変更に伴う制服等の購入に対する補助制度

の創設を求めておりました。それに対しては、制服購入費の増減に加え、リユースができない状

況が３年間続きます。町では３年間に限り、中学校学生の制服購入費を補助することが予算化さ

れるということをお聞きしました。

私たち議会議員の責務であります町民の声を聴き、町政に届ける役割を今後も果たしていきた

いと思っております。以上、報告といたします。

○議長（景山 浩君） 次に、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会の報告を白川立真君

より受けます。

７番、白川立真君。

○南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会議員（白川 立真君） それでは報告いたします。

去る２月２２日、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会が開催されました。

定例会に提出された議案は２議案で、南部町・伯耆町清掃施設管理組合職員の給与等に関する

条例の一部を改正する条例と、令和４年度南部町・伯耆町清掃施設管理組合会計予算であります。

初めに、条例改正については、現在、南部町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

を適用し、南部町技能労務職員の給与に関する規則にある一般技能職員を技術員と読み替える特

例を、抽象的な表現から分かりやすい職名に読み替えるものです。具体的には、１級が技術員、

２級が主任技術員、３級が統括技術員という職名に読み替えるものです。この条例改正について

は、全会一致で原案のとおり可決されました。

次に、令和４年度当初予算は歳入歳出それぞれ２億４２７万円で、前年度と比較して６２７万

円の増となりました。

２町の４年度の負担金は、まず南部町が８，１４７万７，３４３円、伯耆町が８，７３１万６

５７円で、総額１億６，８７８万８，０００円、前年度と比べ４５７万９，０００円の増となっ

ております。増額要因は、燃料費や光熱水費の高騰に加え、運転方法の変更による使用量の増加

や炉内修繕費の増加による維持管理費の増加によるものです。歳入は、令和４年４月より直接搬

入手数料の改定があることから、約１７０万円の増加を見込んでおります。
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可燃ごみの搬入量としては全体で４，２３８トン、昨年と比較すると約１１７トン減少しまし

たが、これは両町の収集ごみの減少によるものです。高齢化が進んでいることだけでなく、新型

コロナウイルス拡大の影響により、各家庭での生活様式や食の変化によるもの、例えば惣菜など

個包装化、レトルト食品や弁当などで食品残渣が出ないことなどが要因ではないかとのことでし

た。

町別搬入量については、南部町は約２，０３７トン、前年と比較すると約７９トンの減、伯耆

町は約２，２００トン、前年と比較すると約３８トンの減でした。

ごみの搬入量は減ってきていますが、両町でも布類や衣類の分別回収が始まっているので、こ

れからも積極的に分別やリサイクルに取り組んでいく必要があると考えます。

この令和４年度予算については、賛成多数で可決されました。

議案書は事務局に供しておりますので、閲覧のほど、よろしくお願いいたします。

以上、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会報告といたします。

○議長（景山 浩君） 次に、南部箕蚊屋広域連合議会定例会について、真壁容子君から報告を

受けます。

１３番、真壁容子君。

○南部箕蚊屋広域連合議会議員（真壁 容子君） 南部箕蚊屋広域連合議会２月定例会の報告をい

たします。

去る２月２４日、令和４年第１回南部箕蚊屋広域連合議会定例会が開催されました。専決処分

の報告のほか、令和３年度一般会計補正予算、介護保険事業特別会計補正予算並びに令和４年度

の一般会計予算、介護保険事業特別会計予算など５議案が提案され、それぞれ賛成多数で承認、

可決されています。

令和３年度の補正予算は、一般会計では歳入歳出をそれぞれ６６６万８，０００円増額し、歳

入歳出総額を５億３，５９４万９，０００円としています。

介護保険事業別会計では、歳入歳出をそれぞれ２，８６６万３，０００円を減額し、歳入歳出

総額が３１億３，５５６万円としています。

両会計とも実績見込みによる補正であったということですが、この中で一般会計、特別会計と

も反対者から出ている意見については、国庫支出金で地域支援事業交付金、いわゆる総合事業、

これが国庫支出金の国庫からの金額が下がり、町村の負担になっていること、このことから地域

支援事業については国が責任を持って補助金を減らさないようにという意見があり、反対の意見

がありました。
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令和４年度一般会計予算は、歳入歳出総額５億２，５００万円で、前年度に比べて１，７００

万円、３．３％の増額予算であります。職員の異動に伴う派遣職員給与等負担金が増額、保険給

付費及び地域支援事業等に係る特別会計繰出金が増額となっています。

介護保険事業特別会計は、歳入歳出総額３１億５００万円で、前年度に比べて６，３００万円、

２．１％の増額予算であります。第８期介護保険事業計画に基づく給付費及び地域支援事業費を

見込むほか、介護予防等の取組に資する保健福祉事業費、次期計画の策定に向けた調査費用等が

計上されています。

この一般会計、特別会計とも第８期の第２年目であります。次期の第９期に向けて介護保険事

業計画に取り組む中で、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、これをする費用が１００万ちょっ

と上がっています。これについて、日常６５歳以上の介護保険を利用されていない方３，０００

人を抽出してニーズ調査することについて、６５歳以上の全被保険者にニーズ調査するよう求め

る立場からの反対意見がありました。

なお、今回は独自で在宅介護の実態調査を行う、これは、これまで認定されていたが利用され

ていない方々がどのような状況で利用されていないかを広域連合独自で調査をすると、このこと

については評価をしているという意見もありました。

専決処分では、国の法改正に伴う個人情報保護条例の一部改正について報告があり、これも賛

成多数で承認されています。

なお、一般質問は１名が質問に立ち、ケア労働者の待遇改善等の質問を行っています。

なお、提出された議案につきましては、議会事務局で閲覧できますので詳細についてはそちら

で御確認ください。

以上で南部箕蚊屋広域連合議会の報告を終わります。

○議長（景山 浩君） 次に、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会について、細田元教君

より報告を受けます。

１１番、細田元教君。

○鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員（細田 元教君） １１番、細田でございます。報告い

たします。

去る２月１５日、湯梨浜町で鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開催されました。

定例会提出された議案は５議案でございました。議案第１号は、鳥取県後期高齢者医療に関す

る条例の一部改正について、議案第２号は、令和３年度鳥取県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第２号）、議案第３号は、令和３年度鳥取県後期高齢者医療広域連合特別会計補正予
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算（第３号）、議案第４号は、令和４年度鳥取県後期高齢者医療広域連合一般会計予算、議案第

５号は、令和４年度鳥取県後期高齢者医療広域連合特別会計予算です。

本年度の特徴は、令和３年６月４日に成立いたしました全世代対応型の社会保障制度を構築す

るための健康保険法等の一部を改正する法律を基に、一定以上の所得がある後期高齢者の医療費

窓口負担割合が令和４年１０月１日から１割から２割負担に変更になる点でございます。

それでは、それぞれ議案ごとに報告いたします。

最初に、議案第２号と３号についてですが、それぞれの実績に伴う補正でございます。

第４号は、予算総額５，３２２万４，０００円で市町村からの負担金、また、広域連合の事務

所経費等でございます。

議案第５号は、予算総額８３５億５，１４５万６，０００円で、前年度比約１％増の予算です。

保険給付費等の増額によるものが主なものです。特に医療給付費準備基金から４億４，９９１万

３，０００円、県からの財政安定化基金２億２，５００万円を繰り入れて特別会計が成り立って

いる点でございます。

戻りまして、議案第１号については条例改正でございます。令和４年、５年度の保険料率を決

めたもので、基金繰入れによる保険料軽減措置を行わなかった場合、約２１％の引上げになりま

す。保険料を抑制するため、医療費準備基金から８億５，０００万円を繰り入れ、また、県の財

政安定化基金から４億５，０００万円、総額１３億円繰り入れて保険料率の引上げ幅を抑制する

案でございます。

ちなみに、どのような保険料が上がるかといいますと、何にも構わなかったら２１％上がりま

すが、今言いました１３億円入れますならば、令和２年、３年の保険料は軽減しなかった場合、

７万１，９５１円でございます。それが基金を入れた場合、７万１，９５１円が８万４００円に

なり、８，４４９円増になります。約１１％の増ですが、やっと２１％の引上げを１１％までと

どめたということでございます。

議案第１号から第５号、それぞれ全会一致で可決されました。

また、保険料に対する陳情書が提出され、その内容は県の財政安定化基金からの繰入れを増額

し値上げを回避してほしいというもので、広域連合議運に付託し、審査した結果、原案は否決さ

れました。否決理由は、今後の医療費増が見込まれ、基金等を崩し対応している中で一定程度の

値上げはやむを得ないとの反対意見でした。

賛成意見は、負担が増え続ける、広域連合では限界がある、安心の医療が受けられない等で、

本会議で委員長報告どおり否決されました。
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以上、鳥取県後期高齢者広域連合議会報告といたします。詳細については事務局に供覧に付し

てありますので、御確認いただきたいと思います。以上です。

○議長（景山 浩君） 以上で諸般の報告を終わります。

・ ・

日程第５ 施政方針の説明

○議長（景山 浩君） 日程第５、施政方針の説明。

町長から施政方針の説明を求めます。

町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、施政方針の説明を申し上げます。

本日ここに、令和４年度の予算案及び諸議案を提出するに当たり、町政運営に対する所信の一

端と諸施策の概要を申し上げ、議会をはじめ町民の皆様の御理解を賜りたいと存じます。

初めに。去る２月２４日、ロシアはウクライナに対し軍事行動を起こし、報道によれば、ウク

ライナの領土と主権を侵害しています。紛争の平和的解決を義務づける国際法に違反するもので

あり、ロシア軍の速やかな撤退を強く求めるものです。

足かけ３年にも及ぶ新型コロナウイルス感染症は、私たちの暮らしに大きな影響をいまだに与

え続けています。医療従事者をはじめ、町民の暮らしを最前線で支えていただく方々、また、対

策への御理解、御支援をいただいている町民や事業者の皆様に対し、改めて感謝申し上げるとと

もに、引き続き感染拡大を食い止めるため、基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。

こうした日常生活に多くの制限が加わる中、昨年は東京２０２０オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会が開催されました。そして本年は北京冬季オリンピックが開催され、さらに冬季パラ

リンピック競技大会が開催されます。特に昨年開催されました東京２０２０オリンピックでは、

地元鳥取県出身選手の活躍に地元は大いに盛り上がりました。スポーツのすばらしさとともに、

どんな困難な状況にあっても諦めない強い気持ちや、体の小さな選手がチームワークによって勝

ち上がる強靱さに、困難に挑戦する勇気をもらったオリンピック、パラリンピックではなかった

でしょうか。

私は改めて、町民の皆様が誇りと愛着を抱き、人と自然が響き合い、心豊かに暮らし続けられ

る活力に満ちた南部町、「次世代に誇れるなんぶ暮らし」の創造に全力で取り組んでまいる決意

を新たにしたところでございます。

こうした決意を込めて、令和４年度の町政運営に当たっての方針として次の３点を申し上げま

す。
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令和４年度の町政運営方針。１点目は、「ウィズコロナの環境整備」について申し上げます。

新型コロナウイルス感染症拡大が長期化している状況にあって、引き続き感染拡大の防止、地

域経済の支援に取り組んでまいります。特にオミクロン株の特徴である感染力の強さは、子供と

家族感染を誘発させ、高齢者や福祉施設への広がりを見せています。鳥取県内の感染者数はいま

だ高止まり状態にあり、鳥取県をはじめ西部圏域自治体との連携を強化し、３回目のワクチン接

種、さらには小児用ワクチン接種の環境整備に努めます。

長引くコロナ禍は、全ての人の行動を制限し社会、経済に影を落としています。新型コロナの

脅威に備えながらも、町民誰もが前を向き、希望が持てる日常を取り戻す取組を行います。

２点目は、「未来に向けた自治体運営の構築」について申し上げます。

人口の減少、少子高齢化が進み、経営資源であるヒト・モノ・カネが制約される状況にあって、

多様化、複雑化する町民のニーズに対応しつつ、持続可能な行政サービスを提供するため、新し

いデジタル技術を取り入れた自治体運営に取り組みます。

南部町ＤＸは、人口減少が進む社会にあっても、町民が豊かさを実感できるまちづくりへの手

法の一つです。コロナ後の新たな価値観に基づく社会の中で、サテライトオフィス、テレワーク、

ワーケーションができる環境整備による企業誘致、テレワーカーの誘導が注目されています。岸

田内閣が進めるデジタル田園都市国家構想に注目しながら、南部町の誇れる里山環境でのテレワ

ーク環境整備や、公共交通のタクシー化を図るデマンド乗合運行を検討していきます。そして、

現在整備中の光ファイバー網整備を進めることで、ＳＤＧｓの理念である誰一人取り残さない、

希望に満ちた社会に向けて自治体運営の基盤を構築してまいります。

３点目は、「暮らしを守り次世代を育むまちづくり」について申し上げます。

昨年、西伯病院は開設７０年の節目を迎えました。開院した当時は、結核などの感染症や農林

業での事故、手術を要する急性の疾患は米子まで大八車で運んだと聞いています。時代とともに、

必要とする医療は高齢者を中心とする慢性疾患に移ってはいますが、町民の暮らしを医療で支え、

安心を提供する西伯病院の使命はなお一層重要になってまいります。入院機能を持った自治体病

院として維持発展を支えてまいります。

また、若い世代が南部町で安心して子育てする環境整備として、保育園の統合や、好評をいた

だく小さな公園造りを進めてまいります。

コミュニティーの維持・中山間地対策にあっては、地域振興協議会との連携が必須です。超高

齢社会、人口減少社会の中で、南部町民が安心して暮らし続けるための道しるべとしての「地域

福祉推進計画」を推進しなければなりません。関係機関と連携し、町民が安心して地域で暮らし
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続けることができ、南部町で住んでよかったと思えるまちづくりに取り組みます。

以上を踏まえた上で、私がお約束した次の３つのＣ「つなぐｃｏｎｎｅｃｔ」「変えるｃｈａ

ｎｇｅ」「挑戦するｃｈａｌｌｅｎｇｅ」と五つの挑戦「１なんぶ創生」「２子育て環境の充実

と人材育成」「３健康長寿のまちづくり」「４共生と防災のまちづくり」「５行財政改革」の実

現に向けた重点的な取組を推進してまいります。

この結果、南部町の令和４年度一般会計当初予算規模は７４億６，３００万となり、対前年比

１０％増となります。

１、なんぶ創生に挑戦。１つ目は、なんぶ創生への挑戦です。

令和元年度に策定した第２期なんぶ創生総合戦略で、現在、基本事業１２事業、５５施策を掲

げ持続可能な南部町の実現に取り組むこととしております。

まず、情報通信基盤整備につきましては、令和４年度から順次各家庭まで接続できるよう整備

いたします。これにより高速通信環境が整備されますので、国が進める転居や介護保険、住民税、

児童手当や国民年金などの手続のデジタル化もストレスなく対応できるようになります。

また、緊急避難情報やプッシュ型の行政サービス情報提供を視覚的、体感的に入手できるよう

コンテンツの充実を図ってまいります。

当初令和３年度中に稼働予定であった高速通信設備を搭載したコネクテッドカーは、世界的な

半導体不足の影響が直撃し３月の納入となってしまい、年度内の稼働はできませんでした。令和

４年度はマイナンバーカードの普及を重点的に行うとともに、デジタルディバイドを解消するた

め、スマホ教室やスマートフォンを使ったデジタルサービスの体験イベント、遠隔健康相談を行

うなど、デジタルに慣れ親しんでいただける取組を行います。また、その体制強化のためデジタ

ル推進員を配置し、新☆青年団や高校生サークルなど若手を巻き込み、デジタル社会に対応した

新たなアイデアを生み出していく取組を行ってまいります。

令和３年５月１日にオープンした複合施設「キナルなんぶ」は、来場目標を４万人としていま

したが、１月末時点で１０万人と想定を大きく超え、内外の注目が集まっています。人が集まる

ことにより生まれる付加価値を創造していくことが次の課題であると考えます。

令和３年度に取組を始めた第２期「生涯活躍のまち基本計画」の「全世代・全員活躍のまち南

部町」の取組は、まちづくり会社「なんぶ里山デザイン機構」が中心となって行っている空き家

を活用した南部町への移住者は、令和４年１月時点で３１世帯、８９人となっています。

また、地域の新たな働き方、仕事を創出する「しごとコンビニ」の取組は、令和３年度に新た

な町内事業所２２社に意向調査を行ったところ、軽作業、清掃・整理、企画広報など、４５案件
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の仕事がニーズとして出てきました。また、働き手となる町内の子育て世代や中高年齢、移住者

の方への聞き取り調査ではほぼ全員からしごとコンビニ事業に期待しているとの声をいただき、

登録したい方が９割と、大きな手応えがありました。しかし、コロナ禍の影響もあり、予定して

おりました事業所や町民の方向けの説明会を延期したことで、本年稼働には至っておりません。

令和４年度は本格稼働に向け、説明会の準備を行いつつ、広報活動をしっかりと行い、事業所と

町民の皆様への周知を図りながら事業開始を行います。

これまで法勝寺地区を拠点エリア、手間地区と賀野地区にサテライト拠点を整備してまいりま

したが、南さいはく地域振興協議会のサテライト拠点も今年３月中には完成し、５月上旬にオー

プンする予定です。同エリアで地域づくりを実践している南さいはく地域振興協議会は今年度、

特産品部門を一般社団法人化し地域商社としての活動も開始されておりますが、新たな拠点施設、

また隣接するカントリーパークの利用と連携し、地域活性化の取組が広がることを期待しており

ます。

町内の誘致企業１６社の令和３年４月時点の雇用者の総数は１，５７４人で、うち町内からの

雇用数は２６７人、１７％、外国人雇用者数は７５人となっています。

企業誘致については、新型コロナウイルス感染症拡大によりテレワークが推奨、実施され、サ

テライトオフィスの誘致の取組が注目されました。国においてはデジタル田園都市国家構想推進

交付金に地方創生テレワークタイプが設けられ、テレワークによる地方創生に大きな期待が寄せ

られています。南部町におきましても、高速通信環境の整備、コワーキングスペースの創設、県

外企業とのパートナーシップの締結、外部人材の活用事業による関係人口づくりなどに取り組ん

でいるところであり、これらの取組を今後も進めていくとともに、サテライトオフィス誘致の環

境整備に取り組みたいと考えております。

また、地域創生に当たっては地域循環型の地域経済を構築していくことも重要です。南部町で

は、起業支援により令和２年度は９件、令和３年度も９件の起業があるなど活性化の成果はあり

ますが、地域通貨などヒト・モノ・カネの地域内循環を生み出す新たな仕組みを導入できないか、

商工会等と協議しながら検討してまいりたいと思います。

緑水湖周辺エリアの活性化については、今年度、関係者と話し合いながら計画づくりをしてき

たところですが、目指す方向性を「非日常を求める大人たちに、安らぎと癒やしを提供するエリ

ア」とし、施策として、「星空観察や野鳥観察、農業体験など自然や文化を生かしたコンテンツ

の創出」、「ワーケーションの環境整備」、「担い手の育成」、「エリア内の施設の連携強化」

に取り組んでまいります。令和３年度に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活
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用し、虹の村コテージ１棟の内装を改修しましたが、令和４年度は新たに創設されたデジタル田

園都市国家構想推進交付金という有利な事業を活用し、研修館及びコテージ３棟の改修を行い、

テレワーク、ワーケーションの環境整備を進めてまいります。

人口減少社会にあって、地域のことを地域住民が解決する仕組みの先駆けである南部町の地域

振興協議会では、現在の課題である「福祉」と「防災」において重点的に取り組んでいただいて

おり、南部町地域福祉計画の実現に共に取り組んでまいります。

地域の皆さんと語り合う「円卓会議」を、コロナ終息後には全集落を回って開催し、地域の皆

さんと意見を交わし、思いを共有し、心豊かに暮らし続ける「なんぶ暮らし」の創造に邁進いた

します。

２、子育て環境の充実と人材育成に挑戦。２つ目は、子育て環境の充実と人材育成への挑戦で

す。

まず、教育は人づくりの基盤であり、「自立・共生・参画」をキーワードに学校教育、社会教

育を通じて、引き続き未来の担い手育成に努めてまいります。

学校教育におきましては、本町の児童生徒の学力の状況を鑑み、「まち未来科」だけでなく、

様々な学習場面において、①児童生徒にとって、主体的、対話的で深い学びとなるような授業づ

くり、②目的に応じ、主体的に「読む力」の育成、③自分の考え、理由、根拠を明確にした上で

表現する力の育成の３点を重点に学力向上を進めてまいります。これらもできる限り子供たちの

学びの環境を整備しつつ、全町立学校が一体的に小中一貫教育の視点を持って取り組み、予測不

可能な社会変化に対応できる学力の定着・向上に取り組んでまいります。

不登校対策につきましては、出現率の高止まりとともに、その背景も様々で、複雑になってき

ているようです。その対応として、校内での相談活動や家庭支援に加えて、スクールソーシャル

ワーカーを各中学校区に１名配置し、外部との連携の一層の充実を図ります。既にチームとして

の動きが児童生徒に届く事案が増えてきておりますので、今後も一人一人の子供に寄り添った指

導・支援を積極的に行い、不登校の未然防止にも努めてまいります。

「コミュニティ・スクール」を基盤に取り組んでいる地域とともに歩む学校づくりをさらに一

歩進め、中学校区単位の活動を展開していく中で、小中一貫教育の視点を強化するとともに、

「まち未来科」の充実を図ることで、学校の元気を地域の活力にもつなげてまいります。

ＧＩＧＡスクール構想につきましては、新型コロナ対策として前倒しされた高速インターネッ

ト、タブレット端末、大型モニター等のハード面の整備を進めております。肝腎なことは、情報

に左右されるのではなく、真に有効な情報を取捨選択して活用する情報活用能力の育成であると
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考えます。単なる機器の使い方ではなく、社会との関わりの範囲を広げたり、様々な知見や意見

に触れたり、自らの学びを豊かにする力を育成するために情報教育を進めてまいります。

昨年から、これまでの研修や講演会などの学ぶ機会の提供というスタイルの家庭教育支援に加

えて、子育て中の保護者とじかに向き合い、不安や悩みなどの軽減化のため寄り添う訪問型家庭

教育支援をスタートさせました。必要なところへ届ける支援として、本年も年３回、３月、６月

そして１１月に戸別家庭訪問を実施してまいります。

平成２６年度から取り組んでいる少子化対策事業も、第三次の取組を令和２年度から行ってお

ります。

これまでの取組により、転入者や町外の方からも「子育て支援策が充実している南部町」と言

われるようになっておりますが、令和２年度に行った内閣府の「少子化対策地域評価ツール」調

査研究事業の結果でも、南部町の強みは、地域の子育て支援拠点、児童館、子育てサービスなど

出生後の子育て支援サービスや医療・保健環境が充実しているとの評価でございました。一方、

家族住生活で持家・３世代同居が突出しているが、それが少子化対策になっていない、飲食店・

娯楽・公園面積が少ないなど、出会い、結婚段階での生活環境に課題が多いとされています。令

和４年度は、国土計画法に基づく土地利用計画に着手し、町有地の整理、宅地整備の適地や工業

団地を含むゾーニング等の調査を行い、結婚後の住環境整備についても検討してまいります。ま

た、令和３年度に「子育て世代への魅力発信に関するマーケティング調査」を行っており、転入

先に南部町を選んだ理由等も明確にしておりますので施策に生かしてまいります。

子育て世代の皆さんと一緒に作成した「子どもの広場整備構想」に基づき、第１期子どもの広

場が東西町スポーツ広場の横に「グリコこそだてパークなんぶ」として令和２年１０月に完成し

ました。次の子どもの広場の整備に向けて子育て世代の皆さんに実施したアンケート調査では、

場所は公共施設の近くがよい、きれいなトイレが欲しいという御意見が多数ありましたので、

「いこい荘」横の公園の横に小ぢんまりとしたポケットパークを令和４年度に整備着手いたしま

す。

さきの１２月議会で、老朽化しているつくし、さくら保育園を統合し、民設民営化したいとい

う私の考えをお示しいたしました。新しい保育園について議会で御議論を深めていただくために

は、建設場所の候補地、新たな保育園の規模、概算の事業費、民設民営化の方法、手順等、ある

程度具体的な内容をお示しする必要があると考えており、今年度中に基本構想として取りまとめ

ます。基本構想を作成するため「あり方検討会」を３月中に開催しますが、令和４年度は、検討

の資料として必要な建設に係る概算費用を算出するための委託費用をお願いしております。基本
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構想を基に議会の皆様にお諮りしてまいりたいと考えております。

３、健康長寿のまちづくりに挑戦。３つ目は、健康長寿のまちづくりへの挑戦です。

地域における日常的な支え合い活動を充実させたいという願いを込めた「いきいき百歳体操」

は４６か所に広がっていますが、令和２年度、令和３年度と新型コロナウイルス感染症拡大によ

り、思うように活動ができておりません。なんぶＳＡＮチャンネルによる放送や、地域によって

は分散して実施いただいたところもありますが、家に閉じこもりぎみの高齢者の方々の健康状態

が心配です。令和４年度も新型コロナウイルスの感染状況が懸念されるところですが、まちの保

健室、コネクテッドカーによる出張型役場サービスを活用して、個別相談、タッチパネルを使っ

た認知症テスト、簡単なパソコンゲームでの認知症予防など工夫して、高齢者の方々の健康把握、

維持に必要な対応をしてまいります。

特定健診の受診率は令和２年度で３６．７％、がん検診は令和２年度で胃は２７％、肺・大腸

が４０％弱、婦人科では２０％前後の受診率となっています。いずれも受診率は低下しています。

コロナ禍の影響と考えられますが、安心して健（検）診を受けていただけるように配慮しながら

受診率の向上を図り、第２期保健事業実施計画の特定健診の受診率の目標である令和４年度５８

％、令和５年度６０％が達成できるよう、引き続き未受診者に対し勧奨を行います。

また減塩対策については、鳥取大学や国保連合会と連携した減塩分析事業を継続し、減塩メニ

ューコンテスト等で適切な塩分との付き合い方を啓発し、減塩推進事業の目標値である塩分摂取

量、男性７．５グラム、女性６．５グラムの目標を達成するように取り組んでまいります。

令和３年度からスタートした南部町地域福祉推進計画ですが、ワクチン接種業務の対応、ある

いは新型コロナウイルス感染症等により地域の関係者との調整が取りにくく、進捗は遅れていま

す。そのような中においても、地域振興協議会の内部でも検討が進んでいる地域では福祉コーデ

ィネーターを配置できる見通しができ、令和４年度は２名を配置する予定となっております。

平成２９年度にスタートしたひきこもり対策事業は、社会福祉協議会の充実残額を活用し５年

間実施してこられ、社会復帰へとつながったという活動の成果が出ております。しかし、ひきこ

もり状態にあると判断される方は、全戸訪問の進捗率が約４６％である現在、把握できているだ

けで３３人おられ、調査が進めばさらにその数は増えてまいります。ひきこもりは大きな社会課

題であり、国や県においても徐々に支援策を拡大してきています。国においては、都道府県域と

して実施していたひきこもり対策事業を市町村域で実施していくかじ取りを行い、令和４年度に

新たな支援事業の予算化が行われています。そこで、南部町としましては、これまで５年間の活

動内容と実績を踏まえて支援体制を再構築し、新たに仮称ではありますが「ひきこもり支援ステ
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ーション」を設置し、ひきこもり対策の充実を図ってまいります。

４、共生と防災のまちづくりに挑戦。４つ目は、共生と防災のまちづくりへの挑戦です。

南部町は町全域が「生物多様性保全上重要な里地里山」に選定されていますが、環境省のサイ

ト「里なび」に「里地里山は、人が自然に働きかけて生まれた空間です。」とございます。農業

は南部町の主要産業で、豊かな里地里山の景観を形づくっていますが、農業の営みが失われ、人

の働きかけがなくなれば、土地は荒れ果て豊かな景観も生物多様性も失われてしまいます。里地

里山の景観と南部町農業が次世代に引き継がれるよう、農業の将来を話し合っていただく人・農

地プランの地域での話合いや、担い手の確保と育成に努めてまいります。

今年度、南部町を代表する富有柿が炭疽病により大きな打撃を受けました。農家の方の生産意

欲の減退が懸念されるところでございますので、県と連携して支援策を実施いたします。昨年

「フルーツロード構想キックオフミーティング」を行い、生産者を中心に関係者の方々から様々

な意見が出され、構想に期待する熱を感じたところです。フルーツロード構想の中核をなす生産

振興策を具体化するため「がんばる地域プラン」を作成し、令和４年度プラン認定を目指します。

プランの方向性としては、若い人が農業に希望を持って取り組める仕組みとして、施設栽培の振

興を中心に、農業への導入から生産品の出口、地域振興を盛り込んだプランづくりをしてまいり

たいと考えております。

令和３年に着手された株式会社鳥取ＣＬＴに隣接する場所に、株式会社ミヨシ産業が新設され

たＣＬＴを加工し製品化する工場が令和４年度には稼働される予定です。これにより原料供給か

ら製材、製品化までが町内でできることになり、町内の林業振興に大きく貢献すると期待してい

ます。

高齢者、障がい者が地域で暮らしていくために重要な機能である買物や医療などのための交通

政策としては、令和３年４月から南部町北部地域を運行する黄色のふれあいバスを、定時運行と

デマンド運行を組み合わせて運行を行っているところです。これは乗車時間の短縮や新たなバス

停設置によって利用しやすくするとの狙いでしたが、コロナ禍の影響もあると思いますが、期待

したような結果とはなっておりません。御利用者の中からは、「予約が面倒」「バス停まで出る

手段がない」などの声をお聞きしております。令和３年度中にも一部改善を行っておりますが、

令和４年度はドア・ツー・ドアに近い公共交通に近づくよう具体的な検討を進めてまいります。

また、公共交通で全ての町民の皆様のニーズにお応えすることは現実的ではありませんので、併

せて地域における助け合いで行う共助交通の実現についても、地域振興協議会を含め関係機関の

皆様と一緒になって議論を進めてまいります。さらに将来的には、マイカーに過度に頼らない交
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通基盤、路線バス、町営バス、共助交通、レンタサイクル、シニアカーなどを予約決済サービス

でつなぎ合わせた南部町版ＭａａＳ（マース）を目指してまいりたいと考えます。

南部町は２０５０年ゼロカーボンシティを宣言しています。令和３年３月に「地球温暖化対策

の推進に関する法律」に定められる「地方公共団体実行計画」に相当する南部町温暖化防止実行

計画「事務事業編」を策定いたしましたが、令和４年度は行政だけでなく、事業者や町民をはじ

めとしたあらゆる主体が対象となる「区域施策編」を作成し、二酸化炭素削減の取組を加速させ

てまいります。

また、国のＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）アクションプラン２０２０ではＳＤＧｓを原動力

とした地方創生が掲げられ、エネルギーインフラの強化やグリーンインフラの推進等が求められ

ています。南部町としましては、地域環境と調和の取れた再生可能エネルギーの普及を推進し、

ごみの減量化、再資源化をこれまで以上に進めてまいります。平成２６年から運用開始した鶴田

太陽光発電所は計画値以上の売電を行っており、今年度は落雷により売電停止期間があったもの

の、令和３年４月から令和４年１月の売電量は計画売電金額４，８６０万円に対し５，２２９万

円余で、計画達成率は約１０７％となっています。この売電収入を元に自然エネルギー導入に対

する支援に取り組んでまいります。

本町も出資する「南部だんだんエナジー株式会社」では、環境省の「公共施設の設備制御によ

る地域内再生活用モデル構築事業」に採択され、令和３年度から４年計画で事業が始まっていま

す。「エネルギーの地産地消」に貢献できるものと期待しております。

南部町では合併以来「人権が大黒柱のまちづくり」を町の重要な施策に位置づけ、南部町人権

会議や部落差別をはじめあらゆる差別をなくす取組を展開してきましたが、今後も多様な取組を

推進してまいります。

近年、未曽有の災害や感染症等への対応に追われる中で、情報化の進展に伴い、インターネッ

ト上での誹謗中傷が社会問題となり、人々のモラルや人権感覚が問われています。このような時

代だからこそ一人一人が人権を自分のこととして捉え、家庭・学校・地域・職場等の日常生活の

中で、お互いの人権を尊重することを自然に感じ、考え、行動することが定着している「人権文

化のまちづくり」の継続が必要です。本年、「南部町における部落差別をはじめあらゆる差別を

なくす総合計画」の改定を終えたところであり、今の社会状況を鑑みながら、「人権文化」のま

ちづくりの実現を目指してまいります。

５、行財政改革に挑戦。５つ目は、行財政改革への挑戦です。

南部町の合計特殊出生率は年によってばらつきがあり１．２４から１．４５あたりで推移して
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おりますが、２０４０年には、目標を達成した場合９，１７２人、低く見積もった場合７，７５

０人になると予測されます。

今後、そう遠くない未来に自治機能を失う集落が生まれ、行政が多くの部分を担わなければ維

持できなくなるところが出てくるものと思われます。しかし、行政も財政規模が縮小し、職員数

も減少していきますので、町民が安心して地域で暮らし続けることができるために、いかに有効

なシステムや仕掛けをつくることができるかが課題となります。

これを解決するためには、役場業務の在り方、やり方を変え、デジタルでできるところはデジ

タル化を進め、人でないとできないサービスに人的資源を振り向けることが必要です。そのため

に行政手続のオンライン化、業務のＲＰＡ化を進めるとともに、令和４年度にはＧＩＳアプリケ

ーションを導入します。これにより防災・福祉・建設・環境など各種台帳情報を重ね合わせ一元

化して可視化できるようになり、令和５年度からは町民公開も検討してまいります。

さらに、クラウド型被災者支援システムを導入します。これは災害時のＢＣＰ対策や応援・受

援の円滑化、個別避難計画の管理を行うことができ、マイナポータルの「ぴったりサービス」で

罹災証明書の電子申請を行い、コンビニでの交付も可能となります。また、住基データと連携す

ることで住民票の写しや印鑑証明のコンビニ交付が可能であり、システム標準化が行われた後に

は課税証明書等の税証明書も取得できます。これらを取り入れ業務の効率化を進めてまいります。

しかし、デジタル化は大きな費用を伴うものも多く、全てのことを小規模自治体が単独でデジ

タル化することは現実的ではありません。このため、南部町では、早いうちから近隣自治体と連

携できる部分は連携し、効率的で持続可能な行政運営ができるように取り組む必要があると考え

ており、基幹システムの標準化はその大きな節目のタイミングであると捉えております。

次世代の行政を担う人材の育成を図るため、令和３年度から５か年計画で西部地区の町村が連

携して人材育成プログラムを始めております。これも新型コロナウイルス感染症のためリモート

での開催となっており、相対で人間関係をつくるという取組ができておりませんが、引き続き進

めてまいります。

南部町の公共施設の一つ一つについて劣化状況や利用状況などを定量的、定性的に評価し、政

策的な判断を加えて、集約、転用、廃止等の対応方策を定める「個別施設管理計画」を令和２年

度に作成しました。また、令和３年度には、平成２８年度に策定した庁舎・学校・町営住宅・集

会施設等の公共施設、道路・橋梁・上下水道等の生活基盤となるインフラ施設の「南部町公共施

設等総合管理計画」の見直しを行いました。令和４年度からは、これらの計画を基に地域住民の

方々、利用者の方々と施設を今後どうしていくのか、廃止、譲与も含めた突っ込んだ議論をして
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いきたいと考えています。

次に、特別会計及び企業会計の概要を説明いたします。

国民健康保険事業特別会計。まず、国民健康保険事業を説明いたします。

南部町の国民健康保険の加入者数は、令和４年１月末現在、１，４１８世帯、２，２４９人で、

総人口の２１．５％を占めておりますが年々減少しております。令和４年度の予算規模は、１２

億９，６７０万円で計上いたしました。

国民健康保険制度は、国民皆保険制度の基盤として地域住民の医療の確保と健康の保持・増進

に大きく貢献してきました。しかし、制度が抱える構造上の問題に加え、国民生活や社会情勢の

変化などに伴う財政基盤問題による赤字体質の課題を払拭することができず、厳しい状況が続い

ています。

そうした中、国民健康保険の安定的な運営を目指して平成３０年度から県が財政運営の責任主

体となりましたが、保健事業などの医療費適正化の主な実施主体はこれまでどおり市町村となり

ました。

さらに国からは県に対して保険税の平準化の時期を明確にすることを一層強めてきており、数

年後の平準化に向けた協議が深まってきています。南部町では保険料の平準化に備えるため、令

和３年度から国保課税方式をこれまでの４方式から資産割をなくした３方式に移行いたしました

が、町民の皆様の御理解により特に混乱を招くこともなく移行できたことと思っております。

納付金制度が導入されてからその年の医療費負担が会計運営に影響を直接与えることはなくな

りましたが、高い医療費の推移は将来の納付金に反映され会計運営が厳しくなるものとなります。

そのため、生活習慣病の早期発見・早期治療を目指し、健診受診率、指導実施率、メタボリック

シンドローム減少率の目標を設定し効率的・効果的な保健事業を実施していくことで全体の医療

費総額の削減に努めてまいります。

後期高齢者医療特別会計。後期高齢者医療は、保険制度の安定を目的に鳥取県後期高齢者医療

広域連合を組織して運営をしており、町特別会計は保険料を徴収し負担金として支出しておりま

す。

保健事業においては、高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施するため、

介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施してまいります。令和４年度

は新たに歯科健診と口腔機能チェックを行う健口機能モデル事業により、口から健康長寿に取り

組みます。また、広域連合と連携し医療費の適正化につながるよう取組を進めるとともに、令和

４年１０月から一部の方の窓口負担２割が始まりますので、広報により周知を努めてまいります。
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墓苑事業特別会計。墓苑事業は、墓苑の維持管理費と利用墓地の手数料、償還に係る予算を計

上しています。令和３年度は西伯墓苑の新規購入１件、返還６件で、空き区画は４６件となって

います。円山墓地については返還はなく、空き区画は７件です。引き続き広報活動を通じて空き

区画解消に努めてまいります。

農業集落排水事業特別会計。農業集落排水事業は令和３年度末の接続率９２％を見込んでおり

ます。引き続き施設の適正管理に努めてまいります。

浄化槽整備事業特別会計。浄化槽整備事業は令和３年度末の接続率７５％を見込んでおります。

令和６年度まで延長しています合併浄化槽補助金制度により、引き続き合併浄化槽の設置を進め

てまいります。

公共下水道事業特別会計。公共下水道事業は令和３年度末の接続率９８％を見込んでおります。

公共下水処理施設の維持管理経費を計上しています。引き続き適正な管理に努めてまいります。

太陽光発電事業特別会計。太陽光発電事業は、鶴田地区２．９ヘクタールに１．５メガワット

の太陽光発電所を運営するための会計で、順調に発電し売電収益を上げています。「電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の改正により、設備の修繕、撤去に

要する費用を担保するため、事業終了年度の１０年前から外部積立てが義務づけられることとな

ったため、鶴田の太陽光発電事業も令和４年４月の売電分から積立てを始める予定です。新年度

は６，０００万円の売電収益を見込んでいます。収益は今後の維持管理のための基金積立てを行

うほか、自然エネルギー導入への補助金などゼロカーボンに向けた施策に充当し、町民の皆様に

還元してまいります。

次に、企業会計ですが、水道事業会計から説明してまいります。

水道事業会計。令和４年度の水道事業会計は、事業収益２億２，１１５万３，０００円として

おります。水道料金は令和２年度に統一し、令和３年度でその２年目が終わります。この間、料

金収入に影響する有収率の低下など、急激な老朽化は進んでいませんが、引き続き持続可能な水

道経営を目指し、令和元年度に策定した「経営戦略」の更新計画に基づき、老朽施設の更新事業

に取り組みます。

病院事業会計。令和４年度病院事業会計は、事業収益２４億８，４２４万１，０００円、対前

年比７，９２４万４，０００円の増といたしました。今なお終息が見えないコロナに対し、西伯

病院はコロナ患者の受入れ、自宅療養者への訪問看護、ＰＣＲの無料検査、ワクチン接種への協

力等、地域の公立病院として大きな責務を果たしているところでございます。通常診療を維持し

ながらのコロナへの対応は、精神的、身体的負担も大きく、使命感も持って懸命に働いておられ
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る医療現場のスタッフの皆様に改めて感謝を申し上げたいと思います。

さて、今後、増大する高齢者医療への対応の必要性から、国では２０２５年以降の医療提供体

制の確保が喫緊の解決課題であり、地域医療構想の議論が進められているところであります。急

性期から慢性期、そして在宅医療へと包括的医療を展開する西伯病院の医療提供体制は引き続き

堅持してまいりたいと考えます。将来の南部町の医療提供体制をどう構築するかについては、地

域医療構想における西伯病院の役割、町内や近隣の医療提供体制の状況、病院経営の視点、地域

住民の声、あり方協議会の有識者の意見等を踏まえ、総合的に判断し、令和４年度の秋頃までに

は具体的方針を示してまいりたいと思います。

今後、医療分野においても医療人材が減少し、専門職を確保することが難しくなる中、医療の

質を落とさないようＩＣＴの利活用、デジタル化への対応は必要であります。病院と行政とタイ

アップし、遠隔診療、オンライン診療の導入の実現も図ってまいりたいと考えます。

令和３年３月から南さいはく地域で取り組んでいます「こころの巡回診療室」については、今

後は病院と連携し、フレイル予防、認知症対策、交通弱者対策等の地域生活を支える視点を取り

入れ進めてまいります。

医師の確保は、病院経営の維持・存続に関わる根幹であり、西伯病院も常勤医師の高齢化に伴

う後任医師の確保が困難な状態であることに依然変わりはありませんが、令和４年度は新しく小

児の発達や神経疾患を得意分野とされる小児科医師が着任することとなっています。小児医療は

子育てしやすいまちづくりに欠かせない医療として、町としても財政的にバックアップしてまい

りたいと思います。

私は、西伯病院の強みは、一般科と精神科を両輪として医療提供体制を有する県内唯一の自治

体病院ということだと思います。この西伯病院の特色、強みを生かしたまちづくりこそ、南部町

のまちづくりの柱であると考えています。高齢者を地域ぐるみで支える地域包括ケアの考え方を

基本に、住民のために継続して医療を提供することが住民の安心につながります。そのために、

町民の皆様が住み慣れたここ南部町で住み続けられるよう、町立病院がある特色を生かした医療

政策を進めてまいります。

在宅生活支援事業会計。在宅生活支援事業会計では、令和４年度の事業収益４，７４３万６，

０００円、対前年比４４９万５，０００円の増といたしました。地域包括ケアシステムにおいて、

在宅医療における中核的な役割を担う訪問看護ステーションはますます重要になってきます。ス

タッフのスキルアップを図り、組織体制を強化するとともに、「入院時より退院支援を見据えた

看護、外来患者が在宅で安心して過ごすための看護や支援」を理念とし、引き続き地域の関係機
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関と連携を図り、利用者のニーズに沿った事業展開を図ってまいります。

以上、令和４年度南部町一般会計予算案をはじめ、特別会計及び企業会計の概要と主要施策に

ついて申し述べました。本定例会ではこのほか令和３年度補正予算、条例関係をはじめ総数２７

議案を上程しておりますので、詳細は後ほど説明いたします。

いずれの議案も特に町民の皆様の生活に深く関わり、町政の推進には重要な議案ばかりでござ

います。議員の各位におかれましては慎重審議の上、全議案とも御賛同いただき御承認賜ります

ようよろしくお願い申し上げ、提案説明といたします。よろしくお願い申し上げます。

○議長（景山 浩君） ここで休憩を行います。では、再開は４０分といたします。

午後２時２５分休憩

午後２時４０分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

・ ・

日程第６ 議案第２号

○議長（景山 浩君） 日程第６、議案第２号、南部町高度無線環境整備推進事業工事に関する

変更契約の締結についてを議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

副町長、土江一史君。

○副町長（土江 一史君） 副町長でございます。議案書１ページをお願いします。議案第２号、

南部町高度無線環境整備推進事業工事に関する変更契約の締結についてです。

南部町高度無線環境整備推進事業工事に関する変更契約を締結するため、地方自治法第９６条

第１項第５号及び南部町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２条

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

契約の目的は、南部町高度無線環境整備推進事業工事。契約の金額、変更前が７億１，２８０

万円、変更後は６億７，７１６万円。契約の相手方、鳥取県鳥取市西品治字田島前ノ二８１６番

地１、株式会社中電工鳥取統括支社、執行役員支社長、二反田正克。

これは工事に関連する各種機器の最終的な数量を確定したことにより、工事費の減額となった

ため、変更契約をお願いするものでございます。

以上、よろしく御審議のほど、お願いいたします。

○議長（景山 浩君） 提案に対し、質疑はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第２号、南部町高度無線環境整備推進事業工事に関する変更契約の締結につい

てを採決いたします。

議案第２号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第７ 議案第３号 から 日程第３２ 議案第２８号

○議長（景山 浩君） お諮りします。この際、日程第７、議案第３号、令和３年度南部町一般

会計補正予算（第１１号）から、日程第３２、議案第２８号、辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の変更についてまでを一括して説明を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、日程第７、議案第３号から日程第３２、

議案第２８号までの提案説明をお願いします。

町長からの提案理由の説明を求めます。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。そういたしますと、補正予算書のほうで御

説明をしてまいります。



議案第３号

令和３年度南部町一般会計補正予算（第１１号）

令和３年度南部町の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１３，８５０千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８，０１１，４４５千円とする。
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２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。

令和４年３月 ３日 提出 南 部 町 長 陶 山 清 孝

令和４年３月 日 決 南部町議会議長 景 山 浩



そういたしますと、６ページを御覧ください。第２表、繰越明許費補正でございます。１、追

加といたしまして、２款総務費、３項戸籍住民登録費、事業名、戸籍及び住民登録事務、金額３

５７万５，０００円から９款の教育費、１項教育総務費、学校保健特別対策事業、金額４９５万

円まで合計１０事業、総額８，３１０万６，０００円の事業繰越しをお願いするものでございま

す。

続いて、７ページをお願いします。第３表、債務負担行為補正です。１、追加といたしまして、

町営ふれあいバス委託（北部エリア、南部エリア）でございます。期間は令和４年度、限度額は

４，４０８万１，０００円です。これにつきましては、いわゆるゼロ債の扱いになります。

８ページをお願いします。第４表、地方債補正でございます。１、追加といたしまして、緑水

園管理事業１７０万円。起債の方法は、証書借入れでございます。利率、償還の方法は、記載の

とおりでございます。御確認をお願いします。

次に、変更でございます。変更といたしまして、今年度予算計上させていただきました各事業

の起債限度額を、決算見込みによりましてそれぞれ限度額の変更をお願いするものでございます。

総額で起債限度額２億４，８９０万円を１億５，１８０万円へ減額いたします。なお、起債の方

法、利率、償還の方法は、補正前と同じでございます。

続きまして、予算に関する説明を行います。歳出予算から御説明をいたします。１７ページを

御覧ください。主なものを説明してまいります。人件費に関するものにつきましては、本年度の

決算見込みによるものでございます。後ほど給与費の明細書にて御説明を申し上げます。
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１款議会費、１項議会費、１目議会費は２６８万７，０００円減額し、８，２７６万５，００

０円といたします。これは新型コロナウイルスの蔓延によりまして議員研修を取りやめたことに

よる減額が主なものでございます。

続いて、２款総務費、１項総務管理費、８目基金管理費は７，４０１万４，０００円増額し、

１億８，２９３万４，０００円とするものでございます。これは交付税の増額に伴いまして基金

への積立てが増加したものと、ふるさと寄付金の増による増額、また、ふるさと寄付金の増に伴

いまして返礼品と委託料の増額をお願いするものでございます。

１９ページをお願いします。同じく３項戸籍住民登録費、１目の戸籍住民登録費は３２２万８，

０００円増額し、４，７５１万円とします。これにつきましてはマイナンバーカードのシステム

改修に係る経費でございます。

２０ページをお願いします。３款民生費、１項社会福祉費、２目障がい者福祉費につきまして

は３２０万円増額いたしまして、３億９，０７３万６，０００円とするものです。心身障がい者

（児）医療費助成、それから自立支援介護給付事業の利用実績見込みによる必要額の増額でござ

います。

２２ページをお願いします。４款衛生費、１項保健衛生費、２目予備費５４９万５，０００円

を減額し、１億５，２１２万８，０００円といたします。予防接種事業の減額と、新型コロナウ

イルス感染症対策としてＰＣＲ検査への補助金を町独自で行っていましたけれども、県が無料の

ＰＣＲ検査を始めましたので、その不用額を減額します。また、ワクチン接種体制確保事業とし

て５３３万２，０００円を増額するものでございます。

２３ページをお願いします。同じく３項清掃費、１目塵芥処理費は１２０万５，０００円減額

し、１億２，２０６万７，０００円といたします。事業実績による減額となります。

４項病院費、１目病院費は、６５３万７，０００円増額の５億９，７９８万７，０００円とい

たします。これはコロナウイルス対策としての補助となります。

５款農林水産業費、１項農業費です。１目農業委員会費は２６５万９，０００円を増額し、２，

０９７万１，０００円とするものです。これにつきましては農業委員の報酬の実績によるものが

主なものでございます。

２４ページをお願いします。５目農業振興費２，０６８万５，０００円減額の１億４，７３１

万７，０００円とします。これにつきましては各種補助事業の実績による減となります。

２５ページをお願いします。２項林業費、２目林業振興費は、１，１０１万９，０００円減額

の３，７０３万５，０００円となります。これにつきましても各種補助事業の実績による減額で
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ございます。

続いて、２６ページをお願いします。８款消防費、１項消防費、３目災害対策費は２９２万６，

０００円減額し、３，６５９万２，０００円となります。これにつきましては法勝寺庁舎キュー

ビクル受電設備の更新工事を行いました。それの事業費の確定による減額となります。

９款教育費、１項教育総務費です。２目の事務局費です。５６万８，０００円を増額し、１億

３，２６３万６，０００円とするものです。各事業の実績に伴う予算の減額と、次ページ中ほど

でございます学校保健特別対策事業での新型コロナウイルス対策、これに伴います増額が主なも

のでございます。

２７ページをお願いします。２項小学校費、２目教育振興費は、３３３万４，０００円減額の

２，５１４万３，０００円といたします。これは事業実績による減額となります。

続いて、２８ページです。３項中学校費、２目教育振興費は、１３１万円減額の２，３８２万

円といたします。こちらのほうも事業実績による減額となります。

４項社会教育費、１目社会教育総務費は、１８７万９，０００円減額の１，８８４万３，００

０円といたします。これにつきましてはコロナ禍によりまして高校生サークルの国際交流事業が

取りやめになったというものでございます。

２９ページをお願いします。５項保健体育費、１目保健体育総務費は、３６０万７，０００円

減額の２，５３２万７，０００円とするものでございます。各種事業の実績による減額となりま

す。

１０款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、４目農地等小災害復旧費は、１，２１９

万８，０００円減額の１，２１４万７，０００円とするものです。これにつきましては７月豪雨

におけます災害復旧の実績による減となります。

３０ページをお願いします。１１款公債費、１項公債費、２目利子でございます。１１０万円

を減額し、２，５０３万３，０００円といたします。本年度支払いの起債利子額が確定いたした

ため、不用となる額を減額するものでございます。

次に、歳入を御説明いたします。１１ページをお願いします。１１ページです。主なものにつ

いて御説明をいたします。１款町税、１項町税、１目個人、これにつきましては２，５６０万円

増額の３億６，０４８万４，０００円とします。

また、２目法人のほうは２，３００万円増額の４，８１４万８，０００円といたします。これ

は町民税の実績見込みによる増額となります。

２款地方譲与税から１２ページの８款自動車税交付金までは、本年度、いわゆる令和３年度の
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国からの交付額が確定いたしましたので、所要の補正をお願いするものでございます。

次に、１０款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税です。２億６，９９３万８，００

０円を増額し、３６億３，５５３万３，０００円とするものでございます。本年度の交付決定額

に合わせて普通交付税を増額いたします。国の補正により追加交付があったものでございます。

１３ページを御覧ください。１４款国庫支出金、１項国庫負担金でございます。２目衛生費国

庫負担金は５３７万３，０００円を増額し、５，２５５万６，０００円といたします。主に新型

コロナウイルスワクチン接種対策費の国庫の負担金で、全額国の負担となります。

２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金は、８４７万４，０００円増額の２億３，７５１万２，

０００円。続いて、２目民生費国庫補助金は、１０３万４，０００円増額の３億１，６９１万６，

０００円。５目教育費国庫補助金は、２３７万４，０００円増額の３５４万６，０００円といた

します。これにつきましては記載しております各事業に対する国の補助金となります。

１４ページをお願いします。１５款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金は２，

６１６万２，０００円減額し、１億５，３４４万円となります。これにつきましては歳出側の農

業関係の事業の事業実績に伴う歳入の減額となります。

１５ページをお願いします。１７款寄附金、１項寄附金、２目がんばれふるさと寄付金３，５

２０万９，０００円増額し、８，８００万円とするものです。これはふるさと寄付金の増による

ものでございます。

続いて、１８款繰入金、２項基金繰入金です。１目財政調整基金繰入金でございます。９，２

６０万円を皆減といたします。

２目減債基金繰入金は、２億４，９００万円も、これもまた皆減いたします。

４目さくら基金繰入金は９０万円減額し、７２１万４，０００円といたします。これにつきま

しては先ほど申しましたけども、交付税の増によりまして当初見込んでおりました基金を取り崩

す必要がなくなったためのものでございます。

１９款繰越金です。１項繰越金、１目繰越金、前年度繰越金として５，８１４万４，０００円

を増額し、１億８，６３０万４，０００円とするものでございます。

１６ページをお願いします。２０款諸収入です。５項雑入、５目雑入は８７４万１，０００円

を増額し、１億６万３，０００円とするものです。詳細は説明欄で御確認をお願いします。

２１款町債につきましては総額で９，５４０万円を減額し、５億２，３４０万円とするもので

ございます。これにつきましては第４表の地方債の補正でお示ししております。

次に、３１ページからは給与費の明細書となります。３１ページをお願いします。１、特別職

－３２－



です。その他の特別職の報酬。農業委員と農地利用最適化推進員の活動実績によるもので、２６

４万９，０００円増額をいたします。

続いて、３２ページをお願いします。３２ページには一般職を載せています。給与費と共済費

合わせまして２，２９４万９，０００円減額といたします。

３３ページには内訳をつけています。ちなみに、アにつきましては会計年度任用職員以外の職

員、イにつきましては会計年度任用職員を表記しております。

終わりに、３５ページをお願いします。こちらには地方債の前々年度末における現在高並びに

前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書をつけております。当該年度末現

在高見込額は、普通債、災害復旧債、臨時財政対策債合わせまして６５億４，６５７万８，００

０円となる見込みでございます。

私のほうからは以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、芝田卓巳君。

○町民生活課長（芝田 卓巳君） 町民生活課長です。それでは、補正予算書のほうで説明をいた

します。



議案第４号

令和３年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

令和３年度南部町の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５，２４０千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１，３５４，５４０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和４年３月 ３日 提出 南 部 町 長 陶 山 清 孝

令和４年３月 日 決 南部町議会議長 景 山 浩



それでは、主なものを説明をいたします。歳出から説明いたします。６ページを御覧ください。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費５，１３２万８，０００円を増額
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し、８億８，９１３万４，０００円とするものです。療養給付費の伸びによる実績見込みによる

増額となります。

３目一般被保険者療養費２３万１，０００円を増額し、４０７万１，０００円です。はり、マ

ッサージ等の増によるものでございます。

２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費１，２０３万５，０００円を

増額し、１億３，８１８万５，０００円とするものです。療養給付の増に伴い、高額療養費も増

額をする見込みになったということで増額するものでございます。

２款保険給付費、４項出産育児諸費、１目出産育児一時金１６８万円を減額し、８４万円とい

たします。実績見込みによる減額です。

同じく２款保険給付費、５項葬祭諸費、１目葬祭費２０万円を増額し、６８万円といたします。

こちらも実績見込みによる増額となります。

６款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費でございます。２７

５万円を減額し、８５０万９，０００円とするものです。こちらは委託料の実績による見込み減

によるものでございます。

８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金です。９９９万９，０００円を減額し、

１，０００円とするものです。これは令和２年度の決算において、一般会計から借入れを実施し

なくてよかったために不用となりました全額を減額するとともに、コロナによる税の減免分の実

績確定により１，０００円の返還が生じたことによるものでございます。

８款諸支出金、２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金、こちら５８０万３，０００円を増

額し、５８０万４，０００円とするものです。西伯病院の行う保健事業や運営に要する額の確定

によるものでございます。

次に、歳入を説明いたします。５ページを御覧ください。５款県支出金、２項県補助金、１目

保険給付費等交付金４，７０８万３，０００円を増額し、１０億５，１０４万８，０００円とい

たします。医療費の増加の見込みによる普通交付金の増と、西伯病院分の特別交付金の増による

ものでございます。

８款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金７４万７，０００円を増額し、９，５１５万８，

０００円とするものです。こちら実績見込みによる増額でございます。

１０款諸収入、２項雑入、３目一般被保険者返納金１８５万７，０００円を増額し、１８５万

８，０００円といたします。こちらは国保喪失後、受診の保険者間調整によるものでございます。

以上、御審議よろしくお願いいたします。
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○議長（景山 浩君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。議案第５号、令和３年度南部町農業集落排

水事業特別会計補正予算について御説明いたします。



議案第５号

令和３年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

令和３年度南部町の農業集落排水事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２４７，９６９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

令和４年３月 ３日 提出 南 部 町 長 陶 山 清 孝

令和４年３月 日 決 南部町議会議長 景 山 浩



今回の歳入歳出予算の補正につきましては、職員手当等人件費の増額によるものでございます。

３ページ目をお願いいたします。第２表、債務負担行為補正です。追加でございまして、事項

としまして農業集落排水処理施設維持管理業務で、期間は令和４年度から６年度の３か年、限度

額は６，４０２万円でございます。

次に、５ページをお願いいたします。下の段の歳出から御説明いたします。１款総務費、１項

総務管理費、１目一般管理費です。４万９，０００円増額しまして、１，３４１万１，０００円

とするものでございます。

次に、上の段の歳入でございます。４款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金です。４万

９，０００円増額しまして、１億６８１万１，０００円とするものでございます。

６ページから８ページは給与費明細書となっていますので御覧ください。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。
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続きまして、議案第６号、令和３年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算について御説明

いたします。



議案第６号

令和３年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

令和３年度南部町の公共下水道事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。

（繰越明許費）

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は、「第１表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

令和４年３月 ３日 提出 南 部 町 長 陶 山 清 孝

令和４年３月 日 決 南部町議会議長 景 山 浩



今回の繰越明許につきましては、阿賀のセブンイレブン前のマンホール工事につきまして特注

の資材、いわゆるレジン製マンホールになりますけども、納期が想定以上に必要だったというこ

とで年度内完成が困難となり、繰越しをお願いするものでございます。

２ページ目をお願いいたします。第１表、繰越明許費でございます。１款総務費、１項総務管

理費、事業名は維持管理費で、金額は８９２万６，０００円でございます。

次に、３ページをお願いいたします。第２表、債務負担行為補正で、追加でございます。事項

は公共下水道処理施設維持管理業務、期間は令和４年度から令和６年度、限度額は３，５３１万

円でございます。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、芝田卓巳君。

○町民生活課長（芝田 卓巳君） 町民生活課長です。それでは、議案第７号を説明させていただ

きます。



議案第７号
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令和３年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第３号）

令和３年度南部町の太陽光発電事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，１１５千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ７０，６１５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和４年３月 ３日 提出 南 部 町 長 陶 山 清 孝

令和４年３月 日 決 南部町議会議長 景 山 浩



今回の補正は、７月に発生しました落雷で被害を受けた設備の共済保険金の額が確定しました

ので、補正を行うものでございます。

それでは、４ページを御覧ください。歳入のほうから言います。説明いたします。歳入の４款

諸収入、２項雑入、１目雑入４１１万５，０００円を増額し、４１１万５，０００円とするもの

です。太陽光発電の大規模太陽光発電施設損害保険金としての収入でございます。

歳出のほうですが、全額を維持管理費の基金に積立てを行うものでございます。

以上、御審議よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、林原敏夫君。

○病院事業管理者（林原 敏夫君） 病院事業管理者でございます。別冊、令和３年度南部町病院

事業会計補正予算書（第３号）を御覧ください。１ページをお願いします。議案第８号、令和３

年度南部町病院事業会計補正予算（第３号）。

総則。第１条、令和３年度南部町病院事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。

収益的収入及び支出。第２条、予算第３条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

科目。収入。第１款病院事業収益、補正予定額７７６万７，０００円を増額し、２５億１７８

万９，０００円とするものでございます。この内容ですが、第２項医業外収益を増額し、６億８

０７万２，０００円とするものでございます。

支出。第１款病院事業費用、補正予定額２８６万７，０００円を増額し、２４億１，０８６万
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１，０００円とするものでございます。その内容でございますが、第１項医業費用を増額し、２

３億４，６９４万９，０００円とするものでございます。

続きまして、２ページを御覧ください。資本的収入及び支出でございます。第３条、予算第４

条に定めた本文括弧書きを、（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億１，８５７

万７，０００円は過年度分損益勘定留保資金をもって補填するものとする。）に改め、資本的収

入の予定額を次のとおり補正する。

収入。第１款資本的収入、補正予定額４５７万４，０００円を増額し、４億５，２３１万１，

０００円とするものでございます。その内容でございますが、第１項補助金を増額し、１億２，

７１９万２，０００円とするものでございます。

支出。第１款資本的支出、補正予定額４５７万４，０００円を増額し、５億７，０８８万８，

０００円とするものでございます。その内容でございますが、第１項建設改良費を増額し、３億

７，２７２万９，０００円とするものでございます。

８ページを御覧ください。令和３年度南部町病院事業会計補正予算（第３号）見積書でござい

ます。収益的収入及び支出。収入。款１、病院事業収益でございます。項目２、医業外収益につ

きまして補正額７７６万７，０００円を増額し、６億８０７万２，０００円とするものでござい

ます。この内容ですが、２、他会計補助金の増額でございます。３つあります。一つは、国保調

整交付金保健事業、これは病院内にあります保健、医療、福祉の相談窓口への補助金でございま

す、３９０万６，０００円。中ほど、少し字が小さくて恐縮でございます。これは救急患者の受

入れ体制への支援金でございます、１８９万８，０００円。一番下、町補助金、これはコロナ対

応の地方創生臨時交付金でございます、１９６万３，０００円。

以上によりまして、病院事業収益、収入合計は７７６万７，０００円増額し、２５億１７８万

９，０００円とするものでございます。

次に、支出でございます。款１、病院事業費用、項目１、医業費用、補正額２８６万７，００

０円を増額し、２３億４，６９４万９，０００円とするものでございます。

以下、内容でございますが、１、給与費９０万４，０００円を増額し、１４億７，８４３万７，

０００円とするものでございます。これにつきましてはこのたび新たに設けられましたコロナ禍

を克服するための看護職等処遇改善によるものでございます。看護師手当、看護助手手当の増額

でございます。それに伴いまして法定福利費の増額がございます。

９ページを御覧ください。項目２、材料費２０万６，０００円増額し、２億１，４４０万８，

０００円とするものでございます。これは防護服等の消耗備品でございます。
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３、経費１７５万７，０００円を増額し、５億５７０万２，０００円とするものでございます。

これは薬剤関係、事務用品等の消耗備品、そして施設の修繕費でございます。

以上によりまして、病院事業費用、支出合計は２８６万７，０００円を増額し、２４億１，０

８６万１，０００円とするものでございます。

次に、資本的収入及び支出でございます。収入。款１、資本的収入、１、補助金、補正額４５

７万４，０００円を増額し、１億２，７１９万２，０００円とするものでございます。これは補

助金でございます。コロナ対応の地方創生臨時交付金でございます。

以上によりまして、資本的収入の合計は４５７万４，０００円を増額し、４億５，２３１万１，

０００円とするものでございます。

次に、支出でございます。款１、資本的支出、項目１、建設改良費、補正額４５７万４，００

０円を増額し、３億７，２７２万９，０００円とするものでございます。この内容は、１、固定

資産の購入費でございます。輸液ポンプ等の医療機器の購入に充てます。

以上によりまして、資本的支出合計は４５７万４，０００円を増額し、５億７，０８８万８，

０００円とするものでございます。

５ページにお戻りいただくようお願いいたします。令和３年度南部町病院事業会計予定キャッ

シュ・フロー計算書でございます。以上の補正によりまして令和４年３月３１日現在の資金期末

残高、一番下でございますが、４，７８４万７，０００円を予定してございます。

６ページを御覧ください。令和３年度南部町病院事業会計予定貸借対照表でございます。これ

は令和４年３月３１日現在を示しております。６ページが資産の部でございまして、右の列の一

番下でございますが、資産合計は３６億６，５８４万５，０００円を予定してございます。

次、７ページを御覧ください。７ページ上段が負債の部でございます。右の列中ほど、負債合

計３５億５，２８０万５，０００円を予定してございます。

下半分が資本の部でございます。右の列、下から２行目が資本合計１億１，３０４万円でござ

います。

一番下が負債と資本の合計３６億６，５８４万５，０００円でございます。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 副町長、土江一史君。

○副町長（土江 一史君） 副町長でございます。議案書の３ページをお願いいたします。議案第

９号、南部町消防団条例の一部改正についてです。

次のとおり南部町消防団条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項第１
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号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

災害の多発化、激甚化と消防団員の減少により消防団員一人一人の役割が大きくなっている状

況に鑑み、団員の労苦に報いるための適切な処遇の改善を図ることを背景として、消防庁におい

て非常備消防団の報酬等の基準が策定され、令和３年４月に各地方公共団体に通知されたことを

受け、年額報酬の増額及び出勤手当の報酬化等を行うため、条例の一部を改正するものでござい

ます。

年額報酬につきましては、近隣町村の状況を踏まえ、同程度の水準となるよう増額の改定を行

います。ただし、分団長の年額報酬につきましては、近隣と比較し高い水準となってるため据え

置きます。

また、出勤手当につきましては、これまで費用弁償としていたものを報酬とし、支給金額を出

動１回につき３，８００円から出動１回で８，０００円、４時間未満の場合は４，０００円に改

正しようとするものです。

この条例の施行は、令和４年４月１日からとしております。よろしく御審議お願いいたします。

続きまして、５ページをお願いいたします。議案第１０号、南部町特別会計条例の一部改正に

ついてです。

次のとおり南部町特別会計条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは起債の償還が終了したことに伴い、住宅資金貸付事業特別会計を廃止するため、条例の

一部を改正しようとするものです。

なお、廃止後の歳入、支出、余剰金につきましては、一般会計に引き継ぎます。

この条例の施行は、令和４年４月１日からとしております。

経過措置として、令和３年度の収入、支出、決算については、なお従前の例によることとして

おります。よろしく御審議お願いいたします。

続きまして、７ページをお願いいたします。議案第１１号、南部町職員の育児休業等に関する

条例の一部改正についてです。

次のとおり南部町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは令和３年人事院勧告において意見の申出がなされた国家公務員に係る妊娠、出産、育児

等と仕事の両立支援のための措置を準用し、町でも育児休業等の取得要件の緩和を行うため、条

例の一部を改正しようとするものです。
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現在、非常勤職員にあっては在職期間が１年以上であることが育児休業及び部分休業を取得す

る際に要件となっておりますが、この在職期間１年以上の要件を廃止します。

２１条では妊娠または出産等について申出があった場合、新２２条では育児休業の承認の請求

があった場合の措置について明文化するものでございます。

この条例の施行は、令和４年４月１日からとしております。よろしく御審議お願いいたします。

続きまして、９ページをお願いいたします。議案第１２号、南部町立上長田、東長田地区集会

施設条例の一部改正についてです。

次のとおり南部町立上長田、東長田地区集会施設条例の一部を改正することについて、地方自

治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは両長田ふれあい会館の建て替えに伴いまして、新たな施設の名称及びその使用料につい

て規定するため、条例の一部を改正しようとするものです。

施設の名称は、南さいはく交流拠点施設に改めます。利用料金につきましては、両長田ふれあ

い会館は会議室のみの設定となっておりましたが、建て替えに伴いまして多目的ルームＡ、多目

的ルームＢ、調理室、屋外物販スペースＡ及びＢの使用料を新たに規定します。

この条例の施行は、令和４年５月１日からとしております。よろしく御審議お願いいたします。

続きまして、１１ページをお願いいたします。議案第１３号、南部町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例の一部改正についてです。

次のとおり南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正することについて、地方自

治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これはし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料について、現行１８リットル当たり２２３円を

２６１円に引き上げるため、条例の一部を改正しようとするものです。

近年の業務量の減少及び人件費や設備費の上昇が続いていることから、処分業者には大きな影

響を与えており、当該処分業者から手数料改定の陳情があったところです。米子市において令和

４年４月１日から適用される金額及び近隣町村の状況を踏まえて、本町も同額としようとするも

のです。

この条例は、令和４年７月１日から施行し、施行日前の収集、運搬及び処分に関する手数料に

ついては、なお従前の例によることとしております。よろしく御審議お願いいたします。

続きまして、１３ページをお願いいたします。議案第１４号、南部町税条例及び南部町国民健

康保険税条例の一部改正についてです。

次のとおり南部町税条例及び南部町国民健康保険税条例の一部を改正することについて、地方
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自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは町民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税及び国民健康保険税の免税申請期限

を納期限前７日から納期限日に変更するため、条例の一部を改正しようとするものです。

減免申請の期限につきましては自治体ごとで定めること、また、国の例が納期限前７日と示し

ていたことから、多くの自治体がこれに倣って規定をしていました。このたび、鳥取県市町村税

務協議会において減免申請の期限について、県内統一で納期限日に見直すことについて協議があ

り、多数の市町村から賛同する意見が得られたことから、本町でも同様の見直しを図ろうとする

ものです。

この条例は、令和４年４月１日から施行し、施行日前に提出された申請書については、なお従

前の例によることとしております。よろしく御審議お願いいたします。

続きまして、１５ページをお願いいたします。議案第１５号、南部町犯罪被害者等支援条例の

制定についてです。

次のとおり南部町犯罪被害者等支援条例を制定することについて、地方自治法第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

これは犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減

を図ることを目的として条例を制定するものです。

条例の概要ですが、１１条で構成しております。第１条では前述した目的、第２条では用語の

定義を定めております。第３条では、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳

にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることなど、基本理念を掲げております。第４条

は町の、第５条は町民の責務を規定、第６条では犯罪被害者等の方の相談及び情報提供及び支援

窓口の設置について規定しています。第７条では見舞金の支給について規定しておりますが、詳

細につきましては規則に委任することとしております。第８条以下は日常生活の支援、居住の安

定、広報及び啓発、委任として犯罪被害者等の支援、町民への理解を求めるための広報、啓発を

規定しております。

この条例の施行日は、令和４年４月１日からとしております。よろしく御審議のほど、お願い

いたします。

すみません、もう一つありました。１９ページをお願いいたします。議案第１６号、南部町立

病院職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてです。

次のとおり南部町立病院職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正することについ

て、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
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これはコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、看護職員等の

処遇改善を目的とした看護職員等処遇改善事業補助金が創設されたことを踏まえ、救急医療を担

う西伯病院に勤務する看護職員等に対する処遇改善を目的として条例の一部を改正しようとする

ものです。

具体的には、第２条第３項において規定する手当の種類について、救急医療機関勤務臨時手当

を追加します。

また、削除となってる第１２条を救急医療機関勤務臨時手当等の条に改め、詳細について規定

で定めることとしています。

この条例は、公布の日から施行し、令和４年２月１日から適用することとしております。よろ

しく御審議お願いいたします。私からは以上でございます。

・ ・

○議長（景山 浩君） お諮りいたします。本日の会議は、会議規則第２５条第２項の規定によ

り、これで延会したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御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。

また、明日４日の会議に議事を継続いたします。定刻より引き続き議案審議を行う予定であり

ますので、御参集をお願いいたします。お疲れさまでした。

午後３時４３分延会
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