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提案理由の説明 

（平成３０年９月定例会）

はじめに 

 平成３０年９月定例会の開会に当たり、提案理由の説明に入ります前

に、最近の諸情勢や市政に関する所信の一端を申し述べ、議員の皆様の

ご理解とご協力を賜りたいと存じます。

今年の梅雨明けは、平年より１５日早く、昨年より２４日早い７月９

日でありました。それ以降、３５度を超す猛暑日が続き、連日、熱中症

予防の注意喚起の報道がなされました。９月に入りましたが、まだしば

らくは暑い日が続くとの予報も出されており、体調管理には十分ご注意

いただきたいと思います。また、手塩にかけて育てられた農作物の収穫

時期を迎えており、稲刈り作業も順調に進んでいるようです。農業関係

者の皆様と共に、実り多い秋となるよう願っております。

今年の暑い夏、南砺を彩る各地域のイベントも、地元の皆様や各種団

体が入念に準備を進められ、それぞれ盛大に開催されました。福光ねつ

おくり七夕祭り、いなみ太子伝観光祭、赤祖父夏まつり、スキヤキ・ミ

ーツ・ザ・ワールドなどの他、昨日まで、ＴＯＧＡサマーフェスティバ

ルが開催されました。いずれも多くの方々に参加をいただき、夏の風物

詩として南砺市の魅力を県内外に発信することができ、関係者の皆様に

は深く感謝を申し上げます。

さて、本年７月に発生した西日本豪雨災害は、２００名以上の方がお

亡くなりになり、今もなお甚大な被害の爪痕を残しております。災害発

生時、被災者の「自分の家は大丈夫だと思った」「避難する緊急性を感
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じなかった」という思い込みが被害の拡大に繋がったとの報道もあった

ところです。常日頃から身を守る心構えが大切であることを改めて考え

させられたところです。

当市におきましては、先月２６日に福光中学校を主会場とし、地域防

災対策の確立と防災意識の高揚を目的とした南砺市総合防災訓練を実施

したところです。昨年度に策定した業務継続計画（地震編）の災害発生

時における初動体制として、避難所運営や備蓄品の手配・輸送業務につ

いて、担当課の非常時優先業務を確認するとともに、要配慮者の受け入

れを想定した避難所運営についても、現地で訓練を行いました。行政に

おいては、災害対策対応業務の重要な役割を担うとともに、災害時であ

っても継続して行わなくてはならない通常業務を抱えています。大規模

災害発生時であっても、迅速かつ適切な業務が執行できるよう「南砺市

業務継続計画（風水害編）」を現在策定中であります。職員自らが非常

時優先業務を抽出し、各課の役割分担を明確にすることで、行政事務が

停滞することのないよう、職員自らの手で作り上げ、万が一の場合に備

えてまいりたいと存じます。

 また、７月３１日には「第５回南砺市夏休み子ども議会」の開会式を

行い、公募で当選した市内小学校５・６年生７名の子ども議員の皆さん

に当選証書を付与いたしました。私からは「皆さんからの意見をしっか

り受け止め、これからの南砺市のために、できる限り活かしていきたい

と思います。」とお伝えしました。子ども議員の皆さんには、地元野菜

を活用した食による地域活性化、地域資源の循環、南砺の文化の継承、

妊娠から子育てまで切れ目のない支援を行う南砺市型「ネウボラ」など、

市の取組と今後の課題について学んでいただきました。そして、先月

２５日の子ども議会最終日には、それぞれが思い描く市の将来像につい
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て、意見や提案を「ぼくが わたしが市長だったら」というテーマで作

文にまとめて発表していただきました。森林の保全や利活用、伝統の継

承、食のブランド化など発想力豊かな施策や市の活性化へのアイデアが

多数提案され、それぞれ私から答弁いたしました。子ども議会は、市政

に触れ、まちづくりについて興味を持っていただくとともに、将来の南

砺市を考えてもらう大変良い機会であります。一旦南砺を離れても必ず

や古里へ戻り、南砺を守っていただきたいと心から願っているところで

す。

 また、７月１８日には、今年で１０回目を数える「南砺市女性議会」

が開会し、１４名の女性議員の皆様に当選証書を付与いたしました。現

在は、１１月１９日の最終日に向けて、３つの委員会ごとに市政を学ん

でおられることと思います。これからのまちづくりについて、女性の視

点からも様々なご提言を賜りたいと思っております。

次に、平成２９年度決算を踏まえた、今後の財政見通しについて申し

上げます。平成１６年１１月に誕生した南砺市は、財政的には歳入の約

４割を占める普通交付税の合併算定替や、合併特例債という特例措置を

受けてまいりましたが、２０１９年度をもってその措置の終了を迎えま

す。２０２０年度以降、財政構造的には本来あるべき姿に転換すること

となり、現役世代の私たちが、将来を担う子ども達に明るい未来を繋ぐ

ための改革を、これまで以上に強力に推進していかなくてはなりません。

普通交付税につきましては、２０２０年度に一本算定に完全移行すると

ともに、２０２１年度には前年の国勢調査人口が反映されることから、

本年度の交付額と比較すると、３年後には約９億円の減額が想定されま

す。また、合併特例債は２０１９年度で発行限度額に達することから、

２０２０年度以降は充当率や交付税措置率等の低い起債での対応を余儀
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なくされることから、投資的経費を賄う当該年度の一般財源の確保や、

後年度における償還金に係る負担が大変懸念されるところです。また、

歳出面においても、福祉、子育て等に係る扶助費は、今後も右肩上がり

の伸びを示すと見込まれ、公共施設の譲渡に向けた改修及び解体費、庁

舎再編にかかる経費や全国規模の大会開催等、臨時的な経費の増嵩が、

より一層の財政圧迫を招くと危惧されるところです。

現在作業中の２０１９年度から２０２１年度までの３ヶ年にわたる総

合計画実施計画の策定に当たりましては、これらの財政見通しを踏まえ、

新たに加わる２０２１年度計画分につきましても、引き続き一般行政経

費の一般財源ベースと投資的経費の事業費ベースでマイナスシーリング

を前提に見込むこととしているところです。特に、２０１９年度には、

現行の南砺市総合計画の他、南砺幸せなまちづくり創生総合戦略事業の

最終年を迎えます。２０２０年度に策定する次期総合計画へ引き継ぐも

のや効果が見込めず廃止するものなど、これまでの事業効果をしっかり

見極め、引き続き人口減少対策等にしっかりと取り組んでいくこととし

ております。

最後に庁舎機能再編についてであります。

これまでも全議員ご出席のもと、２年半余りにわたり協議の場を設け

ていただき、厚く感謝を申し上げます。本定例会において「南砺市役所

の位置を変更する条例」を上程しておりますが、これまでの議論と併せ

て、庁舎機能の再編や行政センターのあり方検討に伴う定員適正化計画

の見直しについても協議を重ねてまいりました。また、分庁舎のある

４地域において今後のまちづくりの方向性について検討いただいており、

その状況も報告させていただいたところであります。今後は、地域にあ

る様々なご意見を踏まえて重点テーマを設定するなど、具体的な取組に



- 5 - 

ついて議論を深めていただき、各地域のまちづくりの提言としてまとめ

ていただくこととしております。折しも、本年度から次期総合計画の策

定作業に着手いたします。これまで真剣に取り組んでいただいた「これ

からのまちづくり議論」を市の最上位計画である総合計画にしっかりと

落し込むなど、できることから早々に取り組んでいけるよう進めてまい

りたいと思いますので、議員各位におかれましては引き続きご指導賜り

ますようお願い申し上げます。

 それでは、提案いたしました議案について、提案理由とその概要をご

説明申し上げます。

まず、平成３０年度予算についてであります。 

 議案第７２号の南砺市工業用地造成事業特別会計は、新規事業として

吉江中工業用地造成事業に着手するため、測量設計業務委託を始めとし

た関連予算を計上するもので、710 万 5 千円を当初予算として編成し、

上程するものであります。歳入は市債と前年度繰越金を計上しておりま

す。 

続きまして、平成３０年度補正予算についてであります。 

 議案第７３号から第７７号までは、一般会計、特別会計及び企業会計

５件について、補正予算を調製し、議会の議決を求めるものであります。

 はじめに、議案第７３号の南砺市一般会計補正予算（第３号）につい

て、補正の概要を申し上げます。９月補正予算では、補助事業等の採択、

当初予算編成後に生じた事由に基づく新規事業及び事業の中間調整、施

設等の修繕や災害復旧に必要な予算などを補正するものであります。
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 まず補助事業等の採択では、総務費の再生可能エネルギー推進費に

6,173 万円を計上いたしました。本年７月に公益財団法人日本環境協会

から、再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業補助金の内示が

あったもので、森林の保全と地域の木質バイオマスエネルギーの利用を

促進するため、くろば温泉へ薪ボイラーを導入する事業費等を計上する

ものであります。次に、戸籍住民基本台帳費に 631万円を計上しており

ます。政府が主導する「女性活躍加速のための重点方針 2017」に基づき、

一億総活躍社会実現のため「女性活躍」を中核と位置付け、女性一人ひ

とりが自らの希望に応じて活躍できる社会づくりのための取組として、

住民票や個人番号カードに旧姓を併記できるよう、昨年度に引き続き段

階的にシステム改修を行うものであります。

 民生費では、災害救助費に 750万円を計上しております。今年の大雪

に係る災害弔慰金につきましては、同一災害によって２以上の都道府県

で災害救助法が適用されたことから、国内全ての市町村において被災者

やご遺族に対しての弔慰金の支給が可能となりました。南砺市では、除

雪作業中に２名の方がお亡くなりになられましたので、条例の規定に基

づき、災害弔慰金を支給するものであります。

 農林水産業費では、県単土地改良費に、県から土地改良区施行事業補

助金及び散居景観保全事業補助金の追加内示があったことなどから、

1,366万円を増額計上しております。

 商工費では、観光推進費にインバウンド講習会経費として 10 万円を

計上しております。公益財団法人日本観光振興協会からの助成により、

急増するインバウンドに対して観光・商工事業者や市民を対象に、「な

ぜ今インバウンドなのか」「インバウンドで稼ぐには」をテーマに、意

識の高揚を図る講習会を開催するものであります。



- 7 - 

土木費では、本年度の社会資本整備総合交付金等が交付決定されたこ

とに伴い、本年度からの新たな道路整備５箇年計画の着実な進捗を図る

ため、次年度からの前倒し着手も踏まえ、路線間事業費の組換えや、工

種ごとの予算科目の精査を行うものであります。

消防費では、消防団運営費に消防団員等公務災害補償等共済基金より

安全装備品整備事業助成金の内示があったため 67 万円を計上し、活動

中の安全確保のため、各分団にシールド付き防火帽を配備するものであ

ります。

次に、新規事業及び事業の中間調整につきましては、総務費の行政改

革推進費に 324万円を計上しております。現在、分庁舎のある４地域毎

に取り組んでいただいております「まちづくり検討会議」について、そ

の協議・検討に時間を要していることから、各地域８回分の開催経費の

増額を計上するものであります。また、財産管理費に 49万円を計上し、

学校施設を除く市内公共施設のブロック塀の安全点検調査を実施いたし

ます。大阪府北部地震による痛ましい事故を目の当たりにして、市有施

設の安全性の確保を図るためのものであり、調査結果が出ましたら速や

かな対応に努めてまいります。なお、学校施設につきましては既に調査

を終え、小中学校３校のブロック塀の改修工事費を、今回の補正予算に

計上しております。企画費に 726万円を計上し、そのうち次期総合計画

策定費として 484万円を増額計上しております。市民の意向調査、主に

転出者へのアンケート調査や、旧４村地域ごとの「まちづくり検討会議」

を実施し、南砺市の将来像や政策等に係る指標の分析・情報収集に努め

てまいります。なお、支援業務委託につきましては、債務負担行為を設

定して２ヶ年の契約とし、継続性のある業務内容としてまいります。ま

た交流費には、紹興市友好関連事業経費として 356万円を計上しており
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ます。先月には、紹興市の新市長、盛
せい

閲
えつ

春
しゅん

氏をはじめ２４名の皆様が来

訪され、新市長就任のお祝いを申し上げたところであります。また、今

年は紹興市友好都市締結３５周年に当たり、１１月には記念式典のため

訪中を予定しております。今後とも紹興市との末永い更なる友好関係を

築いてまいります。

民生費の児童育成費に 273万円を計上し、２０２０年度からの第２期

南砺市子ども・子育て支援事業計画を策定いたします。就学前児童、小

学生の保護者や妊婦の皆様のニーズを把握し、妊娠・出産から子育てに

かけての切れ目のない支援体制を構築するとともに、幼児期の質の高い

保育・教育及び地域の子育て支援の充実を図り、親としての生きがいを

感じながら子育てができる南砺市を目指してまいります。

衛生費の保健衛生施設管理費に 1,397万円を計上し、公立南砺中央病

院３階病床転換に伴う保健センター等の移転に係る改修工事実施設計業

務を行います。

農林水産業費の特産物振興対策費に 98 万円を計上し、１１月１日か

ら３日間、新宿駅南口エリアで開催される「ルミネアグリマルシェ」に

参加する市内の若手農業者を支援いたします。このプロジェクトは、ア

クセスが抜群の新宿駅において、農業者が特産品や加工品等を直接販売

することで、単なる販路拡大や利益追求ではなく、生産者と消費者を双

方向で繋ぐ仕組みづくりを目指すとともに、新たなコミュニケーション

を生み出し、地域の魅力創出を期待するものであります。

 教育費の事務局運営費には、２０２１年４月に開校を予定している（仮

称）井口地域義務教育学校の校舎改修のための基本計画策定費として

50万円を計上しております。小中学校９年間を見通して展開する教育活

動、学年区分に応じた指導のあり方、学校環境や施設整備について、井
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口地域小中一貫校設置協議会の協議を踏まえながら策定してまいります。

教育センター運営費に 25 万円を計上し、国及び県のいじめ防止基本方

針改定を受けて、南砺市いじめ防止基本方針を改定するとともに、来春

の新小学１年生も含めた全児童・生徒にリーフレットを配布いたします。

また、先般の富山市奥田交番襲撃事件に絡んだ学校における凶悪事件の

発生を受け、市内小中学校における監視体制の強化が求められることか

ら、小学校４校に不審者侵入防止対策として、防犯カメラの設置費用と

して 1,079万円を小学校施設整備に計上しております。同じく防犯対策

として、小中学校、保育園や児童館に防犯スプレーを配備するとともに、

刺
さす

股
また

が未設置の施設には追加配置いたします。保育士や教職員には、日

頃からその使用方法を熟知し、不測の事態に対応できる体制と心構えを

持ち続けることが大切であると考えております。

 旧上平中学校校舎と旧五箇山山村開発センターについてですが、公共

施設再編計画により利用目的の変更も含めて利活用提案の公募を行いま

したが応募がなく、今後の解体の方針が決定したことから、解体工事に

係る実施設計業務を各費目に 303万円を計上しております。

次に公債費についてですが、元金償還費として 8億 7,574万円を計上

しております。平成２９年度決算をもとに、平成３１年度以降の財政見

通しを再計算した結果、２０２１年度以降一般財源不足が生じる見込み

であることから、今回の補正では、前年度繰越金の２分の１を下回らな

い額について、繰上償還を実施することとしております。今回は地方公

共団体金融機構が返済先であり、公債諸費として計上する 9,866万円の

補償金が必要ではありますが、実質的な後年度の利払い金は、約 3,500

万円の軽減が見込まれ、今後の公債費に係る一般財源負担の圧縮と、実

質公債費比率を始めとした各種財政指標の適正化に努めるものでありま
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す。

 次に、経年劣化による施設の修繕につきましては、民生費の社会福祉

施設運営費に、井波交流館「ラフォーレ」レストラン壁面タイルの剥離

修繕や音響設備の更新費用として 209万円を、高齢者施設運営費に、ふ

く満デイサービスセンター駐車場消雪設備修繕及び昇降式介護浴槽更新

費用等として、1,011 万円を計上しております。なお、施設の修繕につ

きましては、消防法など法令等の規定により緊急に対応する必要がある

場合や、市民の生命又は身体に危害が及ぶおそれがある場合、施設や設

備の障害によりその運営上著しく支障が生ずる場合にあっては、別途予

備費で対応することとしております。

災害復旧費につきましては、７月上旬の梅雨前線豪雨災害復旧及び融

雪災害復旧として林道維持費に 611 万円、農業用施設等災害復旧費に

186万円、林道災害復旧費に 4,759万円をそれぞれ計上し、対応するこ

ととしております。

これら補正予算の財源は、社会資本整備総合交付金などの国県支出金、

寄附金、過疎債・合併特例債などの市債や特定目的基金繰入金を充て、

なおも不足する財源には前年度繰越金を計上しております。

 今回の補正総額は 16 億 1,467 万 1 千円となり、今年度の一般会計予

算累計は、330億 5,428万 5千円となります。

 議案第７４号の南砺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

では、前年度の療養給付費等負担金と退職者医療交付金の確定に伴う過

年度分返還金 1,882万円を計上するものです。歳入は前年度繰越金を計
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上いたします。

 議案第７５号の南砺市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第

１号）では、本年４月以降、在宅酸素を利用する患者が増加しており、

その医療機器の賃借料について予算不足が見込まれることから、255 万

6千円を計上し、歳入は診療収入を計上しております。

 議案第７６号の南砺市介護事業特別会計補正予算（第２号）では、生

活支援ハウスにおける施設修繕、空調機器等の更新による必要経費とし

て 190万 8千円を計上し、歳入は一般会計繰入金を計上しております。

 議案第７７号の南砺市病院事業会計補正予算（第１号）では、資本的

支出において 1,438万 4千円を計上しております。現在の地域連携室が

公立南砺中央病院内の奥まった場所にあり、利用者から「場所がわから

ない」「待合スペースがない」など苦情が相次いでいることから、１階

ロビーへの移転に伴う改修工事費と、経年により支障が生じている心電

図解析システムの更新を行うものであります。

条例その他 

 議案第７８号の南砺市役所の位置を変更する条例の制定につきまして

は、現行の分庁舎方式を改め、現在の福光庁舎を統合庁舎とすべく、地

方自治法第４条第１項の規定に基づき、「南砺市役所の位置を変更する

条例」を制定し、併せて「南砺市役所の位置を定める条例」を廃止する

ものであります。

 議案第７９号及び第８０号につきましては、公共施設再編計画に基づ
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く施設の取壊し及び譲渡に伴い、該当施設を条例の規定から削るもので

あります。

 議案第８１号の南砺市立福光中部小学校長寿命化改修（第２期）建築

主体工事請負契約の変更につきましては、本年４月臨時会で議決を経た

予定価格 1億 5,000万円以上の工事請負契約について、契約額の変更に

関し議決を求めるものであります。

 議案第８２号から第８４号までにつきましては、予定価格が 2,000万

円以上の動産の買入れに関し、条例の規定に基づき、議会の議決を求め

るものであります。

 議案第８５号の訴えの提起につきましては、旧ファブリカトヤマ跡地

に係る産業廃棄物処理費用等について、相手方が支払に応じないため、

裁判所に訴えを提起すべく、地方自治法第 96条第 1項第 12号の規定に

より、議決を求めるものであります。

 報告第５号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定によ

り、南砺市の財政状況を示す４つの健全化判断比率及び南砺市が所管す

る公営企業の経営状況を示す資金不足比率について、監査委員の意見を

付して報告するものであります。

 認定第１号から第１１号までは、平成２９年度の南砺市一般会計、

７特別会計及び３企業会計の計１１会計の決算認定についてであります。

各会計の決算につきましては、監査委員による監査をいただきましたの

で、審査意見書を付して議会の認定をお願いするものであります。監査

委員各位には、何日間も詳細に審査いただきましたことに対し、この場

をお借りして厚くお礼申し上げます。

 また、市の出資等に係る法人の経営状況に関する説明書を提出いたし

ております。
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 以上、本定例会に提出いたしました議案について提案理由を説明いた

しましたが、慎重ご審議の上、適切な議決を賜りますようお願い申し上

げます。


