
  【平成２ ４年３ 月定例会 （ 第１回 ）】  
開会にあた り、一 言ご挨 拶を申し 上げます。  
本日は、 平成２ ４年３ 月市川 三郷 町議会第 １回定 例会を 招集

致しまし たとこ ろ、議 員各位に お かれまし ては、 全員のご 出席

を賜り、 ここに 定例会 が開会で き ますこと に、厚 くお礼を 申し

上げます。  
また平素 町行政 の進展 にご理 解と ご協力を いただ いてお りま

すことに、 併せて 感謝を 申し上げ ます。  
未曾有の 国難と いうべ き東日 本大 震災から 、今週 の日曜 日、

３月１１ 日で１ 年とな ります。 亡 くなられ た方、 いまだに 行方

の分から ない方 は１万 ９千人以 上 でありま す。あ らためて 、哀

悼の意を 表すと ともに 、国を挙 げ ての１日 も早い 復旧復興 を念

ずるもので ありま す。  
 
平成２４ 年度当 初予算 の概要 でご ざいます が、一 般会計 およ

び１５の 特別会 計の予 算総額は １ ３８億３ ，３５ ３万円、 対前

年度比マイ ナス０ ．１７ ％、２， ４２４万円 の減で ありま す。  
 
一般会計は 、８１億３ ，８ ００万 円 、対前 年度費 マイナス ３．

１％、２ 億５， ９００ 万円の減 で あります 。主な 要因とし て、

公債費で 対前年 度費マ イナス９ ． ０９％、 １億２ ，８００ 万円

の減などで ありま す。  
 
特別会計は ５６億 ９，５００ 万円、対前年度比 プラス ４．３％ 、

２億３，５ ００万 円の増 でありま す。  
 この主 な要因 として 、国民健 康 保険の保 険給付 費７，１ ００

万円の増 、１３ 億９， ６００万 円 。介護保 険の保 険給付費 ６，

９００万 円の増 、１７ 億５００ 万 円。後期 高齢者 医療連合 納付

金２，３ ００万 円の増 、１億９ ， ９００万 円。簡 易水道維 持管

理費１， ２００ 万円の 増、施設 改 良費３， ５００ 万円の増 。公

共下水道事 業２， ７００ 万円の増 などであり ます。  
 
一般会計 の特徴 としま しては 、昨 年３月１ １日発 災の東 日本

大震災を教 訓に、 防災対 策と学校 施設の耐震 化等で ありま す。  
 
防災対策 の充実 として 、ドク ター ヘリの離 着陸が 可能な 地域

緊急搬送 拠点を 整備す るための 設 計業務、 孤立の おそれの ある

集落への 衛星携 帯電話 整備事業 は 継続して 実施し 、本年度 は５

地区で実施 します 。継続 事業の自 主 防災資機材 整備費 用の助 成、

耐震性貯水 槽整備 事業、 防災倉庫 設置事業等 であり ます。  
 
学校施設 の耐震 化では 、今年 度、 六郷中学 校特別 教室棟 の改

築事業を 実施し ます。 これによ り 、学校施 設はす べて耐震 化が

完了するこ とにな ります。また、震 災時に発生 が想定 されま す、

窓ガラス の飛散 につき ましても 、 飛散防止 フイル ムの貼付 を計

画的に実施 します 。  



 
子育て支 援対策 につき まして は、 東日本大 震災で の、福 島第

一原子力 発電所 事故に よる、放 射 性物質の 放出を 受けて、 町内

で定期的 に放射 性物質 を測定で き る測定器 を購入 いたしま す。

そのほか 、ヒブ ワクチ ン、小児 肺 炎球菌、 日本脳 炎、子宮 頸が

んワクチ ン接種 事業、 子育て医 療 費助成事 業、フ ァミリー サポ

ート事業 及び学 童保育 事業など 、 子育て支 援対策 を継続実 施し

ます。  
 
地域振興 対策と して、 帯那地 区に あります 町有宅 地造成 地の

２区画に、 定住促 進住宅 を２棟建 設し、定住 促進を 図りま す。  
これにつ きまし ては、 応募申込 み は９世帯 ござい まして、 子ど

もさんが ３人い らっし ゃる世帯 ２ 世帯を決 定させ ていただ きま

した。  
また、大 同地区 と、旧 鰍沢と の境 界の、山 王地区 に計画 され

ておりま す土地 区画整 理事業（ 事 業認可申 請者は ３月まで 山王

土地区画 準備委 員会、 ４月から は 山王土地 区画整 理組合と なり

ます）での 、町道 等の用 地取得を 予定してお ります 。  
大同地区 公民館 建設事 業では 、今 年度は建 設予定 地の用 地取

得および下 水道管 の敷設 などであ ります。  
 
主な継続 事業と しまし て、町 道岩 間久那土 線改良 事業、 町道

宮原一本 松線新 設改良 事業、町 道 網倉日向 線改良 事業、町 道矢

作上野線新 設改良 事業（ これは三 珠陸橋でご ざいま す）、町道町

屋川浦線 新設改 良事業 、市川地 区 中央部ま ちづく り事業な どで

あります。  
 
地方債残 高（町 の借金 ）です が、 臨時財政 対策債 を含む 地方

債残高は 、合併 直後の 平成１８ 年 度末で、 ２６２ 億８，７ ００

万円であ りまし たが、 平成２４ 年 度末では 、２４ １億円を 見込

んでおり ますの で、平 成１８年 度 末対平成 ２４年 度末で、 ２１

億８，７ ００万 円の減 となりま す 。６年間 で、２ １億８， ７０

０万円減少 するこ ととな ります。  
 
実質公債費 比率（ 借金依存 度）は、平成１８年 度の１ ８．３％

から平成 ２３年 度は１ ２．９％ 、 さらに平 成２４ 年度は１ ２．

０％を見 込んで おりま す。借金 が 減ること で借金 依存度も 比例

して下がっ ており ます。  
 
本日、ご 提案申 し上げ ます案 件は 、専決処 分承認 ２件、 契約

締結１件 、組 合規約の 変更１ 件、条 例制定１件 、条例改正 ７件、

補正予算 １２件 、当初 予算１８ 件 、町道路 認定１ 件、合わ せて

４３案件で ありま す。  
それでは、 提案理 由の説 明を申し 上げます 。（以 下省略 ）  

 
市川三郷町 長 久 保 眞 一   


