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常陸太田市告示第４号 

 

 平成２７年第１回常陸太田市議会定例会を次のとおり招集する。 

 

   平成２７年２月２５日 

 

常陸太田市長  大 久 保 太 一 
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     １番   諏 訪 一 則 議 員    ２番   井 坂 孝 行 議 員 
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    １６番   川 又 照 雄 議 員   １７番   後 藤   守 議 員 

    １８番   黒 沢 義 久 議 員   １９番   髙 木   将 議 員 

    ２０番   宇 野 隆 子 議 員 

            ─────────────────── 

欠席議員 

     ７番   鈴 木 二 郎 議 員 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

       大久保 太 一 市    長    宮 田 達 夫 副 市 長 

       中 原 一 博 教 育 長    植 木   宏 総 務 部 長 

       加 瀬 智 明 政策企画部長    荻 津 一 成 市民生活部長 

       西 野 千 里 保健福祉部長    滑 川   裕 農 政 部 長 

       樫 村 浩 治 商工観光部長    生田目 好 美 建 設 部 長 

       斎 藤 広 美 会 計 管 理 者    井 坂 光 利 上下水道部長 

       福 地 壽 之 消 防 長    山 崎 修 一 教 育 次 長 

       宇 野 智 明 秘 書 課 長    笹 川 雅 之 総 務 課 長 

       大和田   隆 監 査 委 員 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

       吉 成 賢 一 事 務 局 長    榊   一 行 事 務 局 次 長 

       金 子   充 議 事 係 長 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○深谷秀峰議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は１９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。７番鈴木二郎議員，以上１名で

あります。 

 よって，定足数に達しております。 



 １０ 

 これより平成２７年第１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 

○深谷秀峰議長 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８８条の規定により 

     ４番   赤 堀 平二郎 議 員    １５番   福 地 正 文 議 員 

以上，指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○深谷秀峰議長 諸般の報告を行います。 

 初めに，議長会の経過についてご報告いたします。 

 去る１月２２日，日立市において茨城県市議会議長会が開催されました。会議内容については，

お手元に配付いたしました報告書によりご承知願います。 

 次に，茨城県市議会議長会第２回議員研修会の議員派遣を１２月議会で議決いたしておりまし

たが，報告については２月２０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，総務・文教民生・産業建設の各常任委員会及び議会運営委員会の委員長から，所管事務

調査報告書が議長宛に提出されております。なお，報告書につきましては，事務局に保管してあ

りますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２２条の規定により，平成２６年常陸太田市事務に関する説明書が配付

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，監査委員から，平成２６年１２月及び平成２７年１月，２月の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

う要求いたしましたので，ご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  宮 田 達 夫 君 

 教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  植 木   宏 君 

 政策企画部長  加 瀬 智 明 君    市民生活部長  荻 津 一 成 君 

 保健福祉部長  西 野 千 里 君    農 政 部 長  滑 川   裕 君 

 商工観光部長  樫 村 浩 治 君    建 設 部 長  生田目 好 美 君 

 会 計 管 理 者  斎 藤 広 美 君    上下水道部長  井 坂 光 利 君 

 消 防 長  福 地 壽 之 君    教 育 次 長  山 崎 修 一 君 

 秘 書 課 長  宇 野 智 明 君    総 務 課 長  笹 川 雅 之 君 

 監 査 委 員  大和田   隆 君 

 以上，１７名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 
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            ─────────────────── 

○深谷秀峰議長 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 

○深谷秀峰議長 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２０日まで１７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〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から３月２０日まで１７日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 施政方針説明 

○深谷秀峰議長 次，日程第２，平成２７年度施政方針について，市長より説明を求めます。市

長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 本日，平成２７年第１回の市議会定例会を招集いたしましたところ，議員の

皆様にはご出席を賜りまして心から感謝を申し上げます。 

 それでは，平成２７年度の予算並びに関係諸議案のご審議をお願いするに当たり，市政運営に

関する基本的な考え方と新年度における施策の大要を申し上げ，議員並びに市民の皆様のご理解

とご協力を賜りたいと存じます。 

 本市は，昨年１２月に１市１町２村の合併から１０年を迎え，「つながる思い 果てない未来」

をキャッチフレーズに合併１０周年記念式典を開催し，多くの市民の皆様とともにお祝いをする

ことができました。新しい常陸太田市となって歩んできたこの１０年間は，世界的経済不況や東

日本大震災などの自然災害に見舞われ，あわせて少子・高齢化，人口減少の進む中ではございま

したけれども，それぞれの歴史や文化・伝統を大切にし，地域特性を生かしたまちづくりに取り

組んできたところでございます。今後はこれまでの１０年間の歩みをしっかりと踏まえつつ，今

まで以上に地域に誇りと愛着を持ち，市民の誰もが住んでよかったと思えるまちづくりを市民の

皆様とともに進めてまいる所存でございます。 

 昨年１２月に，政府は日本の人口の現状と将来の姿を示し，今後目指すべき方向を提示する「ま

ち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と，これを実現するために今後５カ年の目標や施策の基本

的な方向性を示した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を取りまとめました。この中では，人

口減少，超高齢化社会の原因を少子化と東京への一極集中としており，結婚から出産子育てまで

の切れ目のない支援や，都市部から地方へ移転しやすい環境づくりを掲げています。あわせて地

方創生を国と地方が一体となり中長期的視野にたって取り組むため，全自治体に対して具体的な

施策をまとめた「地方版総合戦略」の策定を要請しているところでございます。 
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 本市におきましても人口減少にいかに歯止めをかけ，地方を維持活性化していくかについて，

自らの発想と創意工夫により課題の解決を図り，本市の特性を生かしたまちづくりを市民の皆様

とともに進めてまいります。 

 以上，平成２７年度の市政運営に当たり，基本的な考え方を申し述べさせていただきました。 

 続きまして，平成２７年度の重点施策につきまして，新規並びに拡充事業を中心に，第５次総

合計画後期基本計画の重点戦略ごとに順次ご説明を申し上げます。 

 まず，重点戦略の１つ目は，「ストップ少子化・若者定住」であります。 

 本市では，「子育て上手常陸太田」をキャッチフレーズに，少子化人口減少対策を先進的に進

めてまいりました。新年度はこれまで以上に子育て世代の経済的負担の軽減を図り，市の将来を

担う若者が定住し，安心して子育てができる環境づくりを進めてまいります。また，これらの事

業内容を広く周知するため，効果的な情報の発信に努めてまいります。 

 若者定住につきましては，新婚家庭家賃助成や民間賃貸住宅建築助成の取り組みを継続して実

施するとともに，子育て世帯の住宅取得を促すために，住宅取得促進助成を引き続き取り組んで

まいります。また，保育園の保育料と幼稚園の給食費を現行の半額程度に減額するとともに，平

成２１年度から中学生まで助成を行ってきた医療費を本年４月から高校生世代まで拡充して支援

をいたします。 

 結婚の支援につきましては，結婚相談センター「ＹＯＵ愛ネット」を中心に，ＮＰＯ法人や市

内の各種団体，さらには「いばらき出会いサポートセンター」等と連携を図り，男女の出会いの

場の創出に努めてまいります。 

 不妊治療につきましては，助成対象をこれまでの女性限定から，夫・妻それぞれに拡大し，子

どもを望む夫婦の経済的負担のさらなる軽減を図ってまいります。 

 本年４月から子ども・子育て支援制度がスタートいたしますが，幼児期の教育・保育，地域の

子育て支援の量の拡大や質の向上などを図るため，平成２７年度から平成３１年度までの５年間

を計画期間とする常陸太田市子ども・子育て支援事業計画の実現に努めてまいります。 

 また，里美地区における幼稚園児の減少対策や質の高い幼児教育・保育を総合的に提供するた

め，平成２８年度をめどに「さとみ保育園」と「里美幼稚園」の幼保一体化を図る「認定こども

園」への移行を推進いたします。 

 企業誘致と雇用の場の確保につきましては，工業団地や廃校跡地等への企業誘致を継続して進

めるとともに，立地企業の事業拡大等を支援してまいります。また，企業セミナーや企業イノベ

ーションを開催し，「ジェトロ茨城」等との関係機関と連携を図りまして，市内企業の新たなビ

ジネスチャンスの創出を図ってまいります。 

 市街地の活性化につきましては，国道３４９号バイパスの西側区域の開発計画を推進するため，

市街地開発事業の早期事業化に向けて取り組みを実施するなど，魅力ある市街地づくりに努めて

まいります。 

 地域おこし協力隊につきましては，アートの視点なども取り入れながら地域資源の発掘や地域

コミュニティの再生，地域の情報発信などに取り組んでおりますが，新年度は農業などの目的を
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持った協力隊として地域に定住できる人材を誘致してまいります。 

 続きまして，重点戦略の２つ目として，「ふるさとの未来を託す人づくり・コミュニティづく

り」であります。 

 次代を担う子どもたちが地域への愛着や誇りを持ち，すこやかに心豊かにたくましく育ってい

くよう，学校・家庭・地域が一体となって成長を支えていく取り組みを進めてまいります。 

 本市の学校教育指針に，輝く人づくり「夢育」を掲げ，児童生徒一人ひとりが「夢育」の基盤

となる生きる力を確実に身につけ，夢実現への着実な歩みができるように，児童生徒にとってあ

すの登校が待たれる学校づくりに努めてまいります。 

 児童生徒の豊かな心の育成につきましては，教育活動全般を通して道徳的な実践力を高め，自

分に打ち勝つ強い心と思いやりの心を持った感性豊かな児童生徒の育成に努めてまいります。ま

た，４月に開校する常陸太田特別支援学校と連携し，特別支援教育の充実を図ってまいります。 

 学校施設につきましては，統合整備する金砂郷中学校を除いて平成２６年度までに耐震改修工

事が全て完了いたしました。本年４月に開校する金砂郷中学校校舎については，８月下旬に完成

の予定であり，引き続き外構工事を行ってまいります。また，近年の少子化等を踏まえ，地域の

実情に応じた活力ある学校づくりと今後の学校施設のあり方につきまして検討するため，学校施

設整備検討協議会を新たに設置いたします。 

 学校統廃合に伴う未利用施設につきましては，ファシリティマネジメントの考え方に基づき民

間等への売却，あるいは貸し付けを視野に入れた有効活用を図ってまいります。 

 生涯学習の充実発展につきましては，地域コミュニティの拠点施設である久米公民館，高倉公

民館などを整備するとともに，地域の自主的な生涯学習活動を支援してまいります。 

 新たなコミュニティ組織につきましては，地域内の活動団体や町会が連携し，横断的な意見交

換や情報の共有化を図って活動する地域コミュニティづくりを継続し，地域の維持再生並びに住

民自治の充実強化を図ってまいります。 

 エコミュージアム活動につきましては，魅力ある自然や歴史・文化などの多種多様な地域資源

を掘り起こし，郷土への誇りや愛着心の育成を考えながら，元気な地域づくり，絆づくりを進め

てまいります。また，ジオパークについては，関係機関と連携を図りながら，その周知と有効活

用に努めてまいります。 

 スポーツの振興につきましては，ラジオ体操等の普及推進や体力と体組成の測定を同時に行う

ことにより，健康で楽しくスポーツができる環境づくりを進めます。また，スポーツを通した交

流人口の拡大を図るとともに，平成３１年に開催される国民体育大会のソフトボール会場地とし

て実施体制の準備を進めてまいります。 

 続きまして，重点戦略の３つ目，「災害にみんなで備える安全・安心なまちづくり」でありま

す。 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災からまもなく４年が経過いたします。この震災

を教訓に，災害に強く安全・安心のまちづくりを進めてまいります。 

 県内の防災体制の充実を図るため，茨城県防災情報ネットワークシステムの更新により，県・
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市町村及び関係機関との相互連携の強化を図ってまいります。 

 自主防災会につきましては，防災リーダー育成のための研修と「いばらき防災大学」への受講

費助成を継続するとともに，活動への支援を行います。また，常陸太田地区の土砂災害ハザード

マップの改訂を行うなど地域防災体制の整備を図ってまいります。 

 原子力災害対策につきましては，県の広域避難計画の策定を受けた中で地域防災計画の見直し

を進めてまいります。 

 消防体制につきましては，平成２６年から整備を進めている茨城消防救急無線共同指令センタ

ーが来年４月の本格運用に先立ち，本年１１月から切りかえ運用が始まる予定でございます。ま

た，年々増加する救急需要に対応するため，南消防署の高規格救急自動車の更新を行い，救命率

の向上に努めてまいります。 

 消防団につきましては，デジタル無線の配備が終了し，災害現場で大きな成果を上げていると

ころですが，今後は団員の安全確保のための装備を順次整備してまいります。 

 上水道につきましては，内田浄水場と市街地を結ぶ配水管の整備により，水道水の安定給水に

努めるとともに，老朽配水管の耐震化を進めます。簡易水道事業では，民地等に布設されている

老朽配水管の布設がえを行ってまいります。 

 生活排水につきましては，市民の快適な生活環境づくりと河川等の水質保全を図るため，公共

下水道，特定環境保全公共下水道，市が設置と管理を行う戸別合併処理浄化槽など，地域に適し

た効率的な整備を進めてまいります。 

 安全で安心な地域づくりに向けましては，地域や関係機関と連携し，防犯と交通安全対策の取

り組みを進めてまいります。また，日々複雑化する消費生活問題に対応するため，体制の一層の

充実や消費生活センターの機能強化に継続的に取り組んでまいります。 

 循環型社会の構築につきましては，「第２次環境基本計画」に基づき太陽光発電設備や高効率

給湯器を設置する世帯への設置費補助を行うなど，省エネルギー，再生可能エネルギーの普及促

進を図ります。また，資源ごみの無料回収と２３分別回収を継続し，ごみ排出量の削減とリサイ

クル率の向上を図るとともに，集積所へのごみ搬出が困難な高齢者世帯などを地域で協力支援す

る仕組みづくりを進めてまいります。 

 続きまして，重点戦略の４つ目は，「地域産業の振興とにぎわい創出による元気づくり」であ

ります。 

 農林畜産業の振興及び交流人口の拡大を目的に整備を進め，来年７月のオープンを目指してい

る複合型交流拠点施設，いわゆる「道の駅」につきましては，国土交通省の重点道の駅に選定さ

れまして，市民の期待がより高まっているところでございます。平成２７年度は，建築工事に着

手するとともに，農業者等の組織づくりや魅力ある品揃いに向けた計画生産，商品づくりの支援

を強化してまいります。また，運営母体となる第三セクターを設立いたします。 

 農業生産基盤の整備につきましては，町屋地区圃場整備事業や基幹水利施設ストックマネジメ

ント事業及び各種土地改良事業を実施するとともに，小目地区圃場整備事業を推進いたします。

また，新たに制度化された「日本型直接支払制度」に積極的に取り組んでまいります。 
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 米生産農家の所得の維持につきましては，国の制度を活用した飼料用米の生産拡大，さらに生

産縮小が危惧される常陸秋そばにつきましては，ＪＡとの連携及び組織化の推進により生産量の

確保に努めてまいります。また，農業生産法人との連携による畑作物の振興を図るとともに，地

域に合った少量多品目生産や生産者と消費者の顔の見える関係づくりを支援してまいります。 

 農地の有効利用につきましては，新設されました農地中間管理機構による農地の集約化及び地

域農業再生協議会による耕作放棄地の解消に努めてまいります。 

 有害鳥獣等被害防止対策につきましては，農作物被害を軽減し地域の生産者の生産意欲を維持

するため，各町会及び有害鳥獣捕獲隊と連携いたしまして，駆除期間を増やした通年捕獲を実施

してまいります。 

 農業の担い手づくりにつきましては，「人・農地プラン」による担い手等への機械，施設等を

支援し，新規就農から定着までの育成と確保に努めてまいります。 

 林業につきましては，森林環境保全及び地域産財の幅広い利活用に向け，森林湖沼環境税を活

用した間伐の実施拡大を図るとともに，宮の郷木質バイオマス発電所の燃料として木質チップの

供給体制を構築してまいります。 

 商工業の振興につきましては，市民生活の支援と商工業の活性化を図るため，プレミアム付商

品券を発行いたします。 

 常陸太田ブランドの創出につきましては，米，常陸秋そば，果樹等の主要な農産物のさらなる

品質と生産性の向上を促進するとともに，特産品認証制度を活用した有利販売や消費者ニーズを

捉えた販路の開拓，また，６次産業化や農商工連携等による加工品開発等を積極的に推進し，農

業者の所得向上と本市農産物のＰＲ，販路の拡大を図ってまいります。 

 観光振興につきましては，昨年３月オープンの竜神大吊橋バンジージャンプや昨年１１月にリ

ニューアルいたしました西山荘御殿等を活用し，観光客の拡大と地域経済の活性化を促進してま

いります。また，市内全域の観光施設等への周遊案内による滞在を促すため，スマートフォン等

を活用した情報発信を進めるとともに，訪日外国人旅行者に対しても多言語による案内表示や情

報発信等によるホスピタリティーを発揮し，経済効果のある受け入れ態勢を整備してまいります。 

 交流活動の充実につきましては，受け入れ農家の拡充や本物志向に対応した農林業体験メニュ

ーの提供を図り，小中学校の農家民泊等を活用した体験型教育旅行の誘致を進ます。あわせてス

ポーツ合宿や芸術文化合宿等を積極的に誘致し，「かなさ笑楽校」や西山研修所の利用促進と交

流人口の拡大を図ってまいります。 

 続きまして，重点戦略の５つ目は，「地域で支え合う いきいき健康・福祉の環境づくり」で

ございます。 

 健康で日々の暮らしを送るためには，正しい生活習慣を身につけ病気になりにくい体をつくる

こと，そして，日ごろより健康状態に気を配り，病気の早期発見・早期治療に心がけることが大

切であります。 

 市民の健康づくりを推進するため，保健推進員やシルバーリハビリ体操指導士，食生活改善推

進員などの健康づくり活動への参加促進を図るとともに，連携・協働体制の充実を図ることによ
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り，市民主役の健康づくりを推進してまいります。また，市民の健康づくりの指針である健康増

進計画に基づき，市民一人ひとりが健康寿命の延伸を目指し，乳幼児から高齢者まで各ライフス

テージに応じた実効性のある健康づくりを積極的に推進してまいります。 

 国民健康保険及び後期高齢者医療制度につきましては，特定健康診査等の受診率向上を図ると

ともに，人間ドック・脳ドック健診による疾病の早期発見と早期治療により，このことを一層進

めてまいります。また，健診データ等を活用したデータヘルス計画を策定し，地域の健康課題で

ある生活習慣病などの発症予防・重症化予防のための保健指導をより強化し，医療費の削減と制

度の健全な運用に努めてまいります。 

 高齢者福祉と介護保険につきましては，第６期高齢者福祉計画に基づき，利用者本位のサービ

スの提供に努めるとともに，医療・介護・介護予防・生活支援サービスが一体的に提供される仕

組みづくりを推進してまいります。 

 消費税率の引き上げに伴い，平成２６年度に続いて国において実施される「臨時福祉給付金」

及び「子育て世帯臨時特例給付金」の給付につきましては，迅速かつ的確な周知・支給に努めて

まいります。 

 生活保護制度につきましては，本年４月から施行される「生活困窮者自立支援法」に基づき，

自立相談支援事業及び住居確保給付金支給事業を実施してまいります。自立相談支援事業につき

ましては，相談窓口に相談支援員１名を配置し，生活保護に至る手前の段階での自立支援を強化

するため，生活困窮者に対する就労や自立に関する相談対応などを展開してまいります。 

 障害福祉につきましては，障害者の皆様が安心して地域生活を送ることができるよう第４期障

害福祉計画に基づき，障害福祉サービス・相談支援及び地域生活支援事業などの各種サービスを

より効果的に推進してまいります。 

 続きまして，重点戦略の６つ目は，「市民生活を支える公共交通ネットワークづくり」であり

ます。 

 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，路線バスを初め

とする市民バス・乗り合いタクシーなど，地域に存在する全ての公共交通を生活交通ネットワー

クとして包括的に捉える地域公共交通網形成計画の策定に取り組んでまいります。 

 道路整備につきましては，安全で安心な交通ネットワークを確保するため，国・県などの関係

機関との連携を図りながら，国道３４９号バイパスの幸久大橋を含む４車線化整備，国道２９３

号東バイパスの一部供用開始，国道４６１号及び県道の整備を進めてまいります。また，常陸太

田南部幹線道路を初め，幹線道路の早期完成を目指し，計画的に整備促進を図るとともに，市民

生活に欠かせない生活道路の整備を進めてまいります。 

 道路と橋梁の長寿命化対策につきましては，適正な維持管理と定期点検を計画的に行うことに

より，施設の長寿命化を図ってまいります。 

 続きまして，まちづくりを推進するための行政力改革の取り組みについて申し上げます。 

 市民協働のまちづくりにつきましては，引き続き地域活動の拠点となる施設の整備を援助する

とともに，自らの力で地域課題の解決並びに地域の活性化を図ろうとする活動を支援いたします。
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また，活動に伴う公用車や備品の貸し出し，市民活動保険制度による支援を積極的に実施してま

いります。 

 広報・広聴活動につきましては，市民に最新の行政情報を迅速かつ正確に伝えるため，広報紙

の内容充実を図るとともに，市内外やさまざまな年代の方にも市の情報や魅力を伝えるため，ホ

ームページやフェイスブック・ツイッターなどのソーシャルメディア，メール一斉配信などを活

用し，さらなる情報発信を図ってまいります。 

 職員につきましては，国や県への実務研修生を派遣するほか，自治大学校や特別研修，オン・

ザ・ジョブ・トレーニング（ＯＪＴ），さらには新たな試みとして実施する民間企業派遣研修等

を通して，資質及び能力の向上に努めるとともに，引き続き定員管理適正化計画に基づき職員数

の適正化を図ってまいります。また，メンタルヘルスや労務管理研修会等を行い，職場の安全・

衛生面の向上を図ってまいります。 

 財政運営につきましては，市税を適正に課税するとともに，税負担の公平性の観点から収納に

努め，使用料等についても同様に受益者負担の原則から収納に努めるなど，滞納債権を管理する

関係部課等が連携し，積極的に財源の確保を図ってまいります。また，「ふるさと常陸太田寄附」

の寄附者に対しましては，市の特産認証品などを謝礼品として贈呈することにより，ふるさと納

税の推進を図るとともに，市内産業の活性化，そしてまた交流人口の拡大を図ってまいります。 

 事務事業の進行管理につきましては，ＰＤＣＡサイクル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，新たなまちづくりビジョンとなる次期総合計画に関しまして

は，平成２９年度から１０年間を計画期間と定め，今年度から策定作業に着手いたします。 

 大分県臼杵市との交流につきましては，「二孝女」が取り持つ縁と市民レベルの交流活動をき

っかけに，交流促進協定と災害時の相互応援協定を締結しておりますが，将来にわたって友好関

係を推進し，さらに信頼の絆を深めていくため，新年度中の姉妹都市締結に向け準備を進めてま

いります。 

 以上，平成２７年度における施策の大要についてご説明を申し上げました。 

 続きまして，平成２７年度当初予算の編成方針等について申し上げます。 

 本市は合併１０周年を迎えたところであり，新年度は国が進める地方創生と同調しながら，新

たなまちづくりへの一歩を踏み出す重要な年であると考えております。そこで，第５次総合計画

後期基本計画に掲げる６つの重点戦略のうち，特に「ストップ少子化・若者定住」と「地域産業

の振興とにぎわい創出による元気づくり」に係る主要施策を重点施策と位置づけ，取り組んでい

くことといたしました。 

 住宅取得費助成や新婚家庭家賃助成，保育園の保育料及び幼稚園の給食費の軽減，高校生まで

の医療費助成，複合型交流拠点施設「道の駅」の整備，金砂郷中学校の整備などを進めることに

より，平成２７年度の一般会計当初予算は，対前年比2.７％増の２３６億5,７００万円となりま

した。事務事業の見直しを進め，国庫支出金や有利な地方債などを活用するとともに，これまで

積み立てをしてまいりました財政調整基金から２億5,０００万円の繰り入れを行い，新年度予算

の編成に当たったものでございます。 
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 また，７つの特別会計，水道事業会計及び工業用水道事業会計を合わせますと，前年度比3.６％

増の４０５億7,１５９万7,０００円の予算規模となっております。 

 なお，消費喚起や地方創生を図るための国の新交付金に係る事業につきましては，平成２６年

度補正予算として本定例会に追加提案させていただきます。 

 以上，平成２７年度の重点施策と予算編成の基本方針について申し上げました。 

 先ほども地方創生について申し述べましたが，国では少子化や人口減少，地域経済活性化とい

った地方が抱える課題にさまざまなアイデアを持って対処していく自治体を積極的に支援してい

くとの方針が示されております。真に地方が元気になるためには，国任せの体質を改善し，これ

まで以上に地方自らが責任を持ち，自らの意志で行動していくことが必要になると考えておりま

す。 

 本市といたしましても，プロジェクトチームを設置するとともに，市民の皆さまからも意見や

アイデアを募りながら，地方創生における常陸太田市版の総合戦略を策定し，活力ある地域社会

の実現に気概を持って取り組んでまいる所存でございます。市民の皆様並びに議員各位のご理

解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 最後になりましたが，今定例会に提出いたしました議案は３６件でございます。専決処分の報

告１件，条例の制定４件，条例の一部改正９件，新市建設計画の変更１件，市道路線の変更と認

定各１件，財産の処分１件，損害賠償の額の決定１件，平成２６年度補正予算７件，平成２７年

度当初予算１０件でございます。 

 なお，今会期中に条例の一部改正，一般会計補正予算，人事案件の３件を追加提案する予定で

ございます。また，内堀町地内の市有地隣地の樹木伐採について協議をしておりますが，調わな

い場合には訴えの提訴を追加いたしますので，あらかじめご承知いただきたいと存じます。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに副市長及び担当部長よりご説明さ

せていただきます。何とぞ慎重なるご審議の上，原案のとおり承認・可決・ご同意を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 報告第１号 

○深谷秀峰議長 次，日程第３，報告第１号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市

国民健康保険条例の一部を改正する条例）を議題といたします。 

 報告案件の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，お手元の議案書１ページをお開き願います。報告第１号は，専決処分の承認

を求めることについてでございます。 

 ２ページをお開き願います。専決処分書の写しがございますが，健康保険法施行令等の一部を
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改正する政令が昨年１１月１９日に公布されたことに伴い，本年１月１日から常陸太田市国民健

康保険条例の一部を改正する条例を施行する必要があるため，同条例を平成２６年１２月２６日

に専決処分をさせていただきました。 

 内容につきましては，４ページをお開き願います。新旧対照表でご説明いたします。 

 第７条第１項におきまして，出産育児一時金，いわゆる出産費用の支給額をこれまでの３９万

円から１万4,０００円引き上げ，４０万4,０００円とするものでございます。 

 なお，出産一時金の支給総額は４２万円と変更がございませんので，別途規則で定めます加算

金は，３万円から１万4,０００円引き下げ，１万6,０００円に改正してございます。 

 私からは以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 議案第１号ないし議案第１８号 

○深谷秀峰議長 次，日程第４，議案第１号常陸太田市人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例の制定について，議案第２号常陸太田市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号常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

の制定について，議案第４号常陸太田市教育委員会教育長の勤務時間，その他の勤務条件及び職

務に専念する義務の特例に関する条例の制定について，議案第５号常陸太田市行政手続条例の一

部改正について，議案第６号常陸太田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正について，議案第７号常陸太田市東日本大震災被害対策支援金等の支給条例の一

部改正について，議案第８号常陸太田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改

正について，議案第９号常陸太田市指定地域密着型サービスの事業に関する条例の一部改正につ

いて，議案第１０号常陸太田市と茨城県信用保証協会との損失保証金の寄託契約に基づく回収納

付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部改正について，議案第１１号常陸太田市企業等立

地促進条例の一部改正について，議案第１２号常陸太田市営住宅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１３号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理について，議案第１４号新市建設計画の変更について，議案第１

５号常陸太田市道路線の変更について，議案第１６号常陸太田市道路線の認定について，議案第

１７号市有財産の処分について，議案第１８号損害賠償の額の決定について，以上１８件を一括

議題といたします。 

 提案案件の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，お手元の議案書５ページをお開き願います。議案第１号は，常陸太田市人事

行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてでございます。地方公務員法の一部改正

に伴い，人事行政の透明性を高め，公正性の確保を目的に職員の任用や給与，勤務条件，福利厚
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生などを広く市民に公表するため，本条例の制定を行うものでございます。 

 ６ページをお開き願います。第１条の趣旨は，人事行政の運営等の状況の公表に関しまして，

必要な事項を定めるものでございます。第３条は，任命権者が市長に報告すべき職員の任免及び

職員数の状況，給与の状況，勤務時間，その他の勤務条件の状況など８項目の報告事項でござい

ます。第５条は，公平委員会が市長に報告すべき事項でございます。 

 ７ページをお開き願います。報告事項は，勤務条件に関する措置の要求の状況と不利益処分に

ついての不服申し立ての状況でございます。第６条は，公表の時期でございますが，毎年９月末

日と定めてございます。第７条は，公表方法でございますが，掲示板への掲示，広報紙への掲載，

インターネットの利用など広く情報を発信することとしております。 

 附則でございますが，本条例は平成２７年４月１日から施行いたします。 

 続きまして，議案書８ページをごらん願います。議案第２号は，常陸太田市固定資産税の課税

免除に関する条例の制定についてでございます。これまで進出企業に対する課税免除は，常陸太

田工業団地等の固定資産税の課税免除に関する条例及び過疎地域の固定資産税の課税免除に関す

る条例の２つの条例により適用してまいりましたが，課税免除制度の事務の統一を図るとともに，

免除の適用を受ける固定資産税の範囲を拡充するため，本条例を制定するものでございます。 

 ９ページから１０ページに条文を掲載しておりますが，内容につきましては，現行条例と新条

例の相違について簡潔に記載した「議案第２号資料」を机上に配付してございますので，資料に

てご説明いたします。 

 表の左側が現行２条例，右側が新条例の制度で，太字の部分が改正点でございます。 

 まず，適用地域でございますが，現行条例によるもののほかに，新たに本市の産業振興に特に

寄与すると市長が指定する地域を追加し，その適用業種につきましても常陸太田工業団地にかか

わるもののほか，市長が定める業種といたしました。これにより，これまで適用とならなかった

地域においても課税免除制度を適用することができ，商業地への企業誘致や廃校跡地等の利用の

促進を図ることが可能となります。 

 なお，現行条例で規定しておりました適用地域のうち，大森町適地につきましては，既に民間

住宅が建設され，企業等の立地は困難でありますので適用地域から除外いたしました。 

 ２ページをお開き願います。適用固定資産でございますが，新条例においては，全ての適用地

域において土地，家屋及び償却資産が適用となるようにいたしました。また，取得価格要件でご

ざいますが，新たに追加した市長が指定する地域について，常陸太田工業団地への適用と同様と

し，さらに明確化を図るため，別途施行規則で定めることといたしました。 

 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。議案書１０ページでございます。附則第１項でご

ざいますが，本条例は，平成２７年４月１日から施行いたします。第２項で，現行２条例の廃止

を，第３項は経過措置を規定いたしました。また３項といたしまして，１１ページから１４ペー

ジまで施行規則を添付いたしましたので，後ほどごらんおき願います。 

 続きまして，議案書１５ページをごらん願います。議案第３号は，常陸太田市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例の制定についてでございます。 
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 常陸太田市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例が本年４

月１日から施行されることに伴い，幼稚園や保育所などの利用者負担額を定めるため，本条例を

制定するものでございます。 

 １６ページをお開き願います。第１条では，この条例の趣旨として，特定教育・保育施設があ

る幼稚園，保育園，認定こども園と特定地域型保育事業である家庭的保育事業，小規模保育事業，

居宅訪問型保育事業，事業所内保育事業の利用者負担額，保育料について必要な事項を定めるこ

ととしております。第２条第１項では，保育料の具体的な額は市規則で定めることとしておりま

す。同条第２項では，保育料を定めるに当たっては，世帯の所得の状況，その他の事情を勘案し

て定めることとしております。第３条では保育料の減免を，第４条では市規則への委任を定めて

おります。 

 附則第１項でございますが，本条例は，平成２７年４月１日から施行いたします。附則第２項

及び第３項において，本条例の制定に伴う既存条例の整理として，条例の一部改正及び廃止を行

っております。 

 １７ページから３０ページに，参考といたしまして本条例の施行規則を添付しております。本

条例施行規則では，条例の委任を受け保育料の具体的な額を定めております。 

 ２２ページをお開き願います。別表第１では，公立幼稚園の保育料を定めております。従来は

3,５００円均一であった保育料を今回市町村民税所得割課税額の状況に応じ，3,５００円を最高

額として５つの階層に区分いたしました。 

 ２５ページをお開き願います。別表第２では，民間幼稚園及び民間認定こども園の幼稚園相当

の園児の保育料を定めております。民間施設の保育料につきましても，子ども・子育て支援制度

の施行に伴い，行政が保育料を定めることとされたためでございます。 

 ２７ページをお開き願います。別表第３では，公立及び民間に共通の保育園，家庭的保育事業

等の保育料を定めております。 

 恐れ入りますが，１８ページにお戻り願います。下から２行目の附則第２項でございますが，

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間でございますが，子育て支援の充実

強化対策として，従来の保育料を半額程度に減額することといたしました。 

 １９ページにあります附則別表の利用者負担額は，先ほどの２７ページの別表第３の保育料に

比べ，おおむね半額程度になっております。 

 続きまして，議案書３４ページをお開き願います。議案第４号は，常陸太田市教育委員会教育

長の勤務時間，その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についてで

ございます。地方教育行政の組織及び，運営に関する法律の一部を改正する法律が本年４月１日

から施行されることに伴い，本条例を制定するものでございます。 

 ３５ページをお開き願います。第１条の趣旨でございますが，今回の法律改正により，教育長

の給与，勤務時間，その他の勤務条件について規定しました教育公務員特例法の第１６条が削除

されたことに伴い，新たに，新教育長の勤務時間，その他の勤務条件等について規定するもので

ございます。第２条において，勤務時間，その他の勤務条件は，一般職員と同様とし，第３条に
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おいて，職務に専念する義務の免除を定めております。 

 附則でございますが，第１項で施行日を平成２７年４月１日とし，第２項では，旧条例を廃止

するものでございます。 

 なお，新教育長の給与及び旅費につきましては，後ほどご提案させていただきます議案第１３

号により定めることとしております。 

 続きまして，議案書３６ページをお開き願います。議案第５号は，常陸太田市行政手続条例の

一部改正についてでございます。行政手続法の一部を改正する法律が本年４月１日から施行され

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。 

 恐れ入りますが，３９ページをお開き願います。新旧対照表でご説明いたします。今回の改正

点は，大きく分けまして３点でございます。 

 １点目は，左側改正案中段下の第３３条第２項で，行政指導をする際は，相手方に対して当該

権限を行使し得る根拠を示さなければならないとする行政指導の根拠等の提示の義務化を新たに

加えております。 

 ４０ページをお開き願います。２点目は，左側改正案上段の第３４条の２で，行政機関等に対

し，法令に違反する行為の是正を求める行政指導について中止を求めることができる「行政指導

の中止等の求め」を新たに加えております。 

 ４１ページをごらん願います。３点目は，左側改正案上段の第３４条の３で，法令に違反する

事実がある場合に，当該違反についての処分等を行政機関に対して求めることができる「処分等

の求め」を新たに加えております。 

 恐れ入りますが，３８ページにお戻り願います。最終行の附則でございますが，本条例は，平

成２７年４月１日から施行するものでございます。 

 続きまして，議案書４２ページをお開き願います。議案第６号は，常陸太田市特別職の職員で

非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。生活困窮者自立

支援法が本年４月１日から施行されることに伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 条例改正内容の説明の前に，机上に配付させていただきましたＡ３横長の「議案第６号資料」

により，「生活困窮者自立支援法」について説明をさせていただきます。 

 生活困窮者に対する制度は，左側の図にございますように，第１のセーフティネットとして社

会保険制度や労働保険制度が，第２のセーフティネットとして求職者支援制度が，第３のセーフ

ティネットとして生活保護制度がございます。本法律は，第２のセーフティネットの生活困窮者

対策を拡充するもので，生活保護に至る前の段階から支援を行うことにより，生活困窮の状態か

ら早期に自立できるように支援を行う制度でございます。 

 右側のページが事業の内容で，必須事業としまして囲みでございますが，生活困窮者自立相談

支援事業と生活困窮者住居確保給付金がございます。本市における支援事業は，福祉事務所に支

援員として主任相談支援員１名を配置し，生活困窮者から相談に応じ必要な情報の提供及び助言

を行うものでございます。この支援員の配置について定めるのが本条例の一部改正でございます。 

 恐れ入りますが，議案書４３ページにお戻り願います。中段の別表第１中，家庭相談員の下に
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生活困窮者主任相談支援員を加え，月額報酬１５万7,０００円を定めるものでございます。この

月額報酬額につきましては，茨城県の自立相談支援員の月額報酬額１５万8,５００円や市の家庭

相談員の月額報酬額の時間単価と均衡を図って算出いたしました。 

 附則でございますが，本条例は平成２７年４月１日より施行いたします。 

 続きまして，議案書４５ページをお開き願います。議案第７号は，常陸太田市東日本大震災被

害対策支援金等支給条例の一部改正についてでございます。本支援金制度を１年間延長するため，

本条例の一部改正を行うものでございます。 

 ４６ページをお開き願います。下から４行目ですが，本条例附則第２項中，失効日，平成２７

年３月３１日を平成２８年３月３１日へ１年間延長し，制度未了知の方やこれから修繕を行う方

に対し配慮するものでございます。 

 附則でございますが，本条例は公布の日から施行するものでございます。 

 続きまして，議案書４８ページをお開き願います。議案第８号は，常陸太田市指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部改正についてでございます。本条例につきましては，昨年

の１２月議会にてご承認をいただいたものでございますが，介護保険法施行規則等の一部を改正

する省令が本年１月１６日に公布され，４月１日から施行されることに伴い，本条例の一部改正

を行う必要があるため，今回提案するものでございます。改正内容につきましては，新旧対照表

でご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，５１ページをお開き願います。本条例の改正点は２点でございます。左側改

正案の下段になりますが，第３２条第１項第１２号は，新たに加わった条項で，指定介護予防事

業者，すなわち地域包括支援センターは，介護予防サービス事業者に対して利用者のサービス計

画書の提出を義務づけるものでございます。 

 ５３ページをお開き願います。左側改正案下段の同条第２８号も新設される条項で，地域包括

支援センターは，高齢者への支援の拡充を図るために行われるケア会議の求めに応じ，必要な情

報提供を行わなければならないとするものでございます。その他の部分は，条項が新設されたこ

とによる条項ずれと文言の修正でございます。改正内容は以上でございます。 

 恐れ入りますが，５０ページにお戻り願います。 

 附則でございますが，本条例の施行日は，平成２７年４月１日からでございます。 

○深谷秀峰議長 暫時休憩します。 

午前１１時０９分休憩 

            ──────────────────― 

午前１１時１９分再開 

○宮田達夫副市長 続きまして，議案書５４ページをお開き願います。議案第９号は，常陸太田

市指定地域密着型サービスの事業に関する条例の一部改正についてでございます。議案第８号と

同様に，介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が本年１月１６日に公布され，４月１日か

ら施行されることに伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 



 ２４ 

 ５５ページをお開き願います。本条例の改正は１点でございます。下から４行目でございます

が，第１４条の見出し及び条文中の複合型サービスを「看護小規模多機能型居宅介護」に改める

ものでございます。これまでは，医療を必要とする要介護者に対して行う訪問看護とショートス

テイや通いなどを組み合わせたサービスを「複合型サービス」と称しておりましたが，より具体

的なサービスをイメージできる名称とすることを目的として改称されたものでございます。 

 附則でございますが，本条例の施行日は平成２７年４月１日からでございます。 

 続きまして，議案書５７ページをお開き願います。議案第１０号は，常陸太田市と茨城県信用

保証協会との損失保証金の寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一

部改正についてでございます。 

 当市では，市町村金融制度に基づく自治金融及び振興金融の融資を受けた中小企業者に対して

東日本大震災が原因で既往債務――これまでの債務です。震災による事業再建のための新規資金

調達返済が困難となる二重債務問題に陥った場合に，企業が迅速に再建できるよう本条例を平成

２４年４月より施行しておりますが，平成２６年１月２０日に，産業活力の再生及び産業活動の

革新に関する特別措置法が廃止され，新たに産業競争力強化法が施行されたこと等に伴い，本条

例の一部改正を行うものであります。詳細につきましては，新旧対照表によりご説明申し上げま

す。 

 ５９ページをお開きください。主な改正点は２点でございます。いずれも回収納付金を受け取

る権利の放棄でございますが，左側改正案，第３条の第１号，次ページの第３号，第４号，第５

号，第８号において，法律の廃止及び制定による文言をそれぞれ追加修正しております。 

 もう一点は，お戻りいただきまして５９ページ下段の第３条２号でございます。平成２３年に

制定された「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法」により設立された同機構が，支援決

定を行った中小企業者等の再生計画を回収不能金を受け取る権利の放棄対象として追加するもの

でございます。 

 続きまして，議案書６１ページをごらん願います。議案第１１号は，常陸太田市企業等立地促

進条例の一部改正についてでございます。企業立地及び市民のさらなる雇用促進を図るため，適

用範囲の緩和措置を行うものでございます。詳細につきましては，新旧対照表によりご説明申し

上げます。 

 恐れ入りますが，６４ページをお開き願います。中段の第２条第７号の新規雇用者において，

右側の現行では，市内工業団地へ新規立地した企業を対象としておりますが，左側の改正案では，

「拡大再投資に伴い」を追加し，既に立地している企業が再投資を行った際の雇用についても適

用できるように改正しております。 

 ６５ページをお開き願います。第４条第１号及び第２号の主な改正点は，本議会に提出してお

ります第２号議案常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例に係る文言の追加修正となって

おります。その他は文言の修正でございます。 

 恐れ入りますが，６３ページにお戻り願います。附則第１号ですが，条例の施行日は，平成２

７年４月１日とし，第２号で経過措置を定めております。 
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 続きまして，議案書６８ページをお開き願います。議案第１２号は，常陸太田市営住宅の設置

及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及

び永住帰国の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律が昨年１０月１日から施行されたこ

と及び市営住宅の用途廃止に伴いまして本条例の一部改正を行うものでございます。詳細につき

ましては，新旧対照表でご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，７０ページをお開き願います。左側の改正案，第６条第１項第２号でござい

ますが，引用している法律の名称及び内容の一部改正に伴い，法律名を改めるとともに，下段で

既に対象となっている方に対しての経過措置を追加したものでございます。 

 ７１ページをお開き願います。中段の松平団地１の２棟４戸を用途廃止したため，表中の戸数

を「２４」から「２０」とするものでございます。 

 恐れ入りますが，６９ページにお戻り願います。附則といたしまして，この条例は公布の日か

ら施行するものでございます。 

 続きまして，議案書７２ページをお開き願います。議案第１３号は，地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理についてでございます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が本年４月１日から施行され

ることに伴い，３件の関係条例の整理を行う条例を制定するものでございます。 

 先ほどご説明申し上げました議案第４号教育長の勤務条件の関連でございます。詳細につきま

しては，新旧対照表でご説明申し上げます。 

 ７５ページをお開き願います。１件目は，第１条の常陸太田市特別職の職員で非常勤の者の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。右側の現行別表第１中の教育委員会の委

員における委員長と委員の区分を廃止し，あわせて報酬額を委員の報酬額３万5,０００円に統一

するものでございます。 

 ７６ページをお開き願います。２件目は，第２条の常陸太田市特別職の職員で，常勤の者の給

与及び旅費に関する条例の一部改正でございます。法律の改正に伴い，教育長が常勤の特別職と

なることから，第１条の目的及び適用範囲の中に，新たに第３号として教育長を加えるものでご

ざいます。また，別表第１の給料表にも教育長の欄を設け，給料月額６６万5,０００円を追加す

るものでございます。別表第２の旅費の規程でございますが，副市長の後に教育長を追加してご

ざいます。附則第３項は，給料の調整措置でございますが，現在の給料月額は１００分の５に当

たる額を減じて得た額を適用しておりますので，新たに市長及び副市長の次に教育長を加えるも

のでございます。 

 ７７ページをお開き願います。３件目は，第３条の常陸太田市特別職報酬等審議会条例の一部

改正でございます。第２条の所掌事項において，市長及び副市長の次に教育長を加えてございま

す。 

 恐れ入りますが，７４ページにお戻り願います。附則でございます。第１項として，本条例は

本年４月１日から施行するものでございます。第２項は経過措置でございまして，旧教育長の在

職期間，平成２９年３月３１日まででございますが，従前の報酬額を適用するものでございます。 
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 恐れ入りますが，別冊となっております縦長の議案書，議案第１４号をごらん願います。 

 １ページをお開き願います。議案第１４号は，新市建設計画の変更についてでございます。東

日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴い，合併特例債の発行期間が１０年間延長されたことにより，合併特例債活用の根

拠となる新市建設計画の経過期間等を変更するため，議会の議決を求めるものでございます。 

 変更内容につきましては，机上に配付いたしました「議案第１４号資料」新市建設計画の変更

について（概要）でご説明申し上げます。過日全員協議会でお示ししたものでございます。 

 １の計画変更に当たってでございますが，合併に際し１０年前に作成された新市建設計画の内

容，構成，文言等を可能な限り踏襲いたしました。また，計画期間の変更，事業の追加及び文言

の修正等を行うとともに，合併特例法第５条の規定に基づき，県との協議並びに地域審議会への

諮問を行い策定いたしました。 

 ３の計画変更の目的でございますが，合併特例債活用の根拠となる新市建設計画の期間延長等

に係る変更を行い，平成３６年度まで合併特例債を活用できるようにするものでございます。 

 ４の主な変更内容でありますが，現在の計画期間の周期である平成２６年度を平成３６年度ま

でとする期間の延長，新たに合併特例債の活用が可能となる見込みの公共施設除却に関する記述，

現時点において合併特例債の活用を想定している事業の追加，そして計画期間延長に対応した財

政計画の変更を行うものでございます。 

 ５の具体的な変更箇所でございますが，第４章，主要指標の見通し，１の総人口の推計におい

て，平成２７年推計を６万6,５００人から５万2,８３８人に見直し，新たに平成３２年，平成３

７年の総人口を国勢調査実績値をもとに，コーホート法により推計いたしました。 

 ２の世帯数の推計につきましても，平成２７年推計を２万4,０６０世帯から１万9,７１８世帯

に見直し，総人口の推計と同様に，平成３２年，平成３７年の世帯数を推計しております。 

 第６章，建設の根幹となるべき事業分野別施策，医療の項目に「在宅医療・介護連携の推進」

を，地域福祉の項目に，「地域福祉活動の推進」をそれぞれ追加しております。 

 右側でございます。農業の項目に，「複合型交流拠点施設（道の駅）の整備」を，市街地整備

の項目には，「国道３４９号線常陸太田バイパス沿線の整備」を，コミュニティの項目には，「新

たなコミュニティの組織化推進」をそれぞれ追加しております。県事業につきましては，道路に

おいて６事業を追加し，主要地方道日立笠間線整備促進に「トンネル整備を含む」の文言を追加

しました。新市建設計画につきましては以上でございます。 

 恐れ入りますが，議案書の７８ページにお戻り願います。議案第１５号は，常陸太田市道路線

の変更についてでございます。国道の整備に伴い，市道路線を変更するため，道路法第１０条第

３項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 ７９ページをお開き願います。変更なる路線は，上高倉町地内の市道０２５３号線で，差し引

き延長距離３５メートルの増となってございます。 

 ８０ページから８１ページにつきましては，変更する市道路線の位置図及び変更図を記載して

ございますので，後ほどごらんおき願います。 
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 続きまして，議案書８２ページをお開き願います。議案第１６号は，常陸太田市道路線の認定

についてでございます。道路寄附及び開発行為に伴う市道の認定について，道路法第８条第２項

の規定により，議会の議決を求めるものでございます。 

 ８３ページをお開き願います。市道６３９８号線は，内堀町地内の道路寄附によるもの，市道

６３９９号線は，栄町地内の開発行為に伴う道路をそれぞれ認定するものでございます。 

 ８４ページから８６ページに認定する市道路線の認定位置図及び認定図を記載してございます

ので，後ほどご確認をお願いいたします。 

 続きまして，議案書８７ページをお開き願います。議案第１７号は，市有財産の処分について

でございます。売却する土地は，旧北小学校跡地でございます。契約相手方のグローバル・リン

ク株式会社とは，昨年７月１日付で同校のグラウンドの一部を既に貸し付けており，現在同社は

太陽光発電事業を行っております。今回，校舎の解体工事が２月２６日に終了したことに伴い，

売却に関する仮契約を締結しましたので，地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基づき，議会の議決を求める

ものでございます。 

 売却する土地の合計は，１万6,６７７平方メートル，売り払い価格は2,３８７万2,８６０円で

ございます。 

 私からは以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○深谷秀峰議長 上下水道部長。 

〔井坂光利上下水道部長 登壇〕 

○井坂光利上下水道部長 恐れ入りますが，議案８８ページをお開きいただきます。提案者にか

わりましてご説明申し上げます。 

 議案第１８号損害賠償の額の決定についてでございます。工業用水道において生じた事故につ

いて，法律上，市の業務に属する損害賠償の額を決定し，和解を成立させる必要が生じたため，

地方自治法第９６条第１項第１３号の規定により，議会の議決を求めるものでございます。 

 損害賠償の額は１７１万3,００１円でございます。損害賠償の相手方は，愛媛県松山市安城寺

町４７８番地，株式会社えひめ飲料でございます。 

 事故の概要でございますが，平成２６年１０月８日，台風１８号の影響により，常陸太田工業

用水に濁りが発生し，このためえひめ飲料茨城工場の生産ラインが二日間停止する損害を与えた

ものでございます。 

 損害賠償額の算出の内訳でございますが，全て人件費でございまして，給水停止に伴い清涼飲

料水の生産ラインが二日間停止し，このため社員等の勤務シフトの変更で休日勤務に対する人件

費が発生したものでございます。本件につきましては，市の過失割合を１００％とし，相手方と

和解し，損害賠償金を支払うものでございます。 

 なお，損害賠償金につきましては，自己負担額として常陸太田市工業用水道事業から５万円を

支出し，残額１６６万3,００１円につきましては，日本水道協会水道賠償責任保険が適用される

ものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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            ─────────────────── 

 日程第５ 議案第１９号ないし議案第２５号 

○深谷秀峰議長 次，日程第５，議案第１９号平成２６年度常陸太田市一般会計補正予算（第１

０号）について，議案第２０号平成２６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２１号平成２６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２２号平成２６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

２３号平成２６年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について，議案第

２４号平成２６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２号）に

ついて，議案第２５号平成２６年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て，以上７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。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，別冊横長の議案書，平成２７年第１回常陸太田市議会定例会補正予算書をご

らん願います。 

 １枚おめくり願います。議案第１９号は，平成２６年度常陸太田市一般会計補正予算（第１０

号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ１億5,１８２万1,０

００円を減額し，総額を２３６億4,８８８万5,０００円とするものでございます。第２条で，繰

越明許費の補正，第３条で債務負担行為の補正，第４条で地方債の補正を行っております。主な

内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１１ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款４項１目市たばこ税の補正につきましては，これまでの実績から増収が見込まれることか

ら1,６６９万3,０００円を追加するものでございます。 

 １３款１項３目衛生使用料の補正につきましては，瑞竜霊園等における霊園永代使用料におい

て増収の見込みとなることから８２１万6,０００円を追加するものでございます。 

 １４款１項１目民生費国庫負担金でございますが，１節社会福祉費負担金のうち，２行目の障

害者自立支援給付費負担金の補正につきましては，歳出予算の増額に伴い3,００８万円を追加す

るものでございます。 

 １４款２項１目総務費国庫補助金のうち，２行目の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の

補正につきましては，道の駅の財源としまして1,５９５万5,０００円を追加するものでございま

す。 

 １２ページをお開き願います。２段目からの１５款県支出金の補正につきましては，歳出予算

の増減や補助金の確定などによるものでございます。 

 １４ページをお開き願います。１８款２項基金繰入金の補正でございますが，事業の確定など

により歳出予算が減額となったことから１目財政調整基金繰入金，２目減債基金繰入金につきま
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してそれぞれ減額するものでございます。 

 １つ飛びまして，２１款市債の補正でございますが，いずれも歳出予算の増減によるものでご

ざいます。 

 １５ページをごらん願います。歳出でございます。 

 今回の補正予算につきまして，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

積み立てるなど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ご説明申し上げます。 

 下段の２款１項３目財政管理費２億1,０４３万7,０００円の補正につきましては，将来の地方

債償還財源として減債基金に積み立てを行うものでございます。 

 １７ページをお開き願います。１４目交通対策費の１９節負担金補助及び交付金のうち，補助

金の地方バス路線維持費の補正につきましては，地方バス路線維持のための補助に不足を生ずる

見込みとなったことから７３４万3,０００円を追加するものでございます。 

 １８ページをお開き願います。下段の３款１項４目障害者福祉費でございますが，１９ページ

上段にございます２０節の扶助費のうち，１行目の自立支援給付費の補正につきましては，サー

ビス利用件数の増加により4,３５３万2,０００円を追加するものでございます。 

 ２０ページをお開き願います。下段の４款１項２目予防費の補正につきましては，子宮頸がん

予防接種者の減などから，乳幼児等個別予防接種委託料を1,１４１万8,０００円減額するもので

ございます。 

 ２１ページをごらん願います。下段の５款１項３目農業振興費の１９節負担金補助及び交付金

のうち，交付金の青年就農給付金経営開始型事業費８９６万5,０００円の補正につきましては，

新規就農者の増や国の補正予算により追加するものでございます。 

 恐れ入りますが，２４ページをお開き願います。下段の８款１項１目常備消防費の補正につき

ましては，県内２１消防本部と共同で進めております消防救急無線整備の負担金が確定したこと

から，3,３８２万8,０００円を減額するものでございます。 

 ２６ページをお開き願います。中段の９款３項３目学校建設費の補正につきましては，事業の

確定などにより，１３節委託料を２２１万円，１５節工事請負費を4,０２３万5,０００円減額す

るものでございます。 

 ２８ページをお開き願います。下段の１１款公債費の補正でございますが，平成２５年度債の

借り入れが終了し，支払額が確定したことから，２目利子を3,４０１万7,０００円減額するもの

でございます。 

 恐れ入りますが，６ページにお戻り願います。第２表，繰越明許費補正でございます。国の補

正予算に基づくものや関係機関等との調整に日程を要したものなど，合計９事業をそれぞれの金

額において翌年度に繰り越すものでございます。 

 ７ページをごらん願います。第３表債務負担行為補正でございます。債務負担行為を追加する

事項は，地方債証券共同発行連帯債務でございますが，茨城県と県内６市との共同により，「大

好きいばらき県民債」を発行するため，本市の持ち分２億円を除く３８億円と，これに対する利

子相当額を限度額といたしまして債務を負担するものでございます。 
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 ８ページをお開き願います。第４表，地方債補正でございます。いずれも歳出予算の増減によ

り変更するものでございますが，これにより限度額合計を左側の補正前の２１億9,９４０万円か

ら，右側補正後の２１億７６０万円に減額するものでございます。 

 続きまして，議案第２０号は，平成２６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。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ３５３万7,０００円

を減額し，総額を６３億3,０６９万7,０００円とするものでございます。詳細につきましては，

事項別明細書でご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。歳入でございます。 

 ９款１項１目一般会計繰入金の補正につきましては，主に国の負担金等の額の確定により，１

節保険基盤安定繰入金を1,８１０万1,０００円増額し，４節財政安定化支援事業繰入金を1,２３

４万3,０００円減額するものでございます。下段の同款２項１目支払準備基金繰入金につきまし

ては，歳出予算が減額となったことから，繰入金を５７５万8,０００円減額するものでございま

す。 

 ７ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費，下段の同款２項１目徴税総務費につきましては，それぞれ職員の異

動等に伴い減額するものでございます。同項２目賦課徴収費につきましては，課税事務電算委託

料が確定したことから，８８万7,０００円を減額するものでございます。 

 続きまして，議案第２１号は，平成２６年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）

でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億2,０１１万6,００

０円を追加し，総額を５５億1,７８８万1,０００円とするものでございます。主な内容につきま

しては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。歳入でございます。 

 ３款１項１目の介護給付費負担金でございますが，歳出予算の増額に伴い，2,３３１万5,００

０円を追加するものでございます。 

 ３款２項国庫補助金につきましては，介護給付費や地域支援事業費等の歳出予算の増減に伴う

補正でございますが，同款同項４目の災害臨時特例補助金の補正につきましては，原発災害によ

る避難者の保険料減免によるものでございます。 

 ４款支払基金交付金及び７ページ上段の５款県支出金までにつきましても，介護給付費，地域

支援事業費等の歳出予算の増減に伴い，合計5,３７１万8,０００円を追加するものでございます。 

 ２段目の６款１項１目の利子及び配当金につきましては，支払準備基金積立金利子の増額補正

でございます。 

 ７款１項１目の介護給付費繰入金につきましては，介護給付費の増額に伴うもの，２目及び３

目の地域支援事業繰入金につきましては，介護予防事業費の減額及び包括的任意事業費の増額に

伴うもの，４目のその他一般会計繰入金につきましては，職員の異動等に伴う減額補正でござい
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ます。 

 下段の７款２項１目の支払準備基金繰入金につきましては，介護給付費等の増額による補正で

ございます。 

 ８ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項１目の一般管理費につきましては，職員の異動等による減額，同款２項１目の賦課徴

収費につきましては，介護保険料システム電算委託契約の差金の減額，同款３項１目の介護認定

調査会費及び２目の認定調査等費につきましては，介護認定審査会委員及び訪問調査員の報酬等

の減額により，１款総務費全体で４１５万円を減額するものでございます。 

 下段の２款１項の介護サービス等諸費，９ページ中段の２款２項の介護予防サービス等諸費，

下段２款４項の高額介護サービス等費，１０ページ，２款６項の特定入所者介護サービス等費に

つきましては，いずれも給付費件数及び１人当たりの給付費の増減に伴う補正でございます。 

 中段，４款１項１目の介護予防二次予防高齢者施策事業費から同款２項３目の任意事業費につ

きましては，地域支援事業の利用見込みの増減に伴う補正でございます。 

 ６款１項１目の支払準備基金積立金につきましては，支払準備基金積立金利子の増額補正でご

ざいます。 

 続きまして，議案第２２号は，平成２６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。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ4,０６７万円を減額

し，総額を１２億6,５４５万5,０００円とするものでございます。第２条で繰越明許費の補正，

第３条で地方債の補正を行っております。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明

いたします。 

 恐れ入りますが，８ページをお開き願います。歳入でございます。 

 ４款１項１目下水道事業県補助金の補正でございます。県補助金対象事業の追加により，５０

万円を追加するものでございます。 

 ６款１項１目一般会計繰入金の補正は，歳出予算の減により4,６７８万9,０００円を減額補正

するものでございます。 

 ７款１項１目繰越金の補正は，前年度繰越金の確定により4,９６１万9,０００円を追加するも

のでございます。 

 ９款１項市債につきましては，事業量の減により4,４００万円の減額補正を行うものでござい

ます。 

 ９ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項下水道事業費の１目公共下水道費の１３節委託料及び１５節工事請負費の補正につき

ましては，入札差金等により2,０００万円を減額するものでございます。２目流域下水道費の補

正につきましては，那珂久慈流域下水道の建設工事費及び維持管理費の繰り越しにより，１９節

負担金補助及び交付金を1,８４７万円減額するものでございます。３目特環下水道費の補正につ

きましては，汚水処理場等の電力使用料金の増大や入札差金等により，１１節需用費を２０万円
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増額し，１３節委託料につきまして７０万円を減額するものでございます。 

 ２款公債費の補正は，償還利子の確定により１７０万円を減額するものでございます。 

 恐れ入りますが，４ページにお戻り願います。第２表，繰越明許費の補正でございます。平成

２６年度の那珂久慈流域下水道建設工事負担金については，県からの通知により３０７万2,００

０円を繰り越すものでございます。 

 ５ページをごらん願います。第３表，地方債補正でございます。起債の４事業につきまして，

限度額合計を左側の１億9,９７０万円から右側１億5,５７０万円に減額するものでございます。 

 続きまして，議案第２３号は，平成２６年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ２３７万9,０００円

を減額し，総額を３億4,９４３万6,０００円とするものでございます。主な内容につきましては，

事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。歳入でございます。 

 ４款１項１目利子及び配当金の補正につきましては，農業集落排水事業債償還基金の預金利子

確定に伴い，３万8,０００円を追加するものでございます。 

 ５款１項１目一般会計繰入金の補正は，歳出予算の減により1,１９８万5,０００円を減額する

ものでございます。 

 ６款１項１目繰越金の補正でございますが，前年度繰越金の確定により1,４４２万7,０００円

を追加するものでございます。 

 ７款２項１目雑入の補正でございますが，４８５万9,０００円は，繰り越しとなった県工事に

伴い，配水管等布設がえ補償費が未収となったことから４８５万9,０００円を減額するものでご

ざいます。 

 ７ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項１目総務管理費１１節需用費のうち光熱水費の補正は，汚水処理施設の電力使用量に

不足が生じたこと，修繕料は，マンホールポンプの緊急を要する部品等の交換を行ったことによ

り計８５万円を追加するものでございます。１３節委託料の補正は，入札差金等により２２４万

8,０００円を減額するものでございます。２７節公課費の補正は，前年度分消費税額の確定に伴

い，９７万円を減額するものでございます。 

 続きまして，議案第２４号は，平成２６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２号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ4,９７４万1,０００

円を減額し，総額を9,９８６万8,０００円とするものでございます。第２条で地方債の補正を行

っております。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，７ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款分担金，３款国庫支出金，４款繰入金，７款市債につきましては，いずれも浄化槽設置基

数の減によるものでございます。 
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 ５款繰越金は，前年度繰越金の確定により４０１万円を追加するものでございます。 

 ８ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費のうち，１１節需用費の補正でございますが，

浄化槽の緊急な部品交換が必要になったことにより，修繕料を３０万1,０００円追加するもので

ございます。１３節委託料，１５節工事請負費は，浄化槽設置基数の減及び入札差金等により委

託料1,３３４万2,０００円，工事請負費3,６７０万円をそれぞれ減額するものでございます。 

 恐れ入りますが，４ページにお戻り願います。第２表は，地方債補正でございます。起債の事

業につきまして限度額を5,２５０万円から3,７１０万円に減額するものでございます。 

 続きまして，議案第２５号は，平成２６年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ３４０万円を減額し，

総額を３億1,０４４万5,０００円とするものでございます。第２条で地方債の補正を行っており

ます。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，７ページをお開き願います。歳入でございます。 

 ２款１項１目簡易水道使用量の補正は，使用水量の減によるもので３２０万円を減額するもの

でございます。 

 ６款１項市債の補正は，事業費の確定によるもので，１目簡易水道事業債を１９０万円追加，

同項２目過疎対策事業債を２１０万円減額し，合わせまして２０万円の減額を行っております。 

 ８ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款２項１目維持修繕費の補正は，工事請負費の入札差金に伴い，６３万円を減額しておりま

す。 

 １款３項１目配管費の補正は，配水管布設がえ工事費の入札差金及び事業確定に伴うもので１

５７万円を減額しております。 

 １款４項１目給水費の補正は，事業確定に伴うもので１２０万円を減額しております。 

 恐れ入りますが，４ページにお戻り願います。第２表は地方債の補正でございます。簡易水道

事業債の限度額を3,１４０万円に，過疎対策事業債の限度額を８５０万円に変更し，計２０万円

を減額するものでございます。 

 私からは以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

 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５８分休憩 

            ──────────────────― 

午後１時００分再開 

○深谷秀峰議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ──────────────────― 

 日程第６ 議案第２６号ないし議案第３５号 
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○深谷秀峰議長 次，日程第６，議案第２６号平成２７年度常陸太田市一般会計予算について，

議案第２７号平成２７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２

７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２７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２７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２７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２７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２７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２７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２７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。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 平成２７年度常陸太田市予算書をごらん願います。２枚おめくり願います。議案第２６号は，

平成２７年度常陸太田市一般会計予算でございます。 

 ３ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を２３６億 5,７００万円とするも

のでございます。第２条で債務負担行為，第３条で地方債，第４条で一時借入金の借り入れ最高

額を２０億円としております。第５条は歳出予算の流用を定めたものでございます。主な内容に

つきましては事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１５ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目市民税個人につきましては，２３億 6,０１３万 1,０００円といたしました。前年

度の実績等を勘案したものでございます。下段の２目市民税法人につきましては，１億 7,６６５

万 7,０００円といたしました。右側の説明のところですが，法人税割の税率を１4.７％から１2.

１％に改正したことにより，前年度と比較しまして減額の見込みとしたものでございます。 

 下段の１款２項１目固定資産税につきましては，２０億 5,７３６万 7,０００円といたしました。

３年に１度の評価がえによる既存家屋の原価等を見込んだものでございます。 

 恐れ入りますが，１８ページをお開き願います。２段目の２款地方譲与税から１９ページ中段

の９款地方特例交付金までにつきましては，地方財政計画における収入見込みや前年度の実績等

を勘案し計上いたしました。 

 同じく，１０款地方交付税につきましては，９２億 5,９００万円といたしました。右側説明の

ところですが，地方財政計画における減額計上や普通交付税における合併算定がえの縮減等を勘

案し，普通交付税８３億 9,９００万円，特別交付税８億 6,０００万円としたものでございます。 

 １１款交通安全対策特別交付金につきましても，地方財政計画における収入見込みや前年度の

実績等を勘案し７００万円を計上したものでございます。 

 下段の１２款１項２目民生費負担金でございますが，前年度予算額と比較しまして 6,７５４万

8,０００円減の 8,２４０万 9,０００円を計上しております。これは子育て世代の負担軽減を図る

ために，保育園の保育料を現行の半額程度に軽減したことによるものでございます。 
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 ２０ページをお開き願います。中段の１３款使用料及び手数料のうち，５目１節商工使用料の

最終行でございますが，竜神大吊橋使用料について，バンジージャンプの効果などにより渡橋者

数の増加が見込まれることから，前年度予算額より増額の 6,６６６万円としたものでございます。 

 ２１ページをごらん願います。中段にございます８目教育使用料の３節幼稚園使用料のうち，

幼稚園保育料 1,１５４万円につきましては，保育料の第２子の軽減や第３子以降の無料化を継続

するため計上したものでございます。 

 ２２ページをお開き願います。下段の１４款１項国庫負担金でございますが，２３ページ上段

左側にございます３目教育費国庫負担金の１節中学校費負担金につきましては，金砂郷統合中学

校整備事業の財源としまして，金砂郷統合中学校建築事業費負担金１億 3,３２１万 3,０００円を

計上したものでございます。 

 同ページ中段にございます１４款２項１目１節の総務管理費補助金のうち，右側２行目の農山

漁村活性化プロジェクト支援交付金２億 9,５３９万 1,０００円につきましては，道の駅の財源と

しまして計上したものでございます。また，左下の４目土木費国庫補助金の１節道路橋りょう補

助金１億 9,３６０万円につきましては，新宿天神林線整備事業，磯部天神林線整備事業，橋梁長

寿命化事業などの財源として計上したものでございます。 

 ２５ページをお開き願います。２段目の１５款２項１目総務費県補助金のうち，右側１行目の

いばらき木づかい環境整備事業費補助金につきましては，道の駅の財源といたしまして８５４万

8,０００円を計上したものでございます。 

 恐れ入りますが，２８ページをお開き願います。１６款財産収入でございますが，１項財産運

用収入につきましては，１目財産貸付収入 4,５０４万 4,０００円，２目利子及び配当金 1,４６

９万円，合わせて 5,９７３万 4,０００円を計上いたしました。 

 ２９ページをごらん願います。２段目の１７款寄附金でございますが，１目総務費寄附金及び

２目民生費寄附金の両目とも，いずれも費目の設定を行ったものでございます。 

 １つ飛びまして，１８款２項１目財政調整基金繰入金につきましては，前年度予算額より１億

5,０００万円増の２億 5,０００万円といたしました。 

 ３０ページをお開き願います。２段目の１９款繰越金でございますが，前年度予算額と同額の

２億 5,０００万円を計上いたしました。 

 ３１ページをごらん願います。２０款４項３目雑入の２節学校給食費徴収金１億 9,９５９万円

でございますが，保育園保育料の軽減と同様，子育て世代の負担軽減を図るため，市立幼稚園給

食費の第３子無料化に加えまして，全ての市立幼稚園の園児の給食費を現行の半額に軽減するた

め計上したものでございます。 

 ３２ページをお開き願います。３２ページ下段から３３ページにかけての２１款市債でござい

ますが，６目過疎対策事業債８億６６０万円，７目合併特例事業債７億 7,４８０万円，８目臨時

財政対策債５億円など，合計２２億 2,７９０万円を計上しております。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして，歳出でございます。 



 ３６ 

 恐れ入りますが，少し飛びまして４４ページをお開き願います。左側に６目企画費とございま

すが，２款１項総務管理費でございます。常陸太田寄附推進事業に係る費用としまして，８節報

償費のうち，ふるさと納税謝礼品 3,６００万円，１２節役務費のクレジット収納システム利用料

５万 2,０００円，ふるさとチョイスシステム利用料４万 9,０００円，クレジット収納手数料１０

０万円などを計上いたしました。これはふるさと常陸太田寄附，いわゆるふるさと納税の１万円

以上の寄附者に対しまして，市の特産認証品などを謝礼品として贈呈することで，歳入のアップ

を図るとともに，市内産業の活性化及び交流人口の拡大による地域振興を図ることを目的に計上

したものでございます。 

 恐れ入りますが，５２ページをお開き願います。中段にございます１５目複合型交流拠点施設

整備費につきましては，道の駅の整備工事，備品購入費，第三セクター出資金など，合計９億 9,

９０１万 7,０００円を計上いたしました。 

 ５３ページをごらん願います。１６目諸費でございます。次の５４ページにございます１９節

負担金補助及び交付金のうち，右側下段の助成金でございますが，新婚家庭家賃助成事業費 6,２

１０万円，定住促進助成事業費７０９万円，住宅取得等助成費 2,６００万円，民間賃貸住宅建築

助成費１５１万 9,０００円を計上し，引き続き少子化人口減少対策を進めてまいります。 

 恐れ入りますが，大きく飛びまして７１ページをお開き願います。最下段の６目医療福祉費は，

３款民生費でございますが，次の７２ページにございます２０節扶助費のうち２行目，医療福祉

扶助費市単独分でございますが，5,９９８万 6,０００円を計上しております。これは医療費助成

を高校生相当まで拡大することとして計上したものでございます。 

 恐れ入りますが，８２ページをお開き願います。中段の３款４項１目災害救助費の１９節負担

金補助及び交付金のうち支援金，東日本大震災被害対策費 1,０００万円につきましては，被災さ

れた市民の建物修繕に係る時間的余裕を考慮し，東日本大震災被害対策支援金の申請期限を平成

２８年３月３１日まで延長することとして計上したものでございます。 

 恐れ入りますが，８６ページをお開き願います。項目の記載のない上段でございますが，４款

１項保健衛生費の３目母子衛生費でございます。中段の１９節負担金補助及び交付金の助成金，

不妊治療費２４０万円につきましては，女性の不妊治療費に加え，新たに男性の不妊治療費につ

いて，１回１０万円を上限として年に２回まで助成することとして計上しております。 

 恐れ入りますが，９８ページをお開き願います。３目農業振興費は，５款農林水産業費でござ

います。 

 次の９９ページ，右側上段にございます１３節委託料のうち，２行目有害鳥獣捕獲実施委託料

につきましては，わなによる捕獲日数を増やすなどして，有害鳥獣による農作物への被害を軽減

すべく，昨年より増額の３４０万円を計上したものでございます。 

 恐れ入りますが，１０２ページをお開き願います。５目農地費の１９節負担金補助及び交付金

でございますが，１０３ページ上段にございます小目地区ふるさと農道整備事業費につきまして，

茨城県が実施主体となる小目地区内の農道整備に対する負担金といたしまして４５３万円を計上

するものでございます。 



 ３７ 

 恐れ入りますが，少し飛びまして１１３ページをお開き願います。項目の記載はございません

が，６款１項商工費の４目観光費でございます。右側上段にございます１５節工事請負費のうち，

４行目，耐震改修工事につきましては，水府ふるさとセンター竜っちゃん乃湯の耐震改修工事費

用として 1,７１９万 4,０００円を計上しております。 

 恐れ入りますが，１１９ページをお開き願います。中段の３目道路新設改良費は，７款の土木

費でございますが，８億 6,２２１万 4,０００円を計上いたしました。国の社会資本整備総合交付

金を活用して，新宿天神林線，道整備交付金を活用して，磯部天神林線，高柿・千寿線などを合

併特例債や過疎債を活用しながら整備を進めてまいります。下段の４目橋りょう維持費につきま

しては，橋梁長寿命化修繕計画に基づき，計画的に橋梁の維持補修を進めるため，１億 8,６６５

万 6,０００円を計上いたしました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして１２８ページをお開き願います。款項目節の記載はございま

せんが，８款消防費１項１目常備消防費の１９節負担金補助及び交付金でございます。右側説明

の欄，中央下のところでございます。消防救急無線等共同化整備事業費 8,６５８万 8,０００円，

次の消防救急無線等共同化整備事業事務費２３９万 5,０００円につきましては，県内２１消防本

部と共同で進めております消防救急無線整備の負担金としまして引き続き計上いたしました。 

 １３１ページをお開き願います。同じく８款消防費，上段の３目消防施設費の１８節備品購入

費につきましては，南消防署の高規格救急自動車購入費用として 3,５００万円を計上しておりま

す。 

 １３２ページをお開き願います。５目災害対策費でございますが，次の１３３ページ右側上段

にございます１３節委託料のうち，３行目土砂災害ハザードマップ作成委託料８６３万 2,０００

円につきましては，常陸太田地区の土砂災害ハザードマップを更新する費用として計上するもの

でございます。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして１４４ページをお開き願います。上段に款項目の記載はござ

いませんが，こちらは９款３項中学校費の３目学校建設費でございます。９億 1,２２８万 9,００

０円を計上しておりますが，金砂郷統合中学校の校舎建築屋内運動場実施設計，里美中学校の屋

内運動場解体工事などを行うものでございます。 

 下段の９款４項１目幼稚園管理費でございますが，恐れ入りますが，１４６ページをお開き願

います。右側下段の１５節工事請負費６２７万 1,０００円は，世矢幼稚園，水府幼稚園の遊戯室

にエアコンを整備する費用として計上しております。 

 恐れ入りますが，大きく飛びまして１６７ページをお開き願います。下から２段目の１０款３

項１目社会教育施設災害復旧費につきましては，水戸徳川家墓所災害復旧事業に対する補助とし

まして，1,７１８万 4,０００円を計上したものでございます。 

 歳出は以上でございます。 

 恐れ入りますが，１１ページにお戻り願います。第２表は，債務負担行為でございます。第６

次総合計画策定に係る総合計画策定支援業務において８０９万 2,０００円を，社会保障税番号制

度の施行に係る通知カード，個人番号カード関連事務事業において４２６万 1,０００円を限度額



 ３８ 

として平成２８年度に債務の負担を行うものでございます。 

 １２ページをお開き願います。第３表は地方債でございます。地方債を起こします各事業は，

ごらんの１０事業で限度額を総額２２億 2,７９０万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表記のとおりでございますので，後ほどごらんおき願います。 

 続きまして，議案第２７号は，平成２７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。 

 １８３ページお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を６７億 9,６１０万 1,０００円

とするものでございます。第２条で，一時借入金の借り入れ最高額を１億 5,０００万円と定めた

ものでございます。第３条は，歳出予算の流用を定めたものでございます。主な内容につきまし

ては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１９０ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項の国民健康保険税につきましては，１１億 4,５６４万 1,０００円といたしました。前

年度の実績等を勘案したものでございます。 

 １９１ページをごらん願います。上段の３款１項の国庫負担金につきましては，保険給付費等

の実績を勘案し，１０億 7,１５３万 8,０００円を計上したものでございます。次の段，同款２項

の国庫補助金でございますが，後期高齢者支援金等の拠出金の増が見込まれることから，前年度

予算額より2,１５４万2,０００円増の３億2,０７５万6,０００円を計上したものでございます。 

 ４款の療養給付費等交付金につきましては，退職被保険者の保険給付費の増が見込まれること

から，前年度予算額より 2,５５６万 8,０００円増の３億 9,３３９万 8,０００円を計上したもの

でございます。 

 ５款の前期高齢者交付金につきましては，前々年度の交付金の超過交付に伴う精算分を勘案し，

前年度予算額より 8,５６７万 7,０００円減の１２億 7,９００万 8,０００円と抑えた計上といた

しました。 

 ６款１項１目の高額医療費共同事業負担金，同項２目の特定健康診査等負担金につきましては，

それぞれ前年度の実績を勘案し，合計 3,５７０万円を計上いたしております。 

 １９２ページをお開き願います。６款２項１目の財政調整交付金につきましては，一般被保険

者分に係る保険給付費等の減が見込まれることから，前年度予算額より 2,９９７万 8,０００円減

の２億 5,８９５万 9,０００円を計上いたしました。 

 ７款１項２目の保険財政共働安定化事業交付金につきましては，高額な医療費に対する再保険

制度で，レセプト１枚当たりの交付基準額がこれまでの３０万円以上から１円以上に拡大される

ことに伴い，前年度予算額より８億 1,１１４万 8,０００円増の１３億 9,７６６万 4,０００円を

計上したものでございます。 

 ９款の繰入金でございますが，１項１目の一般会計繰入金につきましては，前年度予算額より

１億 1,４９２万 9,０００円増の５億６６４万 9,０００円といたしました。同款２項１目の支払

準備基金繰入金につきましては，前年度予算額より 8,３１８万 5,０００円減の２億 7,４７８万

2,０００円といたしました。 



 ３９ 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして，歳出でございます。 

 恐れ入りますが，１９７ページをお開き願います。２款１項療養諸費及び１９７ページ下段か

ら次の１９８ページにかけての２項高額療養費につきましては，それぞれ前年の実績等を勘案し

計上したものでございます。 

 １９９ページをごらん願います。中段の３項後期高齢者支援金等から，次の２００ページ中段

の６款介護納付金までにつきましては，それぞれ対象となる医療給付費及び介護給付費等の増減

等を勘案して計上いたしました。 

 ７款１項２目の保険財政共働安定化事業拠出金につきましては，歳入予算でご説明いたしまし

た保険財政共働安定化事業交付金の財源となるものでございますが，交付基準となる対象医療費

がこれまでの３０万円以上から１円以上に拡大されることに伴い，拠出金額につきましては，前

年度予算額より８億 1,１７０万 1,０００円増の１３億 4,０６３万 6,０００円を計上したもので

ございます。 

 ２０１ページをごらん願います。８款１項１目特定健康診査等事業費のうち，１３節委託料 3,

６６９万 8,０００円につきましては，健康診査の受診見込み者数を前年度より２５０人増の 4,

７００人としたことに伴うものでございます。下段の同款２項１目保健衛生普及費のうち，１９

節負担金補助及び交付金 2,３７７万 6,０００円につきましては，人間ドック等健診費補助対象者

数を前年度より３０人増の９００人に拡充したものでございます。 

 続きまして，議案第２８号は，平成２７年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算でござい

ます。 

 ２１１ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億 3,８０２万 1,

０００円とするものでございます。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたし

ます。 

 恐れ入りますが，２１６ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目特別徴収保険料につきましては，３億 4,９２３万 1,０００円，下段の２目普通徴

収保険料につきましては 9,８１６万 2,０００円，合わせまして４億 4,７３９万，3,０００円で，

前年度よりも 1,００２万 9,０００円減じております。減額の主な理由としましては，被保険者の

保険料負担の軽減対象者の増によるものでございます。 

 １段飛びまして，３款１項一般会計繰入金につきましては，１億 8,７４７万 3,０００円とし，

前年度よりも９２１万 1,０００円の増額となっております。増額の主な理由としましては，人件

費などの事務費繰入金及び保険料軽減に係る保険基盤安定繰入金の増によるものでございます。 

 続きまして，歳出でございます。 

 恐れ入りますが，２１９ページをお開き願います。上段の２款１項１目後期高齢者医療広域連

合納付金６億 1,６５６万 6,０００円につきましては，歳入における後期高齢者医療保険料と保険

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。前年度よ

りも１８８万 2,０００円の減額計上となっておりますが，主に後期高齢者医療保険料納付金の減
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によるものでございます。 

 続きまして，議案第２９号は，平成２７年度常陸太田市介護保険特別会計予算でございます。

議案書２２５ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額をそれぞれ５４億５２７

万円とするものでございます。第２条で，一時借入金の借り入れ最高額を３億 1,０００万円と定

めたものでございます。第３条は，歳出予算の流用の定めでございます。主な内容につきまして

は，事項別明細書でご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，２３２ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目の６５歳以上の第１号被保険者保険料につきましては，１億 1,３６６万 2,０００

円増の９億 6,１１９万 1,０００円を計上しております。 

 ３段目の３款１項１目の介護給付費負担金につきましては，介護給付費の増加に伴い，前年度

と比較しまして 1,７７７万 3,０００円増の８億 9,３１１万 4,０００円を計上しております。同

款２項の国庫補助金から次の２３３ページ下段の５款３項の県補助金までは，国及び支払基金並

びに県からの支出金となります。介護給付費及び地域支援事業費の見込み額により，それぞれの

補助率から合計２６億 1,８１８万円を計上したものでございます。 

 ２３４ページをお開き願います。３段目の７款１項の一般会計繰入金につきましては，介護給

付費や地域支援事業費，職員給与費及び事務費等に係る一般会計からの繰入金を８億 3,５５７万

2,０００円計上いたしました。同款２項の基金繰入金につきましては，支払準備基金から 5,３７

１万 7,０００円を繰り入れるものでございます。 

 ２３６ページをお開き願います。歳出でございます。 

 ２３６ページから２３８ページまでが１款総務費でございますが，職員介護認定審査会委員等

の人件費や事務費等を合わせまして１億 4,６９７万 2,０００円を計上いたしました。 

 ２３８ページ下段の１款４項１目の趣旨普及費につきましては，介護保険制度改正に伴い，窓

口説明用パンフレットを作成するため，８２万 1,０００円を計上しております。 

 ２３９ページをごらん願います。２款１項の介護サービス等諸費及び次の２４０ページの同款

２項の介護予防サービス等諸費につきましては，居宅介護サービス給付費等の増額に伴い 2,７０

５万 2,０００円増額の４７億４５３万 8,０００円を計上いたしました。 

 ２４０ページ下段の同款４項の高額介護サービス等費及び２４１ページ中段の同款５項の高額

医療合算介護サービス等費につきましては，サービスの利用者負担の増額により，高額サービス

費の支給額が増加傾向にあることから，前年度と比較して 1,６５６万 8,０００円増の１億 1,０

０２万 7,０００円を計上いたしました。 

 ２４１ページ下段の同款６項の特定入所者介護サービス等費につきましては，前年度の実績額

を勘案し，２億 6,７５８万 4,０００円を計上いたしました。 

 ２４２ページをお開き願います。大きな枠の４款１項１目介護予防二次予防高齢者施策事業費

のうち，１３節委託料につきましては，要介護状態となる可能性の高い生活機能の低下が見られ

た高齢者の方や運動機能向上事業，口腔機能向上事業，栄養改善事業を展開しておりますが，こ

れらの３事業に対して 1,６８０万 1,０００円を計上するなど，２３４ページ上段左側でございま
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すが，介護予防事業費全体で 2,３８４万 9,０００円を計上いたしました。 

 ２４３ページをごらん願います。同款２項の包括的支援事業任意事業費につきましては，前年

度とほぼ同額の 8,９２９万 7,０００円を計上しております。 

 続きまして，議案第３０号は，平成２７年度常陸太田市下水道事業特別会計予算でございます。 

 ２５３ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額をそれぞれ１３億 1,３１７万

5,０００円とするものでございます。第２条は地方債を，第３条は一時借入金の借り入れ最高額

を６億円とするものでございます。主な内容は事項別明細書でご説明いたします。 

 恐れ入りますが，２６０ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目受益者分担金は，特環下水道事業で 2,１０６万 9,０００円，次の同款２項１目受

益者負担金は，公共下水道事業で 1,１４１万 7,０００円，おのおのの事業で分担金，負担金の分

割納付分に加え，新たな加入者を見込んで計上いたしました。 

 ３段目２款１項１目下水道使用料は，昨年実績を勘案し，公共下水道及び特環下水道合わせま

して２億 6,６７８万円を計上するものでございます。 

 １つ飛ばしまして，３款１項１目下水道事業国庫補助金につきましては，補助対象エリアの減

少により，昨年度より 4,０５０万円減の 5,４００万円を計上いたしました。 

 ２６１ページをごらんください。２段目の６款１項１目一般会計繰入金は７億 1,５３２万 6,

０００円を計上，一番下の欄の９款市債は，１目下水道事業債，２目過疎対策事業債合わせて２

億 2,３７０万円を計上いたしました。 

 ２６２ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項１目公共下水道費でございますが，次ページの右側の１３節委託料のうち，中段にご

ざいます下水道長寿命化計画策定業務委託料９３０万円につきましては，過年度の調査結果をも

とに下水道の維持管理方法を分析・検討するものでございます。次の計画策定委託料８５０万円

は，四季の丘はたそめ台団地が市街化区域に編入されることに伴い，下水道整備の事業認可を得

るための業務を委託するもの，また，次の地方公営企業法適用支援業務委託料７３４万 4,０００

円は，公営企業会計を適用するため，法適化基本計画の策定及び固定資産の調査，業務費用など

を計上いたしております。 

 次に，１５節工事請負費の１億 8,６３０万円につきましては，増井町，瑞龍町，小目町などの

管渠整備工事に要する費用を計上したものでございます。 

 ２６４ページをお開き願います。中段の同款２目流域下水道費は，那珂久慈流域下水道建設工

事及び維持管理の負担金１億 1,８６４万円を計上するものです。 

 下の３目特環下水道費の主な内容につきましては，２６５ページをごらん願います。１３節委

託料の中段にございます測量調査設計委託料 1,３００万円は，整備面積５ヘクタールの大里町の

実施設計を委託するものでございます。その他全体の維持管理等に係る委託料など合計 2,７２３

万 6,０００円を計上いたしました。１５節工事請負費 8,９９０万円は，大里町，薬谷町の整備予

定地域約 3.５ヘクタールに要する費用の計上でございます。 

 ２６６ページをお開き願います。中段の２款１項１目下水道施設災害復旧費は，震災後新たに
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被災が確認された新宿町，磯部町ほか３町内の復旧費として，合計 3,８８０万円を計上しており

ます。 

 ３款公債費につきましては，公共下水道建設事業債の元金と利子を合わせて６億 6,３８５万 4,

０００円を計上するものでございます。 

 恐れ入りますが，２５７ページにお戻り願います。第２表は，地方債でございます。地方債を

起こす事業はごらんの４事業で，限度額を合計２億 2,３７０万円とするものでございます。起債

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。後ほどごらんおき願います。 

 続きまして，議案第３１号は，平成２７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。 

 ２７５ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億 6,８６４万 4,

０００円とするものでございます。第２条は，一時借入金の借り入れ最高額を 5,０００万円とす

るものでございます。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，２８０ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目受益者分担金は，滞納繰越分を計上するものでございます。 

 １段飛びまして，２款１項１目農業集落排水使用量は，昨年までの実績に基づく平均汚水量を

算定し，8,７８６万 5,０００円を計上いたしました。使用料減額の理由としましては，利用者数

の減と節水によるものでございます。 

 １段飛びまして，３款１項１目農業集落排水事業費県補助金でございますが，佐都４地区の整

備事業費に対する５年間の補助金で，来年度が最終年度となる推進交付金８２３万 1,０００円を

計上するものでございます。 

 １段飛びまして，５款１項１目一般会計繰入金は，２億 6,１１０万 2,０００円を計上いたしま

した。 

 ２８１ページをごらん願います。下段の７款２項１目雑入でございますが，県が実施する町屋

地区圃場整備に伴う配水管布設がえ工事の補償費等を計上するものでございます。 

 ２８２ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項１目総務管理費でございますが，次ページの上段１３節委託料は，市内９地区の処理

施設保守店業務委託料として合計 6,９４１万 4,０００円を計上いたしました。１５節工事請負費

の 2,５００万円は，里美南部地区農集排処理施設に係る太陽光発電設備工事及び各農集排地区の

維持補修工事に要する費用を計上したものでございます。２５節積立金８２７万 2,０００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。 

 ２８４ページをお開き願います。２款公債費につきましては，農業集落排水事業債の元金と利

子を合わせて１億 7,５９２万 8,０００円を計上するものでございます。 

 続きまして，議案第３２号は，平成２７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。 

 ２９１ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を１億 4,１２５万円とするも

のでございます。第２条は地方債，第３条で一時借入金の借り入れ最高額を 1,０００万円として
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おります。主な内容につきましては，事項別明細書でご説明いたします。 

 恐れ入りますが，２９７ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目受益者分担金は，浄化槽設置見込み件数を５０基分として６５１万円を計上いた

しました。 

 ２款１項１目戸別合併処理浄化槽使用料は，平成２６年度までの設置件数と平成２７年度新規

予定件数を勘案し 3,２６８万 9,０００円といたしました。 

 １つ飛ばしまして，３款１項国庫補助金は，浄化槽設置見込み件数を勘案し 1,０３５万 3,００

０円を計上しました。 

 ４款１項１目一般会計繰入金は，3,４６６万 2,０００円を計上するものでございます。 

 ２９８ページをお開き願います。７款市債は，戸別合併処理浄化槽設置整備事業債に 5,５５０

万円を計上いたしました。 

 ２９９ページをごらんください。歳出でございます。 

 １款１項１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費のうち，右側下段の１３節委託料でございま

すが，浄化槽新設に伴う測量設計の委託料及び既設浄化槽の維持管理費等，合計 3,０１６万円の

計上でございます。 

 ３００ページをお開き願います。１５節工事請負費 6,７７０万円につきましては，新たに５０

基設置する浄化槽工事費を計上してございます。 

 ２款公債費につきましては，戸別合併処理浄化槽事業債の元金と利子を含め，合わせまして 2,

３１３万 3,０００円を計上いたしました。 

 恐れ入りますが，２９４ページにお戻り願います。第２表は地方債でございます。地方債を起

こす事業は，特定地域生活排水処理施設事業で限度額を 5,５５０万円とするものでございます。

起債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。後ほどごらんおき願います。 

 続きまして，議案第３３号は，平成２７年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算でございま

す。 

 ３０７ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を２億 8,０１９万円とするも

のでございます。第２条で地方債，第３条は，一時借入金の借り入れ最高額を 5,０００万円とす

るものでございます。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，３１３ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目分担金は，前年同様に新規加入分４６万 1,０００円を計上いたしました。 

 ２款１項１目簡易水道使用量は，使用水量が減少していることを勘案し，昨年度より３８０万

円減の１億 2,２７０万円を計上いたしました。 

 １つ飛びまして，３款１項１目一般会計繰入金でございます。前年より 2,９４７万 1,０００円

減の１億７６６万円といたしました。 

 ４款１項１目繰越金でございますが，前年度繰越金が見込めることから７００万円を計上いた

しました。 

 １つ飛びまして，５款２項１目雑入は，配水管等布設補償費及び料金収納業務負担金として６
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６５万 3,０００円を計上するものでございます。 

 ３１４ページをお開き願います。６款１項の市債でございますが，１目簡易水道事業債 1,８３

０万円，同項２目過疎対策事業債 1,７４０万円を計上するものでございます。 

 ３１５ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費でございますが，恐れ入りますが，次の３１６ページをお開き願いま

す。右側中段の１３節委託料 1,４４１万 5,０００円は，検針業務委託，浄配水場等管理委託，料

金収納業務委託等を計上するものでございます。 

 下段の１款２項１目維持修繕費でございますが，３１７ページの１３節委託料 1,２２９万 7,

０００円は，水府，里美地区の浄水場保守点検委託及び水質検査委託などを計上いたしました。

１５節工事請負費７００万 8,０００円は，水府，里美地区浄水場の施設整備工事等を計上するも

のでございます。 

 １款３項１目配管費，１５節の工事請負費 4,１５９万円は，里美地区簡易水道事業の配水管布

設がえ工事，県道等道路改良工事による配水管布設がえ工事等を計上するものでございます。 

 下段の１款４項１目給水費につきましては，本年度，里美地区 1,４００戸及び水府地区５６４

戸のメータ器交換が完了し，平成２７年度は水府地区に２２０戸の交換を行うもので 1,８２３万

4,０００円を減じております。 

 ３１８ページをお開き願います。中段の２款公債費でございます。簡易水道事業債ほか元金及

び利子の合計 9,５０９万 5,０００円を計上するものでございます。 

 恐れ入りますが，３１０ページにお戻り願います。第２表は地方債でございます。起債を起こ

す事業はごらんの２事業で，限度額を総額 3,５７０万円とするものでございます。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。 

 ご提案をさせていただく平成２７年度常陸太田市予算の概要は以上でございます。ご審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

○深谷秀峰議長 上下水道部長。 

〔井坂光利上下水道部長 登壇〕 

○井坂光利上下水道部長 議案第３４号及び議案第３５号について，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２７年度常陸太田市水道事業会計予算について，別冊の常陸太田市

公営企業予算書により説明させていただきます。 

 恐れ入りますが，３ページをお開き願います。 

 第１条は総則でございます。 

 第２条は業務の予定量で，給水戸数１万 8,３８８戸，年間総給水量は５１５万 4,８３６立方メ

ートル。１日平均給水量にしますと１万 4,０８４立方メートルとなります。主要な建設改良事業

につきましては１億 7,５４３万 5,０００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でございます。収入につきましては，第１款水道事業収

益が１３億９０９万 7,０００円でございます。これは対前年度比 2.８％の減となります。次に支



 ４５ 

出でございますが，第１款水道事業費用が１２億 9,６２４万円でございます。対前年度比 2.５％

の減となっております。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。４ページをお開きいただきます。収入

につきましては，第１款資本的収入が 6,５８６万円で，対前年度比５2.６％の減となっておりま

す。次に，支出でございますが，第１款資本的支出が５億 3,３２０万 1,０００円で，対前年度比

7.４％の減となっております。 

 恐れ入りますが，３ページにお戻りいただきまして，資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額４億 6,７３４万 1,０００円は，過年度分損益勘定留保資金４億 2,３４４万 5,０００円，

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,１２２万円及び当年分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額 1,２６７万 6,０００で補填するものといたします。 

 第５条は，企業債の定めでございます。起債の目的は，配水管整備事業で限度額を 2,１９０万

円と定めるものでございます。 

 第６条は，一時借入金の限度額で 5,０００万円と定めます。 

 次のページに参りまして，第７条は，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と定めるものでございます。 

 第８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。 

 第９条は，他会計からの補助金で，補助を受ける金額を 4,７４４万 1,０００円とするものでご

ざいます。 

 第１０条は，棚卸資産購入限度額で 1,５６３万 9,０００円と定めます。 

 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。 

 ３６ページをお開き願います。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目給水収益１万 8,３８８戸，１０億７８１８万７０００円で，対前年度１００

万 1,０００円の減を見込んでおります。 

 次のページに参りまして，２項２目１節一般会計補助金でございますが，未給水地域解消事業

の企業債利子相当額及び宮の郷工業団地の固定資産減価償却相当額並びに一般会計繰り出し基準

に基づく繰入金など，トータル 4,７４４万 1,０００円で，対前年度 1,１５５万 4,０００の減で

ございます。３目長期前受金戻入ですが，償却資産の取得財源を減価償却に合わせて順次収益化

するものでございまして，１億 3,０２９万 5,０００円，対前年度９２５万 6,０００円の減でご

ざいます。 

 次に，３８ページの支出でございます。１款１項営業費用の１目原水及び浄水費は２億 2,０３

３万円で７１９万 6,０００円の増となっております。これは瑞竜浄水場，内田浄水場，金砂郷の

３浄水場及び取水関連施設の維持管理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，３９ページの１０節委託料 6,１９７万 2,０００円，１３節の修繕費 2,５６２万 7,０００円，

１４節の動力費 9,１７３万 6,０００円，１７節負担金７１１万 1,０００円などでございます。 

 なお，委託料につきましては，浄水場管理の全面委託に要する経費 2,４００万 9,０００円を予

算化しております。 



 ４６ 

 ４０ページをお開きいただきたいと思います。２目配水及び給水費１億 5,６４６万円で，対前

年度 1,７８４万 6,０００円の減でございます。これは送配水ポンプ場，配水管，量水器など維持

管理費用でございます。主なものは人件費のほか，４１ページの１１節委託料 3,１７０万 5,００

０円，１４節の修繕費３５１万 9,０００円，１６節の動力費 2,１７６万円などでございます。 

 ４２ページをお開きいただきます。４目総係費１億 1,７７２万円は，対前年度５６７万 3,００

０円の減でございます。これらの費用は管理的な費用を計上したもので，主なものは人件費のほ

か，４３ページの１３節委託料 1,９６４万 7,０００円，１５節賃借料７６５万 4,０００円など

でございます。 

 ４４ページをお開き願います。５目減価償却費でございますが，５億 9,０６６万 3,０００円で，

前年度より７７５万 8,０００円の増でございます。２項営業外費用につきましては，１億 8,４９

４万円で，対前年度２１４万 7,０００円の減でございます。これは主に１目支払利息及び企業債

取り扱い諸費が減額になったことによるものでございます。 

 ４５ページの３項特別損失につきましては，昨年度，地方公営企業会計制度の改正に伴い，人

件費などの移行経費を計上したものでございます。本年度はございません。 

 次に，４６ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入でございます。 

 資本的収入につきましては 6,５８６万円で，対前年度 7,３２１万 6,０００円の減でございま

す。これは主に新設浄水場の完了により事業費が減額となったことから，１項企業債及び３項出

資金の減によるものでございます。 

 ４７ページに参りまして，支出でございますが，１款１項１目の上水道拡張費 4,６０５万 6,

０００円は，新設浄水場関連事業の完了により，対前年度 8,２７７万 5,０００の減でございます。

１節委託料 4,１２７万 1,０００円の主なものは，佐竹配水池から磯部町への配水管整備に伴い，

ＪＲ水郡線の推進工事委託 4,００６万 8,０００円のほか，茅根取水場の用地測量９９万 4,００

０円及び不動産鑑定委託料２０万 9,０００円を計上しております。２節工事費４６３万 7,０００

円は，磯部町への配水管整備に伴う工事費，新地浄水場の取水ポンプ設置工事を予算化しており

ます。２目上水道改良費１億 2,０８９万 7,０００円は，対前年度 2,１４４万 4,０００円の増で

ございます。２節工事費でございますが，単独事業が２路線，公共下水道関連事業が６路線，建

設課事業関連が６路線，県工事関連事業が３路線の１７路線の配水管布設がえ工事及びポンプの

更新工事等を予算化しております。 

 ４８ページをお開きいただきます。２項１目企業債償還金３億 5,７７６万 6,０００円は，対前

年度 1,４５５万円の増でございます。 

 なお，７ページから３５ページまで予算に関する説明書がございますので，後ほどごらんいた

だきたいと存じます。 

 続きまして，議案第３５号平成２７年度常陸太田市工業用水道事業会計予算についてご説明申

し上げます。 

 恐れ入りますが，４９ページをお開き願います。 

 第１条は総則でございます。 



 ４７ 

 第２条は業務の予定量でございます。金砂郷工業用水道事業において木質バイオマス発電事業

所に給水を開始することから，給水事業所数を４社，年間総給水量は８４万 6,７５０立方メート

ル，１日平均給水量 2,５００立方メートルといたしました。主要な建設改良事業につきましては，

１億 7,５４３万 5,０００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

款工業用水道事業収益１億１７９万 5,０００円で，対前年度比３8.８％の増となっております。 

 次に，支出でございますが，第１款工業用水道事業費用 9,４５５万 5,０００円で，対前年度比

４1.３％の増となっております。 

 ５０ページをお開きいただきます。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 2,６２７万 9,０００円で，対前年度比８5.７％の増となって

おります。支出につきましては，第１款資本的支出 4,７９５万円で，対前年度比３2.７％の増で

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 2,４６７万 1,０００円は，当

年度分損益勘定留保資金 2,１１３万 2,０００円，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額５３万 9,０００円により補填するものといたします。 

 第５条は，企業債の定めでございます。起債の目的は，水源及び送配水施設更新事業で，限度

額を 1,８２０万円と定めるものでございます。 

 第６条は，一時借入金の限度額で 1,０００万円と定めます。 

 第７条は，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

と定めるものでございます。 

 第８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９条は，他会計からの補助金で，補助を受ける金額は 2,５５０万円といたします。 

 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。 

 恐れ入りますが，８０ページをお開きいただきます。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目給水収益は 4,５６０万 5,０００円で，対前年度 1,４５６万 4,

０００円の増額を見込みました。これは金砂郷工業用水道事業において，木質バイオマス発電事

業所が７月１日より給水を開始することによるものでございます。２項営業外収益の２目他会計

補助金は 2,５５０万円で，３５８万 8,０００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。３目長期前受金戻入につきましては，償却

資産の取得財源を減価償却に合わせ順次収益化するものでございまして，1,３２７万 9,０００円

でございます。４目雑収益においては，経営経費負担金など 1,３００万 8,０００円を計上してお

ります。 

 ８１ページの３項特別利益でございますが，金砂郷工業用水道事業において計上されていなか

った長期前受金戻し入れ４３８万円を計上しております。 

 ８２ページをお開きいただきます。支出でございます。なお，支出におきましても，平成１９

年度より休止していた金砂郷工業水道事業を再開するため，それぞれの費目において予算が増額

となっております。 



 ４８ 

 １款１項１目原水及び浄水費 2,６１８万 4,０００円は，浄水場などの維持管理のための経費を

計上したもので，対前年度３３３万 4,０００円の増でございます。主なものは５節委託料９３２

万 8,０００円，８節修繕費３１０万 1,０００円，９節動力費５９３万 3,０００円などでござい

ます。 

 ８３ページに参りまして，２目配水及び給水費８３７万 5,０００円につきましては，宮の郷工

業用水配水池に係る管理経費を計上したものでございます。３目総係費 2,２０８万 2,０００円で，

対前年度５７７万 8,０００円の増でございます。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。 

 ８４ページに参りまして，４目減価償却費 2,５３９万 8,０００円は，対前年度３４１万 7,０

００の増となっております。 

 ８５ページの２項営業外費用１目支払い利息及び企業債取扱い諸費１００万 8,０００円は，対

前年度比６９万 7,０００円の減となっております。３項特別損失１目過年度損益修正損につきま

しては，金砂郷工業水道事業の一時休止中における減価償却費相当額４３８万円を計上するもの

でございます。２目その他特別損失につきましても，会計制度再開に伴い，新地方公営企業会計

制度移行に伴って発生する費用を予算化したものでございます。 

 ８６ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入でございますが，１款１項の企業債

1,８２０万円については，金砂郷工業水道事業稼働に伴い，テレメーター更新工事の財源として

借り入れるものでございます。２目出資金につきましては，一般会計よりの出資金でございます

が，元金償還の減額により６０７万 2,０００円減の８０７万 9,０００円を予算化いたしました。 

 ８７ページの支出でございます。１款１項建設改良費につきましては，高貫浄水場の凝集剤注

入設備高濁度対応工事４１０万 4,０００円，金砂郷工業水道事業稼働に伴うテレメーター更新工

事 1,８２７万 4,０００円などを計上しております。 

 ２款１項企業債償還金 2,５４１万 1,０００円は，借入額の一部が満期償還を迎えたため，対前

年度 1,０７２万 1,０００円の減でございます。 

 なお，５３ページから７９ページまで，予算に関する説明書がございますので，後ほどごらん

いただきたいと思います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○深谷秀峰議長 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，３月６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１７分散会 


