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常陸太田市告示第１７号 

 

 平成２３年第２回常陸太田市議会定例会を次のとおり招集する。 

 

   平成２３年２月２５日 

 

常陸太田市長  大 久 保 太 一 

 

 1. 期  日   平成２３年３月４日 

 

 2. 場  所   常陸太田市議会議場 
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平成２３年３月４日（金） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

平成２３年３月４日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 施政方針説明 

日程第 ３ 議案第 ２ 号 常陸太田市過疎地域の固定資産税の課税免除に関する条例の制定に 

             ついて 

      議案第 ３ 号 常陸太田市自転車駐車場設置及び管理に関する条例の制定について 
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             て 

      議案第 ６ 号 常陸太田市医療福祉費支給に関する条例の一部改正について 

      議案第 ７ 号 常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一 

             部改正について 

      議案第 ８ 号 常陸太田市都市計画審議会条例の一部改正について 

      議案第 ９ 号 常陸太田市駐車場設置及び管理に関する条例の一部改正について 

      議案第１０号 常陸太田市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一 

             部改正について 

      議案第１１号 常陸太田市宅地分譲条例の廃止について 

      議案第１２号 水郡線常陸太田駅改良工事平成２２年度委託契約の変更契約の締結 

             について 

      議案第１３号 水郡線常陸太田駅改良工事平成２３年度委託契約の締結について 

      議案第１４号 常陸太田市道路線の変更について 

      議案第１５号 常陸太田市道路線の認定について 

      議案第１６号 県北地方広域市町村圏協議会の廃止に関する協議について 

日程第 ４ 議案第１７号 平成２２年度常陸太田市一般会計補正予算（第４号）について 

      議案第１８号 平成２２年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

             について 

      議案第１９号 平成２２年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）につ 

             いて 

      議案第２０号 平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）に 

             ついて 

      議案第２１号 平成２２年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３ 
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             号）について 

      議案第２２号 平成２２年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計 

             補正予算（第３号）について 

      議案第２３号 平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

             について 

      議案第２４号 平成２２年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計補正予算（第１号） 

             について 

      議案第２５号 平成２２年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第 ５ 議案第２６号 平成２３年度常陸太田市一般会計予算について 

      議案第２７号 平成２３年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について 

      議案第２８号 平成２３年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算について 

      議案第２９号 平成２３年度常陸太田市介護保険特別会計予算について 

      議案第３０号 平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計予算について 

      議案第３１号 平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算について 

      議案第３２号 平成２３年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計 

             予算について 

      議案第３３号 平成２３年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算について 

      議案第３４号 平成２３年度常陸太田市水道事業会計予算について 

      議案第３５号 平成２３年度常陸太田市工業用水道事業会計予算について 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 施政方針説明 

 日程第 ３ 議案第２号ないし議案第１６号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ４ 議案第１７号ないし議案第２５号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ５ 議案第２６号ないし議案第３５号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 

出席議員 

    議 長   茅 根   猛 君     副議長   山 口 恒 男 君 

     １番   藤 田 謙 二 君      ２番   赤 堀 平二郎 君 

     ３番   木 村 郁 郎 君      ４番   深 谷   渉 君 

     ５番   鈴 木 二 郎 君      ６番   平 山 晶 邦 君 

     ７番   益 子 慎 哉 君      ８番   菊 池 伸 也 君 

     ９番   深 谷 秀 峰 君     １０番   高 星 勝 幸 君 

    １１番   荒 井 康 夫 君     １２番   成 井 小太郎 君 

    １４番   片 野 宗 隆 君     １５番   福 地 正 文 君 
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    １７番   川 又 照 雄 君     １８番   後 藤   守 君 

    １９番   黒 沢 義 久 君     ２０番   沢 畠   亮 君 

    ２１番   髙 木   将 君     ２２番   宇 野 隆 子 君 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

    市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  梅 原   勤 君 

    教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  大 森 茂 樹 君 

    市民生活部長  豊 田 紀 雄 君    保健福祉部長  安 田   隆 君 

    産 業 部 長  江 幡   治 君    建 設 部 長  菊 池 拓 夫 君 

    会 計 管 理者  岡 部 芳 雄 君    水 道 部 長  大和田   猛 君 

    消 防 長  菊 池 勝 美 君    教 育 次 長  川 上 明 文 君 

    秘 書 課 長  宇 野 智 明 君    総 務 課 長  山 崎 修 一 君 

    監 査 委 員  中 村   弘 君 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  時野谷   彰      副参事兼総務係長  吉 成 賢 一 

    主査兼議事係長  関   勝 則 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○議長（茅根猛君） ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は２１名であります。 

 便宜，欠席議員の氏名を申し上げますから，ご了承願います。１４番片野宗隆君，以上１名で

あります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより平成２３年第２回常陸太田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。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○議長（茅根猛君） 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８１条の規定により 

    ６番   平 山 晶 邦 君    １９番   黒 沢 義 久 君 

の両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○議長（茅根猛君） 諸般の報告を行います。 

 初めに，茨城県市議会議長会第２回議員研修会の議員派遣を１２月議会で議決しておりました



 ２２

が，報告については，２月１８日の全員協議会において報告がありましたとおりでございます。 

 次に，地方自治法第１２２条の規定により，平成２２年常陸太田市事務に関する説明書が配付

されておりますとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，監査委員から，平成２３年２月例月現金出納検査の結果について，報告書が別紙写しの

とおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよ

う要求いたしておりますので，ご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  梅 原   勤 君 

 教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  大 森 茂 樹 君 

 市民生活部長  豊 田 紀 雄 君    保健福祉部長  安 田   隆 君 

 産 業 部 長  江 幡   治 君    建 設 部 長  菊 池 拓 夫 君 

 会 計 管 理者  岡 部 芳 雄 君    水 道 部 長  大和田   猛 君 

 消 防 長  菊 池 勝 美 君    教 育 次 長  川 上 明 文 君 

 秘 書 課 長  宇 野 智 明 君    総 務 課 長  山 崎 修 一 君 

 監 査 委 員  中 村   弘 君 

以上，１５名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ─────────────────── 

○議長（茅根猛君） 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといた

します。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○議長（茅根猛君） 日程第１，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，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本

日から３月１８日まで１５日間といた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」と呼ぶ者あり〕 

○議長（茅根猛君） ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から３月１８日まで，１５日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 施政方針説明 

○議長（茅根猛君） 次，日程第２，平成２３年度施政方針について，市長より説明を求めます。

市長。 

〔市長 大久保太一君登壇〕 

○市長（大久保太一君） 平成２３年第２回の市議会定例会を招集いたしましたところ，議員の

皆様にご出席を賜りまして，まことにありがとうございます。また，日ごろから市政運営の推進

につきましては，深いご理解とご支援をいただき，心から感謝と御礼を申し上げる次第でござい
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ます。 

 今期定例会は，平成２３年度の予算を初め，重要案件についてご審議をいただきます。議案の

説明に先立ちまして，市政運営の基本方針と平成２３年度の施策概要を申し上げ，議員の皆様の

ご賛同を賜り，あわせて市民の皆様に一層のご理解とご協力をいただきたいと存じます。 

 さて，我が国の人口は，少子高齢化の影響で，増加を続けてきた時代から減少していく時代へ

と大きく転換し，高齢化の進展も急速に進んでおります。また，経済状況は，平成２０年のリー

マンショック以来の低迷状態からなかなか抜け出せない状況にあります。急激な円高と株安はよ

うやく落ち着きを見せましたが，いまだ慢性的なデフレが続いているところでございます。また，

依然として失業率が高水準にあるなど，加えて昨今，原油等の高騰等もございまして，景気回復

への不透明感はますます増しているところでございます。 

 このような中で，本市は合併後６年を経過いたしましたが，これまで「協働」と「エコミュー

ジアム活動」をまちづくりの基本と位置づけ，市の将来像であります，市民のだれもが住んでよ

かったと思える町「快適空間」を目指してまちづくりを進めてまいりました。特に，常陸太田駅

周辺，上・下水道，学校，消防署，道路，情報通信基盤などのインフラ整備を合併特例債等の有

利な財政措置を活用して積極的に実施をしてまいりました。 

 また，少子化・人口減少対策，交流人口の拡大，働く場の確保などについて，みんなで知恵を

出し合いながら取り組んでまいりました。しかし，人口の減少には歯止めがかからず，本年１月

１日現在の人口は５6,１９２人で，合併当時より 4,３５５人，年間平均で７１６人減少しており

ます。地域の活力を失うといった深刻な事態も考えられますので，これまでの事業を常に精査検

証するとともに，新たな取り組みを進めるなど，少子化と人口減少の抑制に一層力を注いでまい

ります。 

 また，地域の元気づくりのためには，交流人口を増やすことも大変重要でございます。本年は，

国民体育大会関東ブロック大会ソフトボール競技と，「巨木を語ろう全国フォーラム」が８月と１

０月に本市で開催されます。全国から多くの方が本市を訪れますので，常陸太田の歴史や文化，

魅力を全国に発信するとともに，地域の活性化につなげてまいりたいと考えております。 

 さらには，企業の誘致にさらに励行するとともに，農・商・工連携や農業の活性化，交流人口

の拡大を図るための複合型交流拠点施設の整備を進めてまいります。 

 次に，まちづくりの基本姿勢でございますが，市民の皆様とのより一層の信頼確立を図るため，

市政情報を積極的に提供し，市民の皆様の意見を十分に聞きながら，協働によるまちづくりを進

めてまいります。 

 職員の資質向上につきましては，自己啓発意欲や政策形成能力の向上のため，専門研修機関へ

の派遣やまちづくり自主活動などを実施してまいります。さらに，自主的な人材の育成や組織の

活性化を図るため，総務省からの職員派遣により活力ある地域社会の形成に取り組んでまいりま

す。 

 自主性・自立性の高い財政運営の確保につきましては，関係機関との連携を密にし，市税の適

正な課税に努めるとともに，使用料等についても受益者負担の原則，公平性の観点から収納に努



 ２４

めるなど，市税等収入対策本部を中心として積極的に財源の確保に努めてまいります。また，公

共工事のコスト縮減を図るため，県及び県内市町村の共同利用による電子システムを導入し，電

子入札の試行を行います。 

 総合計画の適切な進行管理と評価による行政経営につきましては，事務事業のＰＤＣＡを徹底

することにより，効率的・効果的な行財政運営に努めるとともに，引き続き第５次総合計画の後

期基本計画の策定作業を進めてまいります。 

 産学官連携によるまちづくりの推進につきましては，茨城キリスト教大学並びに常磐大学との

包括的な連携協力協定に基づき，公開講座の開設，人的交流，さらには地元特産品を活用した新

商品開発などの調査研究を進めてまいります。 

 以上，市政運営の基本的な考え方について申し述べさせていただきました。 

 それでは，当初予算の概要について申し上げます。 

 国の平成２３年度予算案は，「新成長戦略」及び「財政運営戦略」により示された新政権の経済

財政政策の基本的方針に基づく最初の予算で，一般会計の総額は，前年度と比較をして 0.１％増

の９２兆 4,１１６億円となり３年連続で最大規模を更新しているわけでございます。 

 社会保障関係費は 5.３％増の２８兆 7,０７９億円で過去最高となる中，税収が４０兆 9,２７

０億円に対して新規国債発行額が４４兆 2,９８０億円となり，当初ベースでは２年連続で借金が

税収を上回る状況になっております。 

 茨城県の予算案につきましては，教育や福祉など「生活大県」づくりの事業に重点的に配分し，

経済と雇用対策にも力を注ぐ予算として位置づけて編成されております。一般会計の規模は前年

度当初と比較して3.３％減の１兆４０１億1,１００万円となっておりまして，県税収入は3.７％

増の 3,０７０億円程度を見込んでおります。 

 本市の平成２３年度一般会計は２３１億４００万円で，平成２２年度の当初予算と比較いたし

ますと３億 4,７００万円，1.５％の減額といたしました。２年ぶりの減額予算で，常陸太田駅周

辺整備事業や峰山中学校校舎建設事業などの大規模事業が一段落したことが要因となっておりま

す。 

 歳入につきましては，若干の景気回復の兆しが見込まれることから，市税を 3,６００万円程度，

また，地方交付税が全国ベースで 4,７９８億円の増額となりますことから３億 1,０００万円を増

額いたしました。しかし，次年度以降に施設の耐震化対策，複合型交流拠点施設の建設，水道事

業への出資などを予定しておりますので，市債を５億 8,７７０万円，財政調整基金や減債基金の

取り崩しにつきましても約３億円減額するなど，後年度への負担に十分な配慮をいたしたところ

でございます。 

 歳出につきましては，本市の重要課題であります少子化人口減少対策，人材の育成，産業の振

興，地域の活性化など，活力ある常陸太田市を創出するための施策へ重点配分に心がけておりま

す。特に，中学生までの医療費無料化，保育園・幼稚園の第３子以降の無料化，新婚家庭家賃助

成などを引き続き予算計上し，少しでも人口減少に歯止めをかけてまいりたいと考えております。

また，理科支援員の全校配置と学校図書館専任図書司書の配置の拡充など，人材の育成にも配慮
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いたしました。 

 市の財政状況ですが，平成２３年度末の一般会計における市債残高は約２４４億円で，合併時

より７０億円減少の見込みであります。また，地方交付税の増額と起債の抑制などにより，実質

公債費率は 1.１ポイント減の１2.６％，将来負担率は１4.２ポイント減の６4.４％と改善されて

おります。引き続き，行財政の合理化と効率化を念頭に置きながら改善を図ってまいります。 

 特別会計につきましては，７会計で総額１３３億 4,７４９万 3,０００円，前年度当初予算と比

較して 5.３％の減。企業会計は２会計で総額２１億 2,６４０万 3,０００円，前年度比 4.５％の

減となっております。各会計の予算を合計いたしますと３８５億 7,７８９万 6,０００円で，前年

度当初比 2.９％の減となっております。 

 次に，主要な施策を総合計画前期基本計画の３つの基本方針に基づきましてご説明を申し上げ

ます。 

 第１は，『輝く人をつくる』についてであります。 

 「未来を拓く人づくり」に関しましては，少子化・人口減少対策につきまして，昨年８月に開

設いたしました結婚相談センター「ＹＯＵ愛ネット」を中心に結婚の推進を図るとともに，男性

の家事育児参加の促進に努めます。また，定住化の促進として，新婚家庭家賃助成に加えて，市

内に住宅を取得する子育て世帯等に対し，固定資産税の２分の１相当分を助成する定住促進助成

金の交付を実施してまいります。 

 子育て支援につきましては，子育ての負担感や不安感を軽減するために，子育て支援センター

や子育て広場及びファミリーサポートセンターの充実を図りながら，子育てボランティアの育成

を視野に入れた地域ぐるみの支援を進めてまいります。また，子育て世帯の経済的な負担を軽減

するために，保育園・幼稚園の第３子以降の保育料無料化，乳児のおむつ購入費助成に引き続き

取り組みます。さらには，子育て家庭応援情報誌「やまぶきキッズ！」による情報発信に努めて

まいります。 

 子どもと母親の健康確保につきましては，経済的な負担を軽減し，安心して子どもを産み育て

られるよう妊婦健康診査助成を拡充するとともに，子宮頸がんワクチン，ヒブワクチン，小児肺

炎球菌ワクチンを初めとする５種類の任意予防接種費用の助成を進めてまいります。 

 魅力ある学校づくりにつきましては，理科教育を重視した小学校新学習指導要領の完全実施に

伴い，児童の科学に対する関心，意欲や科学的思考力を高めるため，理科支援員の小学校全校配

置や教員の理科指導力に関する研修会を開催し，理科教育の充実を図る「未来を拓く常陸太田っ

子サイエンスプロジェクト事業」を実施してまいります。 

 教育施設の整備につきましては，学校等施設の耐震化を図るため，郡戸小学校，里美中学校な

ど１３校の屋内運動場及び幸久幼稚園園舎の耐震診断，水府中学校など４校の校舎と屋内運動場

の実施設計，機初小学校，誉田小学校校舎の耐震化工事を実施いたします。また，今後も児童生

徒数の減少が見込まれる中で，学校の適正な規模を確保し，教育環境の質的な充実を図るため，

学校の統合を進めてまいります。 

 「市の歌」の制定につきましては，市民が親しみをもって長く愛唱できる歌を制定し，市のイ
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メージの発信，郷土愛の高揚，市民のさらなる一体感の醸成を図ってまいります。 

 次に，「楽しい人生の生きがいづくり」について申し上げます。 

 市民の多様な学習機会への支援につきましては，市民の要望等を踏まえながら，生涯学習セン

ターや地区公民館で各種講座を開催し，郷土愛の涵養と交流人口の拡大につながるよう努めてま

いります。また，図書館の機能充実を図るため，開館時間延長日を拡大するとともに，日立市，

高萩市，北茨城市及び福島県いわき市との広域相互利用を開始し，利便性のさらなる向上に努め

てまいります。 

 スポーツ，レクリエーション活動への支援につきましては，日常的な運動で市民が健康に暮ら

せるよう，引き続き「健康スポーツチャレンジデー」に取り組みます。また，国体関東ブロック

ソフトボール協議会の招致など，市の元気力の創造に努めてまいります。さらに，山吹運動公園

体育館の耐震並びに改修設計を行い，安全で利便性の高い施設にしてまいります。 

 第２は，『安らぎのある快適環境をつくる』についてでございます。 

 初めに，「ぬくもりのあるコミュニティづくり」について申し上げます。高齢福祉，介護保険に

つきましては，だれもが住みなれた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めるため，見守りネ

ットワーク体制の構築を図ってまいります。緊急通報装置につきましては，所得制限を撤廃して

無償貸与を行うほか，宅配買い物の代行サービスをより便利で利用しやすい制度にするための見

直しを実施いたします。また，老朽化による特別養護老人ホームの建てかえ支援と，待機者解消

を図るための計画的な施設整備の支援に取り組みます。 

 市民の地域活動の支援につきましては，「市民提案型まちづくり事業」を起点として，市民活動

の広がりを図ってまいります。また，市民活動保険と備品貸し出しの物心両面でサポートをする

とともに，活動の主体となる町会，市民団体，ボランティア，ＮＰＯなどによる連絡会議を設置

してまいります。さらには，引き続き町会活動支援交付金を交付し，地域コミュニティの核であ

る町会の地域活性化活動を支援してまいります。 

 保健予防につきましては，特定健康診査及び各種のがん検診を推進するとともに，高齢者の肺

炎予防効果が期待される高齢者肺炎球菌ワクチンの接種費用助成を進めてまいります。 

 介護予防につきましては，身近な地域でいきいきヘルス体操をさらに普及するため，シルバー

リハビリ体操指導士の養成講習会を開催してまいります。 

 国民健康保険につきましては，疾病予防対策として特定健康診査，特定保健指導や人間ドック・

脳ドック健診を引き続き実施するとともに，ジェネリック医薬品の普及促進などによる医療費の

適正化にも努めます。また，保険税の収納率向上対策を推進し，財政基盤の強化と安定した事業

運営に努めてまいります。 

 長寿医療制度につきましては，廃止後の新たな制度改正の動向を見きわめつつ，茨城県後期高

齢者医療広域連合と連携を図りながら適切に対処してまいります。また，健康診査や人間ドック・

脳ドック健診費助成などの保険事業を推進し，高齢者が安心して利用できるよう円滑な事業運営

に努めてまいります。 

 次に，「快適な暮らしづくり」についてご説明申し上げます。 
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 道路の整備につきましては，安全で快適な交通ネットワークを確保するため，幹線道路である

国道２９３号バイパス，国道４６１号水府里美間拡幅及び木崎稲木線トンネルの供用開始を国や

県と協力を図りながら推進をしてまいります。また，常陸太田南部幹線道路の全区間の早期完成

を目指すとともに，市民生活に密着した生活道路の整備も推進してまいります。 

 地域公共交通につきましては，交通手段を持たない高齢者や子どもたちの日常生活の利便性を

確保するため，引き続き路線バスの運行維持や市民バス，予約型乗り合いタクシーの充実に努め

ます。また，ＪＲ水郡線利用者の利便性に配慮した路線バスの運行ダイヤの構築とその利用促進

にも努めてまいります。さらには，親の負担軽減を図るため，通学距離の長い高校生のバス通学

者に対して，定期券購入費の一部を助成してまいります。 

 下水道整備事業につきましては，市民の快適な生活環境の実現と河川等の水質保全を図るため，

地域に適した効率的な整備を推進してまいります。公共下水道は上河合町，大森町，馬場町，増

井町，新宿町を整備するとともに，雨水幹線の整備を行ってまいります。特定環境保全公共下水

道は，大里町，大平町，松平町などの整備を実施いたします。 

 農業集落排水事業につきましては，佐都４地区を本年４月より供用開始をいたします。また，

戸別合併処理浄化槽についても普及促進と普及率の向上に努めてまいります。 

 上水道事業につきましては，安全で安心な水を安定して供給するため，落合取水場の築造に続

いて，仮称ではございますが，内田浄水場の築造と導水管，配水管の布設に着手いたします。ま

た，市民の利便性の向上と事務の効率化のため，下水道課を統合して，水道と下水道料金の窓口

一本化を図ってまいります。 

 簡易水道事業につきましても，安定した供給体制を築くため，民地等に布設されている老朽配

水管の布設がえ整備を進めてまいります。 

 ごみ処理対策につきましては，ごみのリサイクルと排出量の削減を進めるため，現在の収集処

分方法を根本から見直し，市民の皆様が分別しやすいシステムにするため，平成２４年度からの

実施を目指して検討いたしてまいります。 

 地球温暖化防止対策につきましては，太陽光発電設備等設置補助を引き続き行うとともに，「一

人ひとりが作り出す共生，循環，協働のまち」の実現のため，市民環境会議の活動の充実など環

境施策の積極的な活動を展開してまいります。 

 情報基盤の整備につきましては，市が整備した光ファイバー網を電気通信事業者に貸し付け，

ブロードバンドサービスの提供を行うとともに，携帯電話不感地帯の解消のため，光ファイバー

網を活用した移動通信用基地局の整備を進めてまいります。また，テレビ放送が本年７月に地上

デジタル放送に完全移行することに伴い，国やＮＨＫと連携して難視聴地域や高齢者世帯に対し，

自主共聴施設の改修費補助や相談コーナーの開設などサポート体制を強化してまいります。 

 次に，「安心・安全なまちづくり」について申し上げます。 

 安心・安全なまちづくりにつきましては，各地域の３０の自警団が組織されていますが，さら

なる防犯組織の育成強化と市民参画を促し，防犯に対する裾野の拡大に努めてまいります。また，

自警団や交通安全活動団体に対して，新たに市の安全パトロール車両の貸し出しを行うなど，防
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犯や交通安全パトロール機能の一層の充実を図ります。 

 防犯灯につきましては，環境に優しいＬＥＤ灯への転換を促進するとともに，料金の一括前払

い制度を活用いたしまして経費の削減に努めてまいります。 

 防災につきましては，市民への災害情報や行政情報を迅速に周知するため，防災行政無線の活

用を図るとともに，洪水や土砂災害時などが発生した場合に備え，町会を単位とする自主防災会

の全町会への設立を推進いたします。また，里美地区の土砂災害ハザードマップを作成するなど，

地域防災体制の整備を図ってまいります。 

 消防防災体制の充実強化につきましては，金砂地区への消防出張所の設置や消防救急無線のデ

ジタル化のさらなる推進など，消防施設の整備を図ってまいります。 

 緊急医療体制の整備につきましては，救命率の向上を図るため，救急体制の強化とあわせ，茨

城県ドクターヘリの有効活用を図り，救急救命体制の充実に努めてまいります。 

 交通安全対策につきましては，関係機関及び関係団体との協働のもと，交通安全意識の高揚と

啓発に努めるとともに，子どもや高齢者，障害者など，交通弱者に優しい交通安全設備の整備を

推進いたします。 

 消費生活につきましては，複雑多岐にわたる消費問題に適切かつ迅速に対処するため，消費生

活相談員の常設体制を整え，消費生活センターにおける相談業務のより一層の充実を図ってまい

ります。 

 大きく第３は，『町の元気をつくる』についてであります。 

 「地域を支える産業の元気と働く環境づくり」について申し上げます。 

 総合型交流拠点施設につきましては，施設の豊かな資源を生かしながら，将来にわたって市民

や地域の元気を生み出していくための施設として整備を進めてまいります。 

 農業につきましては，付加価値の高い生産と生産コストの削減に向けた農業づくりに努め，農

業従事者の所得向上を図ることにより地域の元気づくりを進めてまいります。また，県やＪＡな

どと連携を密にして，農業生産の拡大と新たな農作物への取り組みを推進するとともに，新規就

農者への支援及びサポートクラブの組織化を推進し，多彩な担い手の育成と確保に努めてまいり

ます。 

 地産地消につきましては，引き続き朝市を開催するとともに，地場産物のＰＲ活動に努めてま

いります。また，特産品のブランド化を推進し，一層の普及拡大を図るとともに，エコ農業及び

耕畜連携による循環型農業を推進することにより，安全，安心で付加価値の高い農産物の生産に

努めてまいります。さらに，学校給食においては，有機栽培生産団体等との連携を密にして，地

場産野菜等の利用拡大を図るとともに，常陸太田市産コシヒカリを使用した米粉パン給食を拡充

し，地元産米の消費拡大と安全，安心な給食の提供を進めてまいります。 

 耕作放棄地対策につきましては，中山間地域等直接支払制度や農地・水環境保全対策事業の実

施により，地域が一体となった農村環境の保全に努めます。また，市担い手育成総合支援協議会

が実施主体となり，その発生防止と解消，農地の利用集積に努めてまいります。 

 有害鳥獣対策につきましては，地域における自己防衛体制づくりと，鳥獣保護区内での駆除の
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実施など，農作物被害の軽減を図ってまいります。 

 生産コスト削減に向けた農業づくりにつきましては，引き続き町屋地区を初めとする圃場整備

事業を推進するとともに，効率的で生産性の高い基盤づくりを進めてまいります。また，国が制

度化した戸別所得補償制度につきましては，関係機関との連携によりこの周知と利用拡大を図っ

てまいります。 

 林業につきましては，森林湖沼環境税の活用により，森林を整備し，森林の持つ公益的機能の

確保に努めてまいります。また，昨年度整備されました木材乾燥施設を有効活用して，地場産材

の利用拡大と林業の振興を図ってまいります。 

 畜産業につきましては，里美ふるさと振興公社，茨城大学との産学官連携及び農業と連携した

循環型を推進するとともに，口蹄疫や鳥インフルエンザなどの伝染病や感染症対策に努めるなど

畜産の振興を図ってまいります。 

 広域的な農林道である県北東部地区広域農道ふるさと農道及び奥久慈グリーンラインにつきま

しては，全線の早期完成に向け，国・県への要望活動を引き続き行ってまいります。また，県北

東部地区広域農道は，町屋町から日立市入四間までが平成２３年度に供用開始する予定でござい

ます。 

 商工業につきましては，国・県の制度資金の活用支援と自治金融等の融資あっせんを継続し，

経営の安定と活力ある商工業の振興を図ってまいります。また，地域資源を活用した新商品の開

発支援や市内立地企業間のビジネス拡大に向けた機会の創出に努めてまいります。 

 雇用対策につきましては，引き続き県補助金を活用した雇用対策事業に取り組むとともに，関

係機関との連携を図り，立地企業の雇用拡大を推進してまいります。 

 企業の誘致につきましては，常陸太田工業団地の完売や立地企業の工場増設など一定の成果が

あらわれておりますが，地域産業の活性化と雇用の場を確保するため，優良企業の誘致と立地企

業のフォローアップを継続して進めてまいります。 

 次に，「地域ブランドと交流空間づくり」でございます。 

 地域資源のブランド化につきましては，常陸太田市産コシヒカリ，ブドウ，常陸秋そばなどの

生産拡大，品質向上及び販路拡大に取り組み，市の特産物としてのブランド化を進めてまいりま

す。また，加工品生産への取り組み意欲を高めるため，講習会や施設整備等を支援するとともに，

新たな方策として，市外の企業と連携した農商工連携等による新商品づくりに努めてまいります。

情報発信につきましては，旅行者のニーズと本市の魅力をきめ細かく伝えるため，ホームページ

や各種メディアを活用して市と観光物産協会が一体となって情報の発信を強化し，交流人口の拡

大を図ってまいります。 

 体験・滞在型観光の推進につきましては，宿泊機能を有する体験型交流施設として，旧金砂小

学校の改修整備を進めておりますが，利用者と地域の自然や歴史，農林業，食などを活用した体

験メニューを提供するため，施設整備とあわせて地域の方々と連携した運営体制づくりを進めて

まいります。 

 都市との交流の推進につきましては，各種農業体験やワーキングホリデー，教育旅行の受け入
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れなどを実施し，常陸太田ツーリズムを推進してまいります。また，本市の自然や歴史，文化，

特産品などの地域資源を磨き組み合わせることにより，市独自の観光メニューとして情報発信を

行うとともに，市観光物産協会との連携により「おもてなし」などの受け入れ体制の整備を推進

してまいります。また，今年度は里美地区において，総務省地域創造力プランの「地域おこし協

力隊」を受け入れ，地域の元気づくりや地域力の維持，強化を図ってまいります。 

 エコミュージアム活動の推進につきましては，魅力ある自然や歴史，文化などの多種多様な地

域資源を生かし，地域が主体となって活動する市民協働による元気な町づくりを支援してまいり

ます。また，１０月には，巨樹・巨木をテーマとする「第２４回巨木を語ろう全国フォーラム茨

城・常陸太田大会」と指定文化財の集中公開を開催し，本市の豊かな自然と観光資源を全国へ発

信してまいります。 

 本市の祭り，イベントの魅力向上につきましては，地域との協働を基本に，イベント内容の見

直し，充実を図るとともに，情報を多く発信することにより来訪者の増加につなげてまいります。 

 以上，平成２３年度の施政方針を申し上げました。ご賢察の上，ご理解とご賛同をいただき，

その執行に対しまして，力強いご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 今回の提出案件でございますが，条例の制定が３件，条例の一部改正が６件，条例の廃止が１

件，工事の委託変更契約及び契約の締結が各１件，市道路線の変更及び認定が各１件，県北地方

広域市町村圏協議会の廃止に関する協議が１件，平成２２年度各会計の補正予算が９件，平成２

３年度一般会計並びに特別会計の当初予算が１０件，合わせまして３４件でございます。 

 なお，今会期中に，人事案件３件を追加提案する予定でおりますので，あらかじめご了承いた

だきたいと存じます。 

 各議案の提案理由などにつきましては，議題となりましたときに，副市長及び担当部長よりそ

れぞれご説明申し上げます。慎重にご審議をいただきまして，原案のとおり承認と可決，ご同意

を賜りますようお願い申し上げ，ごあいさつといたします。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

 片野議員が出席されております。 

            ──────────────────― 

 日程第３ 議案第２号ないし議案第１６号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第３，議案第２号常陸太田市過疎地域の固定資産税の課税免除に

関する条例の制定について，議案第３号常陸太田市自転車駐車場設置及び管理に関する条例の制

定について，議案第４号常陸太田駅前広場の設置及び管理に関する条例の制定について，議案第

５号常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正について，議案第６号常陸太田

市医療福祉費支給に関する条例の一部改正について，議案第７号常陸太田市農業集落排水処理施

設の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第８号常陸太田市都市計画審議会条例

の一部改正について，議案第９号常陸太田市駐車場設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て，議案第１０号常陸太田市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正につ

いて，議案第１１号常陸太田市宅地分譲条例の廃止について，議案第１２号水郡線常陸太田駅改
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良工事平成２２年度委託契約の変更契約の締結について，議案第１３号水郡線常陸太田駅改良工

事平成２３年度委託契約の締結について，議案第１４号常陸太田市道路線の変更について，議案

第１５号常陸太田市道路線の認定について，議案第１６号県北地方広域市町村圏協議会の廃止に

関する協議について，以上１５件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 

○副市長（梅原勤君） 提案者にかわりまして，ご説明をいたします。 

 議案書１ページをお開きいただきます。議案第２号常陸太田市過疎地域の固定資産税の課税免

除に関する条例の制定について，常陸太田市過疎地域の固定資産税の課税免除に関する条例を次

のように制定するものとする。平成２３年３月２４日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，「農村地域工業等導入促進法」第１０条の規定に基づく課税免除に係

る措置。これはこれまで金砂郷地区だけに適用しておりましたが，この措置が終了したことに伴

い，金砂郷地区，水府地区及び里美地区，いわゆる過疎地域に認定されております地域における

固定資産税の課税免除制度の統一を図るため，本条例を制定するものでございます。内容につき

ましては，これまでの水府地区及び里美地区の課税免除制度と同様になります。 

 ２ページをお開きいただきます。第１条は目的の規定であり，過疎地域とみなされる金砂郷，

水府及び里美地区の人口の過度の減少を防止するとともに，工業等の導入の促進により地域社会

の基盤を強化し，住民福祉の向上に寄与するため，常陸太田市過疎地域に本条例の適用を受ける

設備を新設または増設した者に係る固定資産税の課税免除を行うことを定めることを目的として

おります。第２条は課税免除の適用を受ける固定資産税の範囲，第３条は課税免除の期間，第４

条は申請書の提出。 

 次のページになりますが，第５条規則への委任規定でございます。附則といたしまして，第１

項は施行期日，第２項はこれまでの条例の廃止，第３項は経過措置の規定でございます。 

 なお，４ページから７ページにつきましては，参考資料でございますが，申請書等の様式を規

定した施行規則でございます。 

 続きまして，８ページをお開きいただきます。議案第３号常陸太田市自転車駐車場設置及び管

理に関する条例の制定について，常陸太田市自転車駐車場設置及び管理に関する条例を次のよう

に制定するものとする。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，常陸太田駅周辺整備により自転車駐車場を設置するため，本条例を

制定するものでございます。 

 内容につきましては，９ページをお開きいただきますが，第１条は条例の趣旨，第２条は名称

及び位置，第３条は駐車できる自転車の種類，第４条から９条は使用の制限や使用登録等，次の

１０ページの第１０条ですが，放置自転車等に係る措置について定めておりまして，所有者不明

等の放置自転車につきましては，市自ら処分することができる旨等の定めでございます。第１１

条から１２条は市の免責と損害賠償。 

 次の１１ページの１３条ですが，使用の休止，１４条が委任規定でございます。 
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 附則で本条例は２３年４月１日から施行するとしてございます。 

 なお，１２ページには施行規則を参考として添付してございます。 

 続きまして，１６ページをお開きいただきます。議案第４号常陸太田駅前広場の設置及び管理

に関する条例の制定について，常陸太田駅前広場の設置及び管理に関する条例を次のように制定

するものとする。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 提案理由でございます。常陸太田駅周辺整備により駅前広場を設置するため，本条例を制定す

るものでございます。駅前広場は，鉄道利用者などのバス，タクシー等への乗りかえなどの交通

連絡機能，そして，人々の交流や都市の拠点などとしての都市の広場機能等を確保し，市の玄関

口にふさわしい広場として，いわゆる通過する駅から集う駅への思いを企図して整備を進めてま

いりました。具体的内容につきましては，１７ページをごらんいただきたいと思います。各条文

をご説明いたします。 

 第１条では条例の趣旨，第２条では名称及び位置，また，第３条は駅前広場の施設について定

めております。第３条第１号には，市広報や展示等を行いながら，駅利用者や来訪者が集えるコ

ミュニティ施設を，第２号にはイベント等が開催できる広場を，第３号には，駅利用者がキスア

ンドライド，あるいはパークアンドライド等に利用できる無料の駐車場を設置すると定めており

ます。第４条は，駅前広場を管理運営するための業務でございますが，特に，第３号では利用促

進に関する業務を定めておりまして，公共機関に乗り継ぐ場所としての機能だけでなく，新設さ

れたコミュニティスペースや駅前広場を活用して，通過駅から市民が集う駅前広場として市民の

皆様が積極的に活動いただけるような管理運営を行ってまいります。第５条以下は，利用する場

合の行為の制限等，一般的な利用のルール等を定めております。 

 なお，附則といたしまして，この規則は４月１日から施行するものとしてございます。 

 ２１ページから３２ページまでは，参考までに施行規則の添付をしてございます。 

 続きまして，３３ページをお開き願います。議案第５号常陸太田市公共施設の暴力団等排除に

関する条例の一部改正について，常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，常陸太田駅周辺整備により自転車駐車場及び駅前広場を設置するこ

と等に伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。この条例は，別表で掲げる条例の公共

施設において，暴力団等の使用を制限する規定でございまして，内容につきましては，３５ペー

ジの新旧対照表でご説明をさせていただきます。 

 今回は別表の改正でありまして，１つには，昨年９月の市議会定例会におきまして，４地区の

墓地の設置管理条例を統一するため，常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例を制定い

たしましたが，これに伴う改正となっております。２つ目といたしましては，３６ページにおい

て新たに常陸太田市自転車駐車場設置及び管理に関する条例及び常陸太田駅前広場の設置及び管

理に関する条例を加えるものでございます。さらに，これら改正に伴う項の整理を行うものでご

ざいます。 

 ３４ページの附則で，この条例は，平成２３年４月１日から施行することとしております。 
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 続きまして，３７ページをお開きいただきます。議案第６号常陸太田市医療福祉費の支給に関

する条例の一部改正について，常陸太田市医療福祉費支給に関する条例の一部改正する条例を次

のように制定するものとする。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 提案理由ですが，医療福祉費支給に係る茨城県の妊産婦の受給資格要件が改正されたため，本

条例の一部改正を行うものでございます。今回の改正につきましては，妊産婦マルフクの申請に

係る負担を軽減するため，これまで受給者証交付申請の際に必要でありました医師の証明を省略

しまして，母子健康手帳の交付と同時に受給者証の交付手続ができることにしたものでございま

す。 

 ３９ページをお開きいただきます。新旧対照表でご説明申し上げます。第２条定義でございま

すが，第１号で妊産婦マルフクの有効期間を妊婦の届け出のあったもののうち，保険医療機関か

ら別表第１に掲げる「対象疾病と診断された日から」と定めておりましたが，「妊娠の届け出での

あった日の属する月の初日から」に改めるものでございます。 

 ４０ページをお開きいただきます。第４条，医療福祉費の支給でございますが，第１項につい

ては，対象者が妊産婦である場合の支給条件が別表第１に掲げる疾病に限られておりましたが，

「妊娠の継続または安全な出産のために治療が必要となる疾病または負傷」と改めるものでござ

います。 

 ４１ページをお開きいただきます。別表につきましては，妊産婦の定義及び医療福祉費の支給

条件でありました対象疾病を定めた別表第１を削除しまして，以下それぞれ繰り上げを行うもの

でございます。 

 ３８ページに，附則でございますが，この条例は，平成２３年４月１日から施行することとす

るものでございます。附則２では，この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給について

は，従前の例によることとする定めでございます。 

 続きまして，４２ページをお開きいただきます。議案第７号常陸太田市農業集落排水処理施設

の設置及び管理に関する条例の一部改正について，常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２３年３月４日

提出，市長名。 

 提案理由でございます。佐都４地区農業集落排水処理施設が平成２３年度から供用されること

に伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 ４４ページの新旧対照表をごらんいただきます。別表第１に施設の名称，「１，処理区域」を追

加するものでございます。 

 ４３ページの附則でございますが，この条例は，平成２３年４月１日から施行することとして

おります。 

 続きまして，４５ページをお開きいただきます。議案第８号常陸太田市都市計画審議会条例の

一部改正について，常陸太田市都市計画審議会条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 提案理由でございます。常陸太田市都市計画審議会を組織する委員の構成について見直すため，
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本条例の一部改正を行うものであります。今後の都市計画の幅広な案件の審理における委員の皆

様から出されるご意見に対しましては，より専門的な視点での意見をもって整理することが必要

でございます。このことから学識経験を有する者を増員することとし，本条例の一部を改正する

ものでございます。具体的に４７ページをごらんいただきたいと思います。 

 第３条第１項第１号に規定しております「学識経験のある者二人以内」としているものを「３

人以内」とするものでございます。本条例は交付の日から施行するものでございます。 

 続きまして，４８ページをお開きいただきます。議案第９号常陸太田市駐車場設置及び管理に

関する条例の一部改正について，常陸太田市駐車場設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定するものとする。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，中城駐車場の廃止及び駅北駐車場の整備等に伴い，本条例の一部改

正を行うものであります。 

 改正の内容でございますが，５１ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第２

条の表で，中城駐車場を廃止いたします。現行第４条のいわゆる時間貸し駐車であります普通駐

車を廃止いたします。これに伴い，現行第５条の駐車区分も廃止いたします。さらに，現行の第

６条の第１項から第３項までをまとめまして，改正案の第４条とし，駐車場の使用及び使用料金

について定めます。 

 ５２ページにつきましては，これに伴い，現行の第７条を５条とし，３項に駅北駐車場につい

て，ＪＲ水郡線を定期的に利用する場合の料金の減免規定を加えるものでございます。減免の内

容につきましては，規則等で定めることといたします。現行の第８条から１４条につきましては，

これら改正に伴う条の整理でございます。 

 ５３ページにつきましては，別表について整理したものでございます。 

 ４９ページの附則で，この条例は，平成２３年４月１日から施行することといたします。 

 ５０ページは経過措置でございます。 

 続きまして，５４ページをお開きいただきます。議案第１０号常陸太田市水道事業及び工業用

水道事業の設置等に関する条例の一部改正について，常陸太田市水道事業及び工業用水道事業の

設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２３年３月４

日提出，市長名。 

 提案理由でございます。常陸太田地区水道事業と金砂郷地区水道事業の統合に伴い，本条例の

一部改正を行うものでございます。改正の内容は，５６ページから５７ページの新旧対照表によ

りご説明いたします。 

 今回の事業統合に伴う事業認可の変更により，第２条第２項第１号の表中，名称を削除し，給

水区域，給水人口，１日最大給水量を表のように改めます。さらに，第２条第２項の文言の整理

を行います。 

 ５５ページにお戻りいただきまして，附則といたしまして，施行期日ですが，この条例は平成

２３年４月１日から施行するものでございます。 

 続きまして，５８ページをお開きいただきます。議案第１１号常陸太田市宅地分譲条例の廃止
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についてでございます。常陸太田市宅地分譲条例を廃止する条例を次のように制定するものする。

平成２３年３月４日提出，市長名。 

 提案理由でございます。宅地分譲事業が平成２３年３月３１日で終了することに伴い，本条例

を廃止するものでございます。 

 ５９ページに廃止条例がございます。常陸太田市宅地分譲条例を廃止する条例，常陸太田市宅

地分譲条例は廃止する。施行期日につきましては，附則第１項で平成２３年４月１日からとして

ございます。附則第２項は，宅地分譲条例を廃止することに伴い，常陸太田市特別会計条例の第

１条第５号に規定する常陸太田市宅地分譲事業特別会計を廃止するものでございます。第３項は

経過措置でございます。 

 続きまして，６０ページをお開きいただきます。議案第１２号水郡線常陸太田駅改良工事平成

２２年度委託契約の変更契約の締結について，平成２２年４月１日委託契約をした水郡線常陸太

田駅改良工事平成２２年度委託契約について，下記のとおり変更したいので，地方自治法第９６

条第１項第５号の規定に基づき，議会の議決を求める。 

 これにつきましては，平成２２年第１回市議会定例会におきましてご承認いただきました平成

２２年度委託契約の変更でございます。 

 記といたしまして，１，契約の目的，水郡線常陸太田駅改良工事。２，契約の金額，変更前７

億 6,７８７万 4,０００円，変更後６億 5,８５２万 8,０００円。３，契約の相手方は，茨城県水

戸市三の丸一丁目４番４７号，東日本旅客鉄道株式会社，執行役員水戸支社長熊本義寛。平成２

３年３月４日提出，市長名でございます。 

 工事内容変更等につきましては，次ページにございます。場所は，常陸太田市山下町地内水郡

線常陸太田駅構内でございます。工事の内容につきましては，乗降場の新設，軌道新設，通信ケ

ーブル新設等が完了いたしましたが，新駅舎下屋の一部等の施工が，旧駅舎が支障となっている

ために，旧駅舎撤去後で着工となるために繰り越すとともに，平成２１年３月１８日に締結いた

しました施行協定時には，工事の特殊性及び特異性もございまして，年度協定につきましては，

上限で概算積算をせざるを得なかったために，その分を合わせました１億９３４万 6,０００円に

つきまして減額するものでございます。 

 続きまして，６２ページをごらんいただきます。議案第１３号水郡線常陸太田駅改良工事平成

２３年度委託契約の締結についてでございます。水郡線常陸太田駅改良工事に関する平成２３年

度の委託について，下記のとおり契約を締結するため，地方自治法第９６条第１項第５号の規定

に基づき，議会の議決を求める。 

 記，１，契約の目的，水郡線常陸太田駅改良工事。２，契約の方法，随意契約。３，契約の金

額，１億 2,６８１万 8,０００円。４，契約の期間，契約の日から平成２３年９月末日まで。５，

契約の相手方ですが，茨城県水戸市三の丸一丁目４番４７号，東日本旅客鉄道株式会社，執行役

員水戸支社長熊本義寛。平成２３年３月４日提出，市長名でございます。 

 工事内容につきましては，次ページにございます。工事内容でございますが，議案第１２号で

ご説明をさせていただきました新駅舎下屋の一部等の施工と旧駅舎撤去工事でございます。議案
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第１２号で減額した額１億９３４万 6,０００円と２１年度に締結をいたしました２３年度債務

負担分がございます。1,７４７万 2,０００円でございますが，これを合わせました協定額を委託

契約するものでございます。 

 続きまして，６４ページをお開きいただきます。議案第１４号常陸太田市道路線の変更につい

てでございます。常陸太田市道路線の変更についてでございます。常陸太田市道路線を変更した

ので，道路法第１０条第３項の規定により，次のとおり議会の承認を求める。平成２３年３月４

日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，道路整備に伴い，市道路線を変更するものでございます。６５ペー

ジに市道路線変更となる路線名，新旧の起・終点，幅員，延長を記載してございます。市道３路

線の変更による差し引き延長距離は５８3.３メートルの増となってございます。 

 ６６ページから７０ページにつきましては，それぞれの市道路線の変更の位置図，それから，

市道路線の変更図を記載してございます。 

 続きまして，７１ページをごらんいただきたいと思います。議案第１５号常陸太田市道路線の

認定についてでございます。常陸太田市道路線を認定したいので，道路法第８条第２項の規定に

より，次のとおり議会の議決を求める。平成２３年３月４日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，道路整備等に伴い，市道路線として認定するものでございます。 

 ７２ページをごらんいただきます。新たに市道認定をいたします路線名，起点，終点，幅員，

延長を記載してございまして，３路線の認定による延長距離は４１2.０メートルでございます。 

 ７３ページから７６ページにつきましては，それぞれの路線の市道路線認定位置図，市道路線

認定図を記載してございます。 

 続きまして，７７ページをごらんいただきます。議案第１６号県北地方広域市町村圏協議会の

廃止に関する協議について，地方自治法第２５２条の６において，その例によるところとされる

同法第２５２条の２第３項の規定に基づき，県北地方広域市町村圏協議会の廃止について，別紙

のとおり協議するものとする。平成２３年３月４日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，県北地方広域市町村圏協議会を存続する必要がなくなったので，廃

止するため議会の議決を求めるものでございます。県北地方広域市町村圏協議会につきましては，

平成１６年に健診事業等の共同処理を終了したことに伴い，一部事務組合から協議会に組織がえ

を行いました。そして，広域市町村圏計画の策定やその実施に関する連絡調整などを行ってまい

りました。しかしながら，市町村合併による構成団体の減少により，その機能の必要がなくなっ

たために廃止するものでございます。 

 ７８ページをお開きいただきます。構成４市町村の協議により，平成２３年３月３１日限りで

県北地方広域市町村圏協議会を廃止するものでございます。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

            ──────────────────― 

 日程第４ 議案第１７号ないし議案第２５号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第４，議案第１７号平成２２年度常陸太田市一般会計補正予算（第
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４号）について，議案第１８号平成２２年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について，議案第１９号平成２２年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）について，

議案第２０号平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）について，議案第

２１号平成２２年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）について，議案第

２２号平成２２年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて，議案第２３号平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

て，議案第２４号平成２２年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計補正予算（第１号）について，

議案第２５号平成２２年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第３号）について，以上９件を一

括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 

○副市長（梅原勤君） それでは，精算につきまして説明させていただきます。 

 別冊資料をごらんいただきます。議案第１７号平成２２年度常陸太田市一般会計補正予算（第

４号）。平成２２年度常陸太田市一般会計補正予算（第４号）は，次に定めるところによる。第１

条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億 4,６５２万 4,０００円を追加し，歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２４６億 7,３６２万 7,０００円とする。第２条が繰越明許費の補正，

第３条が債務負担行為の補正，第４条が地方債の補正でございます。平成２３年３月４日提出，

市長名。 

 １３ページをお開きいただきます。事項別明細により説明をさせていただきます。 

 歳入でございます。 

 １款市税の１項市民税でございますが，個人分につきましては，滞納繰り越し分の増収が見込

めることから 1,０２４万 8,０００円の増額とし，法人分につきましては，法人収益の増加が見込

めることから 2,９５２万 9,０００円の増額計上といたしました。 

 ９款１項１目地方特例交付金，１０款１項１目地方交付税の増額につきましては，それぞれ交

付額の決定によるものでございます。 

 １２款１項３目商工費負担金につきましては，宮の郷工業団地の管理経費の確定に伴い，３２

万 9,０００円を減額いたしました。 

 １３款１項３目商工使用料につきましては，竜神大吊橋の渡橋者の減少が見込まれるため，４

５８万 8,０００円を減額いたしました。国・県支出金につきましては，それぞれの事業費の増減

に伴い補正するものでございます。 

 １４ページをお開きいただきます。１４款２項２目総務費国庫補助金のうち，集落活性化事業

費補助金３５０万円につきましては，旧金砂郷小学校設計業務の財源とするものでございます。

また，国の補正予算を活用して，「地域活性化・きめ細かな交付金」１億 8,５３７万 9,０００円，

それから「地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金」3,８００万円を計上いたしました。６目

の教育費国庫補助金につきましては，国の補正予算に伴い，瑞竜中学校耐震化事業の財源として

4,７６２万 6,０００円を追加いたしました。 



 ３８

 １５款２項２目１節社会福祉費補助金７５０万円の増につきましては，グループホーム増設の

財源としまして，介護基盤緊急整備等臨時特例交付金を計上いたしました。 

 １５ページをお開きいただきます。１３目過疎地域自立促進県補助金につきましては，過疎対

策事業債の償還財源として交付されるものでございまして，本市の交付限度額９００万円を計上

いたしました。 

 １６ページの１７款１項１目総務費寄附金でございますが，ふるさと常陸太田寄附金，いわゆ

るふるさと納税として寄附いただきました１４件分の計上でございます。 

 １８款２項基金繰入金でございますが，歳入の増額と事業の確定などにより歳出が減額となる

ことから，財政調整基金，減債基金からの繰り入れを減額するものでございます。 

 １７ページにかけまして，２０款４項３目のうち，「長寿社会づくりソフト事業費交付金」につ

きましては，地域社会振興財団の採択を受けたことから，赤レンガとイチョウ祭りの財源として

１００万円を計上いたしました。 

 ２１款１項４目過疎対策事業債でございます。「過疎自立促進特別措置法」の改正により過疎地

域の交通手段確保や集落活性化の財源としまして過疎地域自立促進特別事業債 8,２６０万円を

計上いたしました。その他の市債は対象事業費の確定によるものでございます。 

 次に歳出でございます。 

 今回の補正予算には，国の補正予算に伴う「地域活性化・きめ細かな交付金事業」，それから，

「地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業」を計上しております。その他の補正につきま

しては，各事業の内容・数量等の確定，あるいは契約差金，基金利子を積み立てるもの，その他

制度の確定などによるものが主な内容でございますので，大きく増減するものを中心に説明させ

ていただきます。また，地域活性化交付金事業につきましては，各費目にまたがりますので，後

ほど一括して説明させていただきます。 

 １８ページをお開きいただきます。２款１項１目一般管理費の３節退職手当特別負担金につき

ましては，当初定年退職者２３名を見込んでおりましたが，勧奨退職者７名分の経費を増額する

ものでございます。 

 １９ページの３目財政管理費の増額につきましては，次年度以降の公債費の償還財源として減

債基金に２億 1,３９２万 6,０００円を積み立てるものでございます。 

 ２０ページをお開きいただきます。１１目市民生活費１００万円につきましては，先ほど歳入

でご説明申し上げました「長寿社会づくりソフト事業交付金」を財源として，赤レンガとイチョ

ウ祭りに助成するものでございます。 

 ２５ページをお開きいただきます。３款民生費１項１目には，国民健康保険の基盤安定事業の

財源として，繰出金 3,２０６万 7,０００円を追加いたしました。 

 ２６ページでございます。８目介護保険費では，グループホームの増設等の経費として，介護

基盤緊急整備等臨時特例交付金７５０万円を追加するとともに，特別会計におきまして，介護施

設サービス給付費や地域密着型介護給付費が減額となることから，一般会計負担分 1,４９３万 7,

０００円を減額いたしました。 



 ３９

 ３０ページをお開きいただきます。右側ですが，２８節繰出金 1,９２３万 7,０００円の減額に

つきましては，農業集落排水事業特別会計の財源が確保されたことによるものでございます。 

 ３２ページに参りまして，７款４項４目駅周辺整備事業費につきましては，事業費等の確定等

により 9,２００万円を減額いたしました。 

 ３５ページをお開き願います。９款３項３目学校建設費でございます。債務負担行為により，

２３年度の予算計上を予定しておりました瑞竜中学校耐震改修工事が，国の補正予算により平成

２２年度に配分されることとなったため，9,３８１万 1,０００円を増額いたしました。 

 ３７ページをお開き願います。１１款１項公債費でございますが，平成２１年度債の借り入れ

が終了し，支払利子が確定しましたことから，3,７１３万 3,０００円を減額いたしました。 

 ３８ページでございます。１２款１項普通財産取得費に２億 4,５１７万 2,０００円を計上いた

しました。特別会計の廃止に伴い，白幡台団地，東の台団地の分譲地を買い入れるとともに，土

地開発基金で保有している中央パーキング，滝坂土地区画整理，東部南土地区画整理内の用地を

一般会計で買い戻すものでございます。 

 次に，「地域活性化・きめ細かな交付金事業」，それから，「地域活性化・住民生活に光をそそぐ

交付金事業」について一括して説明をいたします。 

 １９ページにお戻りいただきます。２款１項７目支所費につきましては，里美支所南庁舎の解

体と車庫の２階を書庫に回収するためのもので，９４７万 5,０００円を計上いたしました。 

 ２５ページでございます。３款１項２目老人福祉費におきまして，緊急通報システム３０台の

購入費１９５万 2,０００円を予算化いたしました。 

 次，２６ページをお開きいただきます。工事請負費６６６万円と備品購入費９８万円は，心身

障害者福祉センター「くにみ」におきまして，空調機器及び電気設備の改修，それから厨房機器

を設置するものでございます。 

 ２７ページ，２目の保育所費におきましては，トイレの様式化，愛保育園の外壁塗装，木崎保

育園，里美保育園の空調機器購入等を予算化いたしました。 

 ３１ページでございます。４目観光費１５節工事請負費の補正３５５万 1,０００円につきまし

ては，西山の里桃源のといの改修，それからぬく森の湯のろ過ポンプ交換を予算計上いたしまし

た。 

 ７款２項道路橋りょう費でございますが，３２ページの工事請負費に１億 6,４８８万 1,０００

円，４目橋りょう維持費に工事請負費６９９万 3,０００円を計上いたしました。 

 ３４ページをお開きいただきます。９款２項小学校費，それから，３５ページの３項中学校費，

それから，４項幼稚園費のそれぞれの調査設計委託料，工事請負費につきましては，施設の補修

と焼却炉の撤去を行うものでございます。５項６目図書館費の補正４１６万 8,０００円について

でございますが，郷土資料や高齢者向けの拡大活字図書の購入費を予算化いたしました。７目の

資料館費，８目の梅津会館費の補正につきましては，施設の耐震診断を行うもの，９目の市民交

流センター費６０４万 8,０００円につきましては，施設の補修に係るもの，生涯学習センター費

2,５５８万 7,０００円につきましては，プロジェクターを購入するための費用でございます。 



 ４０

 ３７ページの６項３目学校給食費の事業費につきましては，施設の床などの修繕料で，備品購

入費につきましては太田調理場に冷蔵庫を購入するものでございます。 

 ６ページにお戻りいただきます。繰越明許費の補正でございます。追加でございますが，８ペ

ージにかけまして，合計２８事業９億 3,４６４万 2,０００円の繰越明許費を計上しております。

河川敷内の工事協議や土地補償，電柱等の移設などに不測の日数を要したもの，関係機関との調

整に日時を要したものなどのほか，国の補正予算に基づく地域活性化に係るものでございます。

変更につきましても河川敷内の工事協議に時間を要したため，里野宮白羽線道路整備事業 7,６０

０万円を１億５５６万円といたしました。 

 ９ページをお開き願います。債務負担行為の補正でございます。中学校耐震改修工事につきま

して，国の補正予算を財源として，平成２２年度の歳出予算に計上することとなったために，債

務負担行為を廃止するものでございます。 

 １０ページは地方債の補正でございます。事業費の確定や過疎対策自立促進特別事業債の追加

により，地方債の限度額合計２５億 1,８８０万円を２５億 3,１００万円とするものでございます。 

 続きまして，議案第１８号平成２２年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

でございます。第１条，事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出予算それぞれ 2,６２４万 6,

０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５９億 8,２１２万 6,０００円とする。

平成２３年３月４日提出，市長名でございます。 

 今回の補正予算につきましては，主に平成２１年度国庫補助金の超過交付に伴う返還金及び一

般会計からの法定繰入金の増減調整に係る補正でございます。 

 ６ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 第３款の国庫支出金につきましては，特定健康診査等事業費の減によるものでございます。第

３款２項１目財政調整交付金につきましては，特別調整交付金の減によるものでございます。ま

た，４目の高齢者医療制度円滑運営事業費補助金につきましては，７０歳から７４歳までの医療

費自己負担割合引き上げ――１割から２割に引き上げられましたが――，その引き上げ凍結によ

る高齢受給者証再交付の費用に充てるものでございます。 

 第６款の県支出金につきましては，特定健康診査等事業費の減によるものでございます。 

 ８款の財産収入につきましては，支払準備基金利子でございます。 

 ９款１項１目の一般会計繰入金，７ページに移りまして，２項１目支払準備基金繰入金につき

ましては，法定繰入金の増減調整及び歳入歳出の予算調整によるものでございます。 

 次に，８ページをお開きいただきまして歳出でございます。 

 第１款の総務費につきましては，職員人件費国保連合会負担金及び電算委託料の減によるもの

でございます。 

 第７款１項１目，９ページに移りまして２目の保険財政共同安定化事業拠出金につきましては，

それぞれの額の確定に伴うものでございます。 

 ８款の保険事業費につきましては，電算委託料の減によるもの，９款の基金積立金につきまし

ては，支払準備基金利子の積み立てを行うものでございます。 



 ４１

 １１款の諸支出金につきましては，過年度分の保険税の還付及び療養給付費等負担金などの返

還に伴うものでございます。 

 続きまして，議案１９号平成２２年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）につい

てでございます。第１条，事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億 1,３００万

4,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億 4,０６２万 6,０００円とす

るものでございます。平成２３年３月４日提出，市長名でございます。 

 ６ページからの事項別明細でございますが，歳入でございます。 

 ３款１項・２項，４款，５款及び７款１項につきましては，介護給付費の減に伴い，国・県等

の補助金及び一般会計繰入金の減額等の補正でございます。 

 ６款１項につきましては，支払準備基金積立金利子の減額補正でございます。 

 ６款２項につきましては，公用車売払いに伴う増額補正でございます。 

 続きまして，７ページ７款の支払準備基金積立金につきましては，調整による減額補正でござ

います。 

 ８ページをお開きいただきまして歳出でございますが，２款１項１目居宅介護サービス給付金

につきましては，給付件数の増が見込まれることにより増額補正をするものでございます。 

 ２款１項２目の施設介護サービス給付費につきましては，介護療養型の医療施設の廃止が見送

られまして，これに伴い介護老人保健施設への利用者の移行分が当初見込みを下回ることによる

減額補正でございます。 

 ２款２項の地域密着型介護予防サービス給付金につきましては，利用人数及び１人当たりの給

付費が当初見込みを下回ることによる減額補正でございます。 

 ２款４項高額介護サービス費につきましては，給付件数の増が見込まれることによる増額補正

でございます。 

 ６款につきましては，支払準備基金積立金の増額補正でございます。 

 続きまして，議案第２０号平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）で

ございます。平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）は，次に定めると

ころによる。第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 6,９４７万 7,０００円を減額し，

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億５９６万 7,０００円とする。以下，第２条が繰越

明許費，第３条は地方債の補正でございます。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 ４ページをお開きいただきます。繰越明許費でございますが，平成２２年度の那珂久慈流域下

水道建設工事負担金につきましては，県から予算繰り越しの通知があったことにより繰り越すも

のでございます。 

 ５ページの地方債補正でございます。公共下水道，流域下水道，建設工事費の減によるもので

ございます。 

 ８ページをお開きいただきます。歳入でございます。 

 １款１目受益者負担金でございますが，6,６８２万 3,０００円の減額でございます。佐竹南台

団地の公共下水道接続が，市，それから地元自治会及び開発業者との協議が調わなかったために
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負担金の賦課を取りやめたためでございます。 

 ２款１目下水道使用料でございます。１款同様，佐竹南台団地の接続協議が調わなかったため

減額するものでございます。 

 ６款１目一般会計繰入金でございます。受益者負担金の減による繰入金の増及び施設維持管理

委託料等の減によるものでございます。 

 ７款繰越金は，前年度繰越金の精算によるものでございます。 

 ９款１目下水道事業債は，事業費の減によるものでございます。 

 １０ページの歳出でございますが，１款１目公共下水道費の報償費及び工事請負費の減額につ

きましては，佐竹南台団地の接続協議が調わなかったことによるもの。１目公共下水道費及び３

目特環下水道費の委託料につきましては，入札差金等によるもの。負担金，補助金及び交付金は，

上下水道料金システム構築に伴う負担金の増によるものでございます。２目流域下水道費につき

ましては，那珂久慈流域下水道建設工事費負担金の減及び維持管理費負担金の増によるものでご

ざいます。 

 ２款公債費は，償還元金及び利子の確定によるものでございます。 

 続きまして，議案第２１号平成２２年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）でございます。平成２２年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は，

次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４５５万 1,０００

円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億 6,５７７万 2,０００円とする。第２条

は地方債の補正でございます。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 ４ページをお開きいただきます。地方債補正でございます。特定地域生活排水処理施設事業債

の減によるものでございます。 

 次，７ページをお開きいただきます。事項別明細書歳入でございます。 

 ３款１目農業集落排水事業費国庫補助金でございますが，農集排事業区域内の合併処理浄化槽

整備事業費の確定による交付金の減によるものでございます。 

 ６款１目一般会計繰入金でございます。前年度繰越金の精算及び事業費の確定によるものでご

ざいます。 

 ７款繰越金は，前年度繰越金の精算によるものでございます。 

 ９款１目農業集落排水事業債の減でございますが，事業費の減等によるものでございます。 

 次，８ページをお開きいただきます。歳出でございます。１款１目総務管理費の委託料につき

ましては，処理施設保守点検業務委託料及び汚泥成分分析業務委託料の確定によるもの。それか

ら，負担金，補助金及び交付金は上下水道料金システム構築に伴う負担金の増，それから積立金

は農業集落排水事業債償還基金積立金の確定によるものでございます。２目の施設整備基金につ

きましては，合併処理浄化槽工事の確定によるものでございます。 

 ２款の公債費ですが，償還利子の確定によるものでございます。 

 続きまして，議案第２２号平成２２年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計

補正予算（第３号）でございます。平成２２年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特
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別会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額から歳入

歳出それぞれ６９２万 1,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５７４

７万 5,０００円とする。第２条は地方債の補正でございます。平成２２年３月４日提出，市長名。 

 ４ページをお開きいただきます。地方債補正でございます。戸別合併処理浄化槽設置整備事業

費の減によるものでございます。 

 ７ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございますが，１款分担金及び負担金及び

３款の国庫支出金につきましては，浄化槽人槽の変更によるものでございます。 

 ４款の繰入金につきましては，前年度繰越金の精算及び事業費の減によるものでございます。 

 ５款の繰越金につきましては，前年度繰越金の精算でございます。 

 ７款市債につきましては，浄化槽設置基数の減によるものでございます。 

 ８ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 １款１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費でございますが，委託料及び工事請負費につきま

しては，入札差金による減及び浄化槽設置工事の減によるもの，それから負担金，補助金，交付

金につきましては，上下水道料金システム構築に伴う負担金の増によるものでございます。 

 続きまして，議案第２３号平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

でございます。平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は，次に定め

るところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３万円を追加し，歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億 1,１６１万 4,０００円とする。第２条が繰越明許費でござい

ます。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 ７ページをお開きいただきます。歳入ですが，４款の繰越金につきましては，歳出の事業費の

増に伴い，５３万円を増額補正するものです。 

 ８ページの歳出ですが，１款１項１目一般管理費１５０万 1,０００円の増は，料金システの構

築に伴う負担金による増額補正でございます。同じく２項１目の維持修繕費は，事業費確定に伴

う減額補正でございます。 

 ４ページに戻りまして，第２表が繰越明許費でございます。国道４６１号線改良工事に伴う配

水管布設がえ事業でございますが，茨城県が改良工事を繰り越すことに伴い，上高倉町地内配水

管布設がえ事業３３５万 8,０００円を繰り越すものでございます。 

 議案第２４号平成２２年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計補正予算（第１号）でございます。

平成２２年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,７０７万 8,０００円を追加し，3,８６９万

3,０００円とする。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 ６ページをお開きいただきたいと思います。歳入でございますが，１款の繰越金は前年度繰越

金の増でございます。 

 ２款の諸収入は，家庭菜園入園料の減。 

 ３款の財産収入は，一般会計におきまして，用地購入をしたことに伴う土地売払収入 3,６１２

万 9,０００円の増となってございます。 
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 ７ページをお開きいただきまして歳出でございますが，歳入でありました繰越金と不動産売払

収入を予備費として計上するものでございます。 

○議長（茅根猛君） 水道部長。 

〔水道部長 大和田猛君登壇〕 

○水道部長（大和田猛君） 議案第２５号平成２２年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第３

号）につきまして，提案者にかわりご説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。第１条は総則でございます。 

 第２条は収益的収入及び支出の補正で，予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次

のとおりと定めるものでございます。収入の第１款水道事業収益を 2,０２８万 5,０００円増額し，

１１億２１２万 3,０００円とするものでございます。支出の補正はございません。 

 平成２３年３月４日提出，市長名です。 

 詳細につきましては，補正予算明細書にてご説明申し上げます。 

 ７ページをお開きください。収益的収入及び支出の収入でございますが，第１款２項３目雑収

益，９節その他の雑収益，補正予算補正額 2,０２８万 5,０００円でございますが，上下水道業務

システム統合再構築に要しました費用につきまして関係課より負担していただく割合，金額が確

定したことにより補正するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

 なお，午前の会議はこの程度にとどめ，午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５４分休憩 

            ──────────────────― 

午後１時再開 

○議長（茅根猛君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ──────────────────― 

 日程第５ 議案第２６号ないし議案第３５号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第５，議案第２６号平成２３年度常陸太田市一般会計予算につい

て，議案第２７号平成２３年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について，議案第２８号平

成２３年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算について，議案第２９号平成２３年度常陸太

田市介護保険特別会計予算について，議案第３０号平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計

予算について，議案第３１号平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算について，

議案第３２号平成２３年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計予算について，

議案第３３号平成２３年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算について，議案第３４号平成２

３年度常陸太田市水道事業会計予算について，議案第３５号平成２３年度常陸太田市工業用水道

事業会計予算について，以上１０件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 
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○副市長（梅原勤君） それでは，ご説明をさせていただきます。 

 平成２３年度常陸太田市予算書３ページをお開き願います。議案第２６号平成２３年度常陸太

田市一般会計予算，平成２３年度常陸太田市一般会計の予算は，次に定めるところによる。第１

条，歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２３１億４００万円と定める。第２条が地方債，

第３条が一時借入金でございます。一時借入金の借り入れの最高額は２０億円と定める。第４条

が歳出予算の流用でございます。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 １５ページをお開きいただきたいと思います。事項別明細でご説明をさせていただきます。初

めに歳入でございます。 

 １款市税１項市民税でございますが，２５億 5,４１３万 8,０００円で，5,０７３万 7,０００

円を増額いたしました。緩やかな景気の回復を見込み，１目個人を 2,３５３万円，２目法人を 2,

７２０万 7,０００円の増額といたしました。１６ページにかけての２項固定資産税につきまして

は２２億 2,７８９万 5,０００円，1,０５１万 8,０００円の減額でございます。土地評価の下落

や設備投資の減少を勘案いたしました。 

 １８ページをお開きいただきます。２款地方譲与税から１９ページの地方特例交付金までは，

地方財政計画の伸び率や前年度の実績などを勘案し計上いたしました。 

 １０款地方交付税でございます。合併特例債償還費や臨時財政対策債償還費の増額などを見込

み，普通交付税８７億 4,０００万円，特別交付税７億 7,０００万円といたしました。前年度と比

較しまして３億 1,０００万円の増額であります。 

 １１款交通安全対策特別交付金につきましても，地方財政計画及び前年度の実績等を勘案して

計上したものでございます。 

 ２０ページでございます。１２款分担金及び負担金につきましては，一般事務組合等への派遣

職員給与費負担金，老人施設入所者負担金，保育所入所児負担金などのほか，２項におきまして

移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金を見込んでおります。 

 １３款使用料及び手数料につきましては，霊園永代使用料の減少，竜神大吊橋渡橋者の減少な

どを見込んだものでございます。 

 ２３ページをお開き願います。 

 １４款国庫支出金でございます。１項１目民生費国庫負担金ですが，５節子ども手当負担金に

つきましては，子ども手当が通年ベースで支給されることから，増額して６億 9,８５０万 8,００

０円を見込んでおります。また，８節生活保護費負担金につきましては，扶助費の増額により３

億 6,０８７万 8,０００円を見込みました。 

 ２４ページでございます。４目農林水産業費国庫補助金として，旧金砂小学校整備事業の財源

として 5,０００万円を，５目２節の道路橋りょう費補助金には，里野宮白羽線，南中線，磯部天

神林線などの財源として４億 3,５９０万円を見込んでおります。３目住宅費補助金には，市営住

宅のストック総合改善事業や新婚家庭家賃助成，太陽光発電整備等設置事業費補助などの財源と

して 2,２２１万 5,０００円を計上いたしました。６目消防費国庫補助金には，高規格救急車の財

源として 1,２６３万 5,０００円を，７目の教育費国庫負担金において，小学校耐震化事業で峰山
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中学校整備に係る交付金として安全・安心な学校づくり交付金を，小学校費に 5,８６６万 9,００

０円，中学校費に 1,６９６万 6,０００円を計上いたしました。また，５節保健体育費補助金は，

山吹運動公園体育館改修事業の財源として５００万円を見込んだものでございます。 

 ２５ページの１５款県支出金でございます。国庫負担金と同様に，子ども手当交付金の増額を

見込んだほか，２項１目総務費県補助金には，移動通信用鉄塔施設整備事業の財源として情報通

信格差是正事業費補助金 1,０００万円を見込んでおります。 

 ２６ページをお開きいただきます。４目農林水産業費県補助金の一番下の行の農地・水保全管

理支払交付金 1,６８２万 1,０００円は，環境保全向上共同活動事業に補修経費が対象となったこ

とに伴い計上したものでございます。 

 また，２７ページの１２目過疎地域自立促進県補助金につきましては，過疎対策事業債の償還

財源の一部として交付されるものでして，補正予算と同様の９００万円を計上いたしました。 

 ２８ページをお開きいただきます。１６款財産収入でございます。財産貸付収入利子及び配当

金，財産売払収入などを計上しております。財産貸付収入において，光ファイバー施設貸付料 2,

０００万円を見込んでおります。 

 １７款寄附金につきましては，総務費寄附金，民生費寄附金の費目設定でございます。 

 ３０ページでございます。１８款繰入金でございますが，特別会計繰入金，各基金からの繰入

金，財産区繰入金をそれぞれ計上しております。竜神大吊橋整備に当たって，水府地区観光施設

管理基金１億 6,６３４万 7,０００円を活用するとともに，将来の財政負担を考慮して，財政調整

基金を２億円，減債基金借入金を１億６５７万 7,０００円減額いたしました。 

 １９款繰越金につきましては，特別会計の廃止に伴って老人保健特別会計と宅地分譲事業特別

会計の決算剰余金を計上しております。 

 ２０款諸収入でございます。３１ページの４項３目雑入でございますが，前年度，県道日立笠

間線拡幅に伴う保健センター移設補償として 8,１７４万円を計上していたため，本年度は大幅な

減額となっております。 

 ３３ページをお開き願います。２１款市債でございます。総務債 1,１１０万円，教育債 4,１８

０万円，過疎対策事業債３億 9,４２０万円，合併特例事業債８億 7,１８０万円，臨時財政対策債

４億 3,０００万円，合計で１７億 4,８９０万円を計上するものでございます。 

 歳出について主なものをご説明させていただきます。 

 ３５ページをお開きいただきます。議会費でございます。４節共済費において，地方議員年金

制度見直しに伴う一時金支給のため，議員共済給付費負担金 9,３４５万 6,０００円を計上いたし

ました。 

 総務費２款でございます。２款１項５目財産管理費，４３ページでございます。１３節には，

庁舎耐震改修工事設計委託料 1,２４３万 2,０００円を計上いたしました。 

 ４４ページの６目企画費には，１３節におきまして，市の歌制作委託料４００万円を計上して

おります。 

 ４７ページをお開きいただきたいと思います。９目情報通信管理費でございますが，携帯電話
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不感地帯である安寺・持方地区に移動通信用鉄塔施設を建設するため，調査委託料，工事請負費，

保有財産購入費，備品購入費など，合計で 1,５４８万円を計上するとともに，１９節におきまし

て，自主共聴組合へ地上デジタル放送対応への改修費補助 1,１００万円を予算化いたしました。 

 ５０ページでございます。１３目地域振興費におきまして，地域の活性化を図るため，地域お

こし事業に要する経費を予算化いたしました。住民票を移して活動する地域おこし協力隊３名を

受け入れ，地域の活性化を図るものでございます。 

 ５１ページでございますが，１４目交通対策費の１９節地方バス路線維持費補助金 3,０５４万

4,０００円には，常陸太田駅７時発の水郡線に接続するバスダイヤの増設に伴う補てん分を見込

んでおります。また，高校生のバス定期券購入費用の助成金５２２万 1,０００円を計上いたしま

した。 

 ５２ページをお開き願います。１５目ですが，本市の元気づくりを目指して，産業の振興と交

流人口拡大を企図した複合型交流拠点施設の整備費といたしまして３億 9,６３３万円を計上い

たしました。その財源として，国庫支出金５４２万 2,０００円，地方債３億 1,１９０万円，一般

財源 2,９００万 8,０００円を見込んでおります。 

 １６目諸費でございます。５４ページにおきまして，新婚家庭への家賃助成９００万円，新た

に住宅を取得した子育て世代への定住促進助成６３３万 5,０００円を計上いたしました。 

 次に，民生費に移ります。 

 ６５ページをお開きいただきたいと思います。３款民生費の中で，社会福祉総務費の中で，国

民健康保険特別会計繰出金２億 8,１０２万 4,０００円につきましては，保険基盤の安定を図るも

ののほか，職員人件費，出産一時育児金，財政安定化支援事業などについて繰り出すものでござ

います。 

 ６７ページをお開きいただきたいと思います。中ほどの社会福祉施設等整備費補助金 1,０００

万円でございますが，特別養護老人ホーム松栄荘の増改築費に助成するものでございます。 

 ７１ページをお開き願います。老人医療給付費でございます。１９節負担金補助及び交付金に

おきまして，後期高齢者医療広域連合への事務経費の負担分のほか，医療給付費の負担金として

６億 1,５１３万 5,０００円を計上しております。 

 ７２ページでございます。医療福祉費の２０節扶助費でございますが，引き続き，所得制限撤

廃による乳幼児の医療費助成分や，中学校３年生までの医療費助成を計上しております。８目介

護保険費に，介護保険特別会計に対する繰出金７億 2,２６７万 4,０００円を計上いたしました。

介護サービス給付費や介護予防事業費，職員人件費などを一般会計が負担する分でございます。 

 ７９ページをお開きいただきます。３目児童措置費の２０節扶助費でございますが，子ども手

当の通年ベースでの所要額として８億 8,２４９万 2,０００円を見込んでおります。また，４目児

童クラブ費の工事請負費，備品購入費におきまして，西小沢児童クラブの開設経費を見込んでお

ります。 

 ８４ページをお開きいただきます。衛生費２目予防費でございますが，１３節のうち，任意予

防接種委託料 4,９８７万 5,０００円，１９節任意予防接種助成金１２５万 9,０００円につきま
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しては，昨年度の補正予算において計上しました子宮頸がん等のワクチン接種に要する経費でご

ざいます。 

 ８９ページをお開き願います。７目環境衛生費の１９節でございます。地球規模の問題となっ

ております環境保全対策といたしまして，太陽光発電設備等設置事業費補助金 3,０６０万円を計

上いたしました。２４節の投資及び出資金１億 9,２４０万円につきましては，浄水場の建設や佐

竹給水地への送水管接続に要する経費の２分の１を合併特例債を活用し，水道事業に出資するも

のでございます。 

 ９４ページをお開きいただきます。１５節工事請負費２億円でございますが，清掃センターの

焼却炉定期補修工事費で，３目し尿処理費の９５ページ，１５節工事請負費 4,６２１万 1,０００

円につきましては，太田クリーンセンターと里美クリーンセンターの定期補修に要する経費を計

上いたしました。 

 次に，農林水産業費に移ります。 

 ９８ページでございます。１節農林振興費でございます。報酬におきまして，営農指導や定年

帰農者の育成，それから，新規就農者支援，担い手対策，集落営農組織の推進を進めていくため

の嘱託員２名分を予算化いたしました。 

 ９９ページでございますが，旧金砂小学校を活用しまして交流人口を拡大しにぎわいの創出を

図るため，改修経費といたしまして，屋内運動場の耐震診断や設計，校舎の改修に係る経費とい

たしまして，１３節委託料に 1,２６７万 4,０００円，１５節工事請負費に１億円を計上しており

ます。 

 １００ページから１０１ページにかけまして，１９節負担金及び補助金，交付金につきまして

は，特産品の開発に係る施設整備の助成といたしまして，農産物加工用開発支援事業費補助金１

５０万円を計上したほか，コシヒカリ，常陸秋そば，ブドウ，ナシなどのブランド化，それから

有害鳥獣や病害虫からの被害防止，担い手育成や新規就農者の自立支援，農業体験の推進などの

費用を計上しておるところです。 

 １０３ページの農地費でございます。工事請負費は農道・用排水路等の整備費を計上しており

ます。また，１９節負担金・補助金につきましては，県北東部地区の広域農道整備事業費負担金，

小妻地区ふるさと農道整備事業費負担金，県営土地改良事業計画調査費負担金，県単土地改良事

業費補助金を計上しております。 

 １０４ページの農地・水環境保全向上対策共同活動支援交付金につきましては，施設の補修に

要する経費を交付対象とするため，2,８０４万 5,０００円を計上いたしました。２８節繰出金で

ございますが，農業集落排水事業特別会計繰出金２億 6,４０４万 8,０００円を計上いたしました。 

 １０７ページをお開きいただきます。森林湖沼環境税を財源として，森林機能の緊急回復整備

を予算化しております。主な内容といたしましては，間伐推進員賃金３７６万円，間伐及び作業

道開設委託料 6,８００万円，要害山下刈等委託料３３９万 2,０００円を計上いたしております。 

 １０９ページには，奥久慈グリーンライン林道整備事業費負担金として 3,０６４万円を計上し

ております。 
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 商工費に移ります。 

 １１６ページをお開き願います。３目消費者行政推進費におきましては，県の消費者行政活性

化基金を財源といたしまして，消費生活相談員を１名増員し，週五日の相談業務を実施するため

の経費を計上いたしました。 

 １１３ページでございます。４目観光費の１３節委託料には，県の雇用創出基金等を活用して，

魅力アップ交流推進事業に 1,２２３万 8,０００円，観光土産品等販売促進戦略研究業務に５５１

万 5,０００円，指定管理施設地産地消業務３９３万 5,０００円を予算化しております。また，水

府地区観光施設管理基金を財源といたしまして，竜神大吊橋アンカレジ・デザイン塗装委託料 1,

２６６万 3,０００円，大吊橋塗装改修工事設計管理業務３６２万 3,０００円。 

 それから，１１４ページに移りまして，１５節には，竜神大吊橋塗装改修工事１億 3,６５３万

2,０００円を計上いたしました。 

 １１５ページの１９節各種イベント開催補助金でございますが，太田夏祭り，秋祭り，常陸秋

そばフェスティバル，こいのぼり祭り，紅葉祭り，春の味覚祭，秋のかかし祭りなど，各地区そ

れぞれのイベント補助といたしまして 3,１０９万 8,０００円を予算化いたしました。 

 土木費に移ります。 

 １１８ページをお開きいただきます。７款土木費でございます。住宅の耐震補強工事とリフォ

ームに対しての助成金としまして，1,０００万円を計上いたしました。耐震改修の促進と地域経

済の活性化を図るものでございます。 

 １２１ページをお開きいただきます。３目道路新設改良費といたしまして，１２億 1,１６６万

6,０００円を計上しております。社会資本整備総合交付金を活用するものとして里野宮白羽線，

川中子大橋線，南中線，小目川中子線。道整備交付金を活用するものとして磯部天神林線，大門

幹線，中沢線，高柿・千寿線，亀作西真弓線，その他の路線として西河内幹線，大草線，宮前線，

蚋橋岸内線，岸内高性地線，和田岩手線などを合併特例債や過疎債を合わせまして活用しながら

整備を進めていくものでございます。４目橋りょう維持費でございますが，橋りょう長寿命化計

画策定委託料 1,０００万円を予算化しております。 

 １２５ページをお開き願います。３目都市下水道費におきまして，太田税務署付近で発生する

浸水被害対策としまして，中井川用水のバイパス新設工事 9,７００万円，補償費５７０万円を計

上いたしました。中井川用水の水位上昇時におきまして，一定量以上の雨水を分水して雨水幹線

に流入させるものでございます。 

 １２６ページでございます。５目駅周辺整備事業費には，周辺の整備及び旧駅舎の撤去費用を

計上しております。５項１目下水道費でございますが，公共下水道事業につきましては，上河合

町，大森町，新宿町などの管路整備を，それから，特定環境保全公共下水道事業は，大里町，松

平町などの管路整備を進めることとしております。 

 消防費に移ります。 

 １３３ページをお開きいただきます。８款１項３目消防施設費の１５節工事請負費でございま

すが，救急体制の格差を是正することを目的に金砂出張所を整備する工事といたしまして 1,６０
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８万 6,０００円。 

 １３４ページの１８節備品購入費には，金砂出張所に配置する高規格救急車 3,５００万円。そ

れから，北消防署に配置する消防自動車と消防団に配置する消防自動車 4,４３０万円を計上いた

しております。 

 １３５ページでございます。５目災害対策費でございますが，１３節委託料におきまして，里

美地区の土砂災害ハザードマップ作成委託料５９０万 6,０００円を計上するとともに，１９節の

自主防災組織補助金におきまして，２３町会を目安に自主防災会の組織化を推進していくもので

ございます。 

 教育費に移ります。 

 １３８ページをお開きいただきたいと思います。３目教育指導費の７節賃金のうち，教育介助

者賃金でございますが，教育上特別な支援を要する児童生徒に対しまして学習活動や日常生活の

介助を行うため，小中学校に１８名を配置するものでございます。また，チームティーチングに

よる学習指導を行うため，非常勤講師賃金 2,０５８万円を計上いたしております。 

 １４１ページの２目教育振興費でございますが，７節賃金におきまして，学校図書館司書賃金

３８４万円，理科支援員賃金４６６万 1,０００円を計上いたしました。司書の配置校１０校に拡

大するとともに，小学校五，六年生の理科授業におきまして，全小学校に理科支援員を派遣し，

教育の振興を図っていくものでございます。 

 １４３ページをお開きいただきます。３目学校建設費でございますが，耐震改修に要する経費

としまして１億 3,６１８万 6,０００円を計上しております。機初小学校と誉田小学校の校舎２棟

分の改修を予算化したものでございます。 

 １４６ページをお開きいただきます。３項中学校費の３目学校建設費１億 8,３９４万 3,０００

円でございますが，峰山中学校旧校舎解体や外構工事，瑞竜中学校校舎耐震工事の管理業務，市

内各中学校の耐震設計業務を予算化したものでございます。 

 ６項保健体育費でございます。１７５ページをお開きいただきます。委託料の上から４行目で

ございますが，体育館の耐震改修工事の設計委託料 1,０００万円を計上いたしました。体育館の

改修と耐震化を行うものでございます。 

 恐れ入りますが，１１ページにお戻りいただきます。第２表の地方債でございます。起債の目

的は，それぞれの起債のとおりでございますが，限度額を総額１７億 4,８９０万円とするもので

ございます。起債の方法，利率，償還の方法につきましては記載のとおりでございます。 

 続きまして，予算書１９１ページをお開きいただきます。議案第２７号平成２３年度常陸太田

市国民健康保険特別会計予算でございます。平成２３年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算

は，次に定めるところによる。第１条，事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５

８億 3,４４４万 6,０００円と定める。第２条，一時借入金の借り入れの最高額は，事業勘定１億

5,０００万円と定める。第３条が歳出予算の流用でございます。平成２３年３月４日提出，市長

名でございます。 

 １９８ページをお開きいただきます。事項別明細書歳入でございます。 
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 第１款の国民健康保険税につきましては，１０億 8,５０３万円で，昨年度と比較いたしまして

１億 5,４１９万 9,０００円の減を見込んでおります。税率は昨年と同様ですが，被保険者数の減

が見込まれることによるものでございます。 

 １９９ページ，第３款の国庫支出金でございます。本年度１１億 7,１８６万 2,０００円で，昨

年度より 4,１０８万 7,０００円の減となっております。これは一般被保険者数の減が見込まれる

ことによるものでございます。 

 第４款の医療給付費等交付金につきましては，３億 6,７６４万 4,０００円で，昨年度よりも

6,４２６万 1,０００円の増となっておりますが，退職被保険者数の増などによるものでございま

す。 

 第５款の前期高齢者交付金につきましては１０億 8,８８８万 4,０００円で，昨年度より１億５

２０万 4,０００円の増になってございますが，これは６５歳から７４歳までの方の保険給付費の

増が見込まれることによるものでございます。 

 ２００ページをお開きいただきます。第６款１項県負担金でございます。これは，それぞれ過

去の実績等によるものでございます。２項１目の財政調整交付金につきましては，一般被保険者

数の減が見込まれることに伴うものでございます。 

 ７款の共同事業交付金につきましては，高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業にお

ける過去の実績に基づき計上いたしております。 

 第９款の繰入金でございます。１項１目の一般会計繰入金につきましては２億 8,１０２万 4,

０００円で，昨年度より１億 2,７５１万円の減となっております。 

 ２０１ページに移りまして，２項１目の支払準備繰入金ですが，財源不足補てんのため５億 9,

０６５万 2,０００円を支払い準備基金から取り崩しまして，繰り入れを行うこととしております。 

 続きまして，２０３ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 第１款１項の総務管理費につきましては，昨年度より減となっておりますが，これは職員人件

費の減によるものでございます。 

 続きまして，２０６ページをお開きいただきます。第２款の保険給付費でございます。１項の

療養諸費につきましては３５億 6,１４９万 4,０００円で，昨年度より８４１万 3,０００円の増

となっておりますが，これは退職被保険者の増が見込まれることによるものでございます。 

 ２０７ページに移りまして，２項の高額療養費につきましては４億２６９万 1,０００円で，昨

年より 1,４６０万 1,０００円の増となっております。これは退職被保険者の増及び１件当たりの

保険給付費の増によるものでございます。 

 ２０９ページをお開きいただきたいと思います。５款の老人保健拠出金につきましては４６万

8,０００円で，昨年度より大幅な減となっております。これは平成２１年度の医療費拠出金の不

足調整分のみを計上したところでございます。 

 ６款の介護納付金につきましては，３億 4,１１５万 1,０００円，昨年より 4,１４２万 8,００

０円の増となっておりますが，これは介護給付費等の増によるものでございます。 

 第７款の共同事業拠出金につきましては６億１４５万 9,０００円，高額医療費共同事業及び保



 ５２

険財政共同安定化事業における過去の実績をもとに，国保連合会が算出したものでございます。 

 ２１０ページをお開きいただきます。８款の保険事業費でございますが，１項の特定健康診査

等事業費につきましては，昨年より２１５万 4,０００円の増となっておりますが，これは介護保

険の生活機能評価の同時実施を行わないことに伴う財源不足分を計上しております。 

 続きまして，２１９ページをお開きいただきます。平成２３年度後期高齢者医療特別会計予算，

議案第２８号でございます。平成２３年度常陸太田市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。第１条，歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５億 9,３３１万 2,０００

円とする。平成２３年３月４日提出，市長名でございます。 

 ２２４ページをお開きいただきます。事項別明細書歳入でございます。 

 第１款の後期高齢者医療保険料につきましては，年金からの特別徴収分が３億 1,６１１万 4,

０００円，普通徴収が１億５７１万円，合わせまして４億 2,１８２万 4,０００円で，昨年度より

も６８２万 1,０００円の減を見込んでおります。 

 第３款１項の一般会計繰入金でございますが，１億 6,７９３万 1,０００円で，昨年度よりも９

２０万 8,０００円増となっております。保険料軽減分の保険基盤安定繰入金の増によるものでご

ざいます。 

 第４款の繰越金につきましては，広域連合への納付が翌年度扱いとなる保険料が発生いたしま

すので，それらの見込み額を計上いたしました。 

 第５款の諸収入につきましては，広域連合から納付される保険料還付金などを計上いたしてお

ります。 

 ２２６ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 第１款の総務費につきましては，職員２名分の人件費，それから，保険料普通徴収に係る電算

処理委託料並びに郵送料などを計上しております。 

 ２２７ページ，２款の後期高齢者医療広域連合納付金５億 7,４０９万 9,０００円につきまして

は，歳入における保険料と保険基盤安定繰入金の全額を茨城県後期高齢者医療広域連合に納付す

るものでございます。 

 第３款の諸支出金につきましては，過年度分の保険料構成に伴う還付金及び前年度の事務費繰

入金精算に伴う一般会計繰出金などを計上いたしております。 

 第４款は予備費でございます。 

 続きまして，２３３ページをお開きいただきます。議案第２９号平成２３年度常陸太田市介護

保険特別会計予算でございます。平成２３年度常陸太田市介護保険特別会計の予算は，次に定め

るところによる。第１条，事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４５億 5,６２０

万 1,０００円とする。第２条一時借入金の借り入れの最高額を，事業勘定３億 1,０００万円とす

るものでございます。第３条は歳出予算の流用でございます。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 事項別明細でご説明をいたします。２４０ページをお開きいただきます。 

 第１款の保険料でございますが，６５歳以上の第１号被保険者保険料７億９７３万 7,０００円

は，前年比で 0.２％の増となっております。 
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 また，３款の国庫支出金から，２４１ページ，第４款の支払基金交付金，第５款の県支出金に

つきましては，第４期の介護保険事業計画及び実績等をもとに算出いたしました介護給付費等見

込み額によるものでございます。 

 次に，２４２ページをお開きいただきます。７款につきましては，一般会計からの繰入金でご

ざいます。 

 ２４４ページからは歳出でございます。 

 ２４７ページをお開きいただきたいと思います。２４７ページからの保険給付費につきまして

は，第４期介護保険事業計画及び実績等をもとに算出しております。特に，介護療養型医療施設

の廃止が見送られ，これに伴い介護老人保健施設への利用者の移行分等に減が見込まれますこと

から，保険給付費全体として前年度比で 5,７２０万 5,０００円，率にいたしまして 1.３％の減

を見込んでおるところでございます。 

 また，２５０ページ，第４款からの地域支援事業費につきましては，介護予防，家族介護教室，

在宅介護者リフレッシュ事業及び配食サービス事業等を行う費用でございます。このうち包括的

支援事業費につきましては，昨年度，新たに水府支所内にサブセンターを設置しておりまして，

本年度地域包括支援センターの充実を図るための人員増などにより，前年度比６２５万 1,０００

円，２0.８％の増を見込んでおるところでございます。 

 続きまして，２６１ページをお開きいただきます。議案第３０号でございます。平成２３年度

常陸太田市下水道事業特別会計予算，平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計の予算は，次

に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１４億 9,２９４万 7,

０００円と定める。第２条は地方債でございます，第３条は一時借入金。借り入れの最高額を６

億円と定めるものでございます。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 ２６５ページをお開きいただきます。地方債でございます。公共下水道建設事業費，流域下水

道建設事業費，特別環境保全公共下水道建設事業費及び過疎対策事業費を合わせました合計３億

２４０万円を起債の限度額といたしたところでございます。起債の方法，利率及び償還の方法に

つきましては，表記のとおりでございます。 

 ２６８ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございます。 

 １款１項分担金でございます。特環下水道事業の受益者分担金の分割納付分及び新たな加入者

が見込まれますことから，2,４９０万 6,０００円を計上するものでございます。一段下がりまし

て２項負担金は，公共下水道事業の受益者負担金として，同様に 2,６３１万 1,０００円を計上す

るものでございます。 

 ２款１項使用料は，真弓ヶ丘団地の接続及び丹奈団地の整備完了に伴い，下水道使用料の増が

見込まれますことから，２億 1,３７４万 8,０００円を計上するものでございます。 

 ３款１目下水道事業国庫補助金は２億 2,９００万円で，4,３５０万円の減でございます。 

 ２６９ページでございますが，６款１目一般会計繰入金は，６億 8,０００万 5,０００円を計上

するものでございます。 

 ９款の市債でございますが，１目下水道事業債２億 6,８７０万円，２目の過疎対策事業債 3,
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３７０万円の合計３億２４０万円を計上するものでございます。 

 ２７０ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 １款１目公共下水道費。主な事項につきましては，２７１ページの１３節委託料でございます。

下水道台帳作成委託料９３０万円につきましては，真弓ヶ丘団地及び平成２２年度施工箇所の管

路台帳作成等の委託料でございます。料金徴収業務委託料 1,１４８万 3,０００円は，上下水道使

用料一元化に伴う水道への委託料，その他地質調査及び実施設計委託料，雨水幹線清掃等の委託

料を計上するものでございます。 

 次に，１５節工事請負費の３億 9,９８２万 1,０００円につきましては，上河合町，大森町，新

宿町，増井町，馬場町及び金井町におきまして，汚水管渠及び雨水幹線の整備等に要する費用を

計上するものでございます。 

 ２７２ページをお開きいただきます。２目の地域下水道費でございます。県が主体となって実

施する那珂久慈流域下水道建設工事及び維持管理費の負担金として１億 1,４７５万 2,０００円

を計上するものでございます。 

 次に，３目金砂郷・水府地区の特環下水道費でございます。主な事項につきましては，２７３

ページの１３節委託料でございますが，下水道台帳作成及び下水道施設維持管理費の委託料 1,５

３６万 7,０００円を計上するものでございます。１５節工事請負費１億 7,９６５万 2,０００円

につきましては，大里町，大平町，松平町における汚水管渠の整備に要する費用でございます。 

 ２７４ページ，２款の公債費でございます。公共下水道事業建設事業債及び特環下水道事業債

等の元金と利子，合わせまして６億 1,４３２万 4,０００円を計上するものでございます。 

 続きまして，２８１ページをお開き願います。議案第３１号でございます。平成２３年度常陸

太田市農業集落排水事業特別会計予算でございます。平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業

特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞ

れ３億 7,６６１万 4,０００円と定める。第２条は一時借入金でございます。借り入れの最高額は

5,０００万円と定めるものでございます。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 ２８６ページをお開き願います。事項別明細歳入でございます。 

 １款１目受益者分担金は，佐都４地区の賦課年度が終了したため，滞納繰り越し分を計上する

ものでございます。 

 ２款１目農業集落排水使用料でございますが，平成２３年度に新料金となること及び佐都４地

区の加入が見込まれることから，６４６万 6,０００円増の 7,０６４万 2,０００円を計上するも

のでございます。 

 ３款１目農業集落排水事業費県補助金につきましては，中野小島地区及び佐都４地区への県か

らの推進交付金 3,５３３万 6,０００円を計上するものでございます。 

 ５款１目一般会計繰入金でございます。一般会計から２億 6,４０４万 8,０００円を繰り入れる

ものでございます。 

 ２８８ページをごらんいただきます。歳出でございます。 

 １目の総務管理費，主な事項につきましては，まず，２８９ページ，１３節委託料でございま
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す。処理施設補修点検業務委託料は，既に供用開始をいたしております里野宮地区など８地区と，

平成２３年度供用開始をいたします佐都４地区の維持管理費に要する経費，それから，農集排施

設台帳作成委託料及び処理機能調整業務委託料は，佐都４地区に関連する委託料，それから，料

金収納業務委託料につきましては，上下水道使用料一元化に伴う水道への委託料でございます。

その他汚泥処分委託料などを含めまして 7,４０７万 8,０００円を計上するものでございます。１

５節は工事請負費でございます。非常通報装置切りかえ工事につきましては，総務省による周波

数の再編に伴う中継ポンプ場通報装置の切りかえによるもの，その他維持補修工事を含めまして

3,２１９万 1,０００円を計上してございます。２５節積立金 3,５３６万円につきましては，常陸

太田市農業集落排水事業債償還基金への積み立てでございます。 

 ２９０ページをお開きいただきまして，２款の公債費でございます。事業費の元金と利子の合

計１億 5,５９４万 4,０００円を計上するものでございます。 

 続きまして，２９９ページをお開きいただきます。議案第３２号でございます。平成２３年度

常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計予算でございます。平成２３年度常陸太田

市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，歳入

歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１億 7,０２２万 6,０００円と定める。第２条は地方債でご

ざいます。第３条は一時借入金でございます。借り入れの最高額は 1,０００万円と定めるもので

ございます。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 ３０２ページをお開き願います。地方債でございます。下水道事業費 6,９７０万円を起債の限

度額としてございます。起債の方法，利率，償還の方法につきましては，表記のとおりでござい

ます。 

 ３０５ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 １款１目受益者分担金でございます。1,３５０万円は，戸別合併処理浄化槽を設置する方に受

益者分担金をご負担いただくものでございます。 

 ３款１目は，戸別合併処理浄化槽設置整備事業費補助金でございます。3,２８６万 4,０００円

を計上してございます。 

 ４款１目一般会計繰入金は 2,９９３万 1,０００円を計上してございます。 

 ３０６ページをお開きいただきます。７款１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業債は，6,９７

０万円を計上するものでございます。 

 ３０７ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 １目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費でございます。主な事項につきましては，１３節の委

託料でございます。設置に要する測量調査設計委託料及び既設の浄化槽の維持管理費等に要する

経費 2,８２０万 4,０００を計上してございます。 

 ３０８ページをお開きいただきます。１５節の工事請負費１億７２０万円につきましては，新

たに１００基を設置する工事に要する費用を計上してございます。 

 ２款の公債費でございます。戸別合併処理浄化槽設置整備事業債等の元金と利子の合計 2,１３

８万 6,０００円を計上するものでございます。 
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 続きまして，３１５ページをお開きいただきます。議案第３３号平成２３年度常陸太田市簡易

水道事業特別会計予算，平成２３年度常陸太田市簡易水道事業特別会計の予算は，次に定めると

ころによる。第１条，歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３億 2,３７４万 7,０００円と定

める。第２条が地方債，第３条が一時借入金でございます。一時借入金の借入額の最高額は 5,０

００万円と定める。平成２３年３月４日提出，市長名。 

 ３１８ページをお開きいただきまして，第２表地方債でございます。1,９２０万円は今年度の

限度額起債でございまして，起債の方法，利率，償還の方法は記載のとおりでございます。 

 ３２１ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございます。 

 １款分担金及び負担金でございますが，新規加入者の負担金でございます。 

 ２款使用料及び手数料ですが，使用料は平成２３年度料金システム統合により納期限の調整を

行い，当月検針，翌月徴収となりまして，本年度のみ１１カ月分の徴収となりますので１億 1,９

３０万円となり，昨年より減額を見込んでおります。 

 次ページの市債につきましては，簡易水道事業債として起債を予定している分でございます。 

 次に，歳出でございますが，３２４ページに移りまして，１款２項１目，それから３２５ペー

ジの１５節の工事請負費 3,４６１万 2,０００円につきましては，水府南部・北部浄水場内の水質

計測器の経年劣化による更新工事等でございます。 

 １款４項１目１３節の委託料は，量水器の交換業務委託料でございます。 

 以上でございます。 

○議長（茅根猛君） 水道部長。 

〔水道部長 大和田猛君登壇〕 

○水道部長（大和田猛君） 議案第３４号及び議案第３５号につきまして，提案者にかわりご説

明申し上げます。 

 初めに，議案第３４号平成２３年度常陸太田市水道事業会計予算につきましてご説明申し上げ

ます。別冊常陸太田市公営企業会計予算書３ページをお開きください。 

 第１条が総則でございます。 

 第２条は業務の予定量で，給水件数を１万 8,４８５件，年間総給水量５４１万３８８立方メー

トルです。これを１日平均給水量にいたしますと１万 4,８２３立方メートルとなります。主な建

設事業につきましては，５億 9,５２３万 1,０００円を予定しております。 

 第３条，収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定めます。収入につきましては，第１

款の水道事業収益が１２億 1,７６２万 9,０００円でございます。これは対前年度比１2.１％の増

となります。次に支出でございますが，第１款水道事業費用が１１億 1,４０３万 4,０００円でご

ざいます。対前年度比 0.５％の増となっております。 

 次のページに参りまして，第４条，資本的収入及び支出の予定額でございます。収入につきま

しては，第１款資本的収入が４億 1,９９５万円で，対前年度比 8.２％の減となっております。次

に，支出でございます。第１款資本的収入が８億 9,４０５万 2,０００円で，対前年度比 9.５％

の減となっております。なお，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４億 4,５８７万 1,
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０００円は，留保資金等で補てんするものといたします。 

 第５条が債務負担行為をすることのできる事項，期限，期間及び限度額を定めるものでござい

ます。 

 第６条が企業債の定めでございます。起債の目的は，水源及び総排水施設建設事業で，限度額

を１億 9,２４０万円と定めます。 

 第７条が一時借入金の限度額で 5,０００万円と定めます。 

 第８条が予定支出の各項の経費の金額の流用の定めで，営業費用と営業外費用間に限るものと

定めます。 

 第９条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。 

 次のページに参りまして，第１０条が他会計からの補助金で，補助を受ける金額は 2,４２２万

1,０００円でございます。 

 第１１条は，棚卸資産購入限度額で 1,５９５万 9,０００円と定めます。 

 平成２３年３月４日提出，市長名。 

 予算の内容につきましては，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 ２６ページをお開きください。初めに，収益的収入及び支出のうち収入でございますが，１款

１項営業収益の１目１節水道料金は，１１億 3,３６７万円を見込んでおります。給水件数にしま

して１万 8,４８５件でございます。２目２節給水工事収益 1,０５６万円でございますが，複合型

交流拠点施設給水工事等にかかります受託工事分でございます。 

 次のページに参りまして，２項営業外収益２目７節の一般会計補助金ですが，未給水区域解消

事業企業債利子相当額分及び宮の郷工業団地常陸大宮地区に係る減価償却に係る減価償却費相当

額分等でございます。 

 次のページに参りまして，支出でございますが，２款１項営業費用１目原水及び浄水費は，１

億 8,８４５万 5,０００円で，対前年度比 1.３％の減となっております。これは，瑞竜浄水場，

金砂郷地区３浄水場及び取水施設関連の維持管理のための経費を計上したものでございます。主

なものは人件費のほか，１５節の委託料 3,７５７万円，１８節修繕費 3,２２８万円，２１節動力

費 6,０００万円などでございます。 

 ３０ページに参りまして，２目の配水及び給水費で１億 8,００３万 8,０００円は，前年度比

0.２％の減となってございます。これは，各送水ポンプ場，配水管，量水機などの維持管理の費

用でございます。人件費ほか１５節委託料 2,８０７万円，１８節修繕料 4,００６万 9,０００円，

２１節動力費 1,４８８万円などでございます。 

 次に，３１ページ，３目受託工事費１９節工事請負費 1,０５６万円でございますが，複合型交

流拠点施設にかかります給水工事費でございます。 

 ３２ページをお開きください。４目総係費１億 2,８５０万 3,０００円は，前年度比１8.４％の

減でございます。これらの費用は，管理的な経費を計上したもので，主なものは人件費のほか，

１５節の委託料2,２１２万1,０００円,１７節の賃借料1,３４７万8,０００円などでございます。 

 次，３４ページに参りまして，５目の減価償却費でございますが，４億 2,１４４万 6,０００円
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で，地区別で申し上げますと，常陸太田地区２億 6,９０５万 8,０００円でございます。金砂郷地

区につきましては，１億 5,２３８万 8,０００円となっております。 

 次に３５ページ，２項営業外費用１目４２節企業債利息１億 4,８０７万 8,０００円でございま

すが，常陸太田地区が 9,０６３万 7,０００円，金砂郷地区が 5,７４４万 1,０００円の計上とな

っております。 

 次に，３６ページをお開きください。資本的収入及び支出のうち収入でございますが，１款１

項１目の企業債は１億 9,２４０万円で，対前年度比４4.３％の減でございます。統合事業による

落合取水場電気室築造工事は，内田町新設浄水場築造工事の水道事業統合施設整備事業のため借

り入れをするものです。２項１目の工事負担金 3,５１５万円は，下水道事業関連，県土木事務所

関連などの事業を見込んだものでございます。３項１目の出資金１億 9,２４０万円で対前年度比

２３1.４％の増でございます。水道事業統合施設整備事業に合併特例債を活用するもので，一般

会計で借り入れたものを出資していただくものでございます。 

 次のページの支出でございますが，４款１項１目の上水道拡張費１節委託料でございますが，

主なものは五反田橋水環境調査及び詳細設計業務委託等 2,２４５万 6,０００円，２節の工事費で

は，新設浄水場に関連する取水，浄水，配水各施設の工事費３億 6,５４９万 2,０００円でござい

ます。２目上水道改良費２節工事請負費１億 6,８０５万 1,０００円でございますが，市単独事業

６路線，公共下水道県土木事務所市建設課工事関連事業１３路線の配水管布設がえ工事等でござ

います。３目５節土地購入費８４万 1,０００円は，真弓町及び上利員町地内の増圧ポンプ場用地，

約８５平米の土地購入費及び補償費用でございます。８節車両及び運搬具購入費１８０万円は，

現在施設係で使用しております車両が老朽化しているため，燃費性能のよい車両を購入するもの

でございます。 

 ２項１目企業債償還金２億 9,８８２万 1,０００円でございますが，常陸太田地区１億 9,５８

４万 8,０００円，金砂郷地区が１億２９７万 3,０００円の計上でございます。 

 なお，７ページから２５ページまで予算に関する説明書がございますので，ごらんをいただき

たいと存じます。 

 次に，議案第３５号平成２３年度常陸太田市工業用水道事業会計予算につきましてご説明申し

上げます。３９ページをお開きください。 

 第１条が総則でございます。 

 第２条が業務の予定量で，給水事業所数は３社でございます。年間総給水量は６５万 7,０００

立方メートルでございます。これを１日平均給水量にいたしますと，1,８００立方メートルでご

ざいます。 

 第３条の収益的収入及び支出の予定額ですが，収入につきましては，第１款工業用水道事業収

益が 9,５５３万 7,０００円で，前年度比 4.６％の減となっております。 

 次に，支出でございますが，第１款工業用水道事業費用が５３９万 6,０００円で，前年度比 8.

９％の減となっております。 

 次のページ，４０ページをお開きください。第４条は，資本的収入及び支出の予定額でござい
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ます。支出につきましては，第１款資本的支出で 4,２９２万 1,０００円でございます。前年度比

1.３％の増となってございます。なお，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,２９２

万 1,０００円は，当年度分損益勘定留保資金により補てんするものでございます。 

 第５条が，一時借入金の限度額で 1,０００万円と定めます。 

 第６条が，予定支出の各項の経費の金額の流用の定めで営業費用と営業外費用間に限るものと

定めます。 

 第７条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の定めでございます。 

 第８条の一般会計からこの会計補助を受ける額を 4,３００万円といたします。 

 平成２３年３月４日提出，市長名です。 

 予算の内容につきましては，予算明細書にてご説明申し上げます。 

 ５６ページをお開きください。収益的収入及び支出のうち収入でございますが，第１款１項１

目１節の水道料金は 3,９０７万 5,０００円で，前年度比１8.４％の減を見込んでございます。２

項２目７節の一般会計補助金は 4,３００万円で，前年度比２2.９％の増でございます。なお，補

助金の使途につきましては，経営経費の一部に充当するものでございます。４目１１節のその他

の雑収益のうち経営経費負担金 1,３１４万円は，前年度比２2.１％の減でございます。 

 次に，５７ページの支出でございますが，１項１目原水及び浄水費 3,０３２万 2,０００円は，

浄水場などの維持管理のための費用を計上したものでございます。主なものは１５節委託料，１

８節修繕費，２１節動力費などでございます。 

 ５８ページをお開きください。４目総係費 1,６１１万 3,０００円でございますが，前年度比１

0.８％の減となっております。この経費は，人件費などの管理的な経費を計上したものでござい

ます。 

 ５９ページに参りまして，５目の減価償却費 2,１９４万 5,０００円は，前年度比 3.８％の減

となっております。２項１目４２節の企業債利息４４９万 3,０００円は，前年度比２1.７％の減

でございます。 

 ６０ページをお開きください。資本的収入及び支出のうち支出でございますが，２項１目企業

債償還金 4,２９２万 1,０００円は，前年度比 1.３％の増でございます。 

 なお，４１ページから５５ページまで，予算に関する説明書がございますのでごらんいただき

たいと存じます。 

 以上で，説明を終わります。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○議長（茅根猛君） 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，３月８日，定刻より本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。 

午後２時２４分散会 
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