
伯耆町議会全員協議会 

提出案件 

平成２７年２月２３日 

伯耆町 総務課 



案 件 名 概 要 

伯耆町町民の森条例の制定について

本年度末に完成予定である「伯耆町町民の森」の設置について、

条例を制定するもの。 

施行日：平成 27 年 4 月 1日 

伯耆町特別会計条例等の一部を改正

する等の条例の制定について 

小野地区専用水道を廃止することに伴い、伯耆町特別会計条例か

ら削除するほか関係条例を整備するもの。 

（一部改正する条例） 

・伯耆町特別会計条例 

・伯耆町水道事業の設置等に関する条例 

・伯耆町水道事業給水条例 

（廃止する条例） 

・伯耆町小野地区専用水道事業基金条例 

施行日：平成 27 年 4 月 1日 

伯耆町特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の利用者負担に関す

る条例の制定について 

伯耆町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用 

者負担に関する条例を制定するもの 

内 容：子ども子育て支援法に基づく教育・保育給付に係 

    る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

    利用に関し、利用者が負担するについて必要な事 

    項を定める。 

        併せて、附則において、現行の伯耆町保育所条例 

    で定められている保育料徴収規定は、この条例で 

    定める利用者負担額とする旨を改正するととも 

    に、その他所用の改正を行う。 

施行日：平成 27 年 4 月 1日 

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関する条例

の制定について 

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

律の施行に伴い関係する条例の制定を行うもの 

内容：伯耆町職員定数条例等の一部改正を行う。 

施行日：平成 27 年 4 月 1日（旧教育長には適用しない）

伯耆町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例及び伯耆町職員の

給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

伯耆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び伯耆

町職員の給与に関する条例の一部を改正するもの内 容：平成 26

年 8 月の人事院勧告に伴い、給料表の引下げ、勤勉手当率の変更、

職員給の現給補償を実施するもの施行日：平成 27年 4月 1 日 

伯耆町特別職の職員の給与の特例に

関する条例の廃止について 

伯耆町特別職の職員の給与の特例に関する条例を廃止するもの 

施行日：平成 27 年 4 月 1日 

伯耆町教育長の給与の特例に関する

条例の廃止について 

伯耆町教育長の給与の特例に関する条例を廃止するもの 

施行日：平成 27 年 4 月 1日 

伯耆町岸本保健福祉センター条例の

全部改正について 

伯耆町岸本保健福祉センター条例の全部を改正するもの 

内 容：これまで指定管理者による施設管理のみを想定し 

    た現行条例を、町、指定管理者のいずれが管理す 

    る場合にも対応できるよう改正する。 

施行日：平成 27 年 4 月 1日 

伯耆町行政手続条例の一部改正につ

いて 

伯耆町行政手続条例の一部を改正するもの 

内容：行政指導の際に示すべき事項、要件に適合しない行政指導

の中止等の求め、違法状態等にある場合の是正のための処

分等の求めを新たに規定する。 

施行日：平成 27 年 4 月 1日 



案 件 名 概 要 

伯耆町情報公開条例の一部改正につ

いて 

伯耆町情報公開条例の一部を改正するもの 

内容：独立行政法人通則法が改正されたことにともない、引用す

る関係条項及び用語について、所要の改正を行う。 

施行日：平成 27 年 4 月 1日 

伯耆町災害対策本部条例の一部改正

について 

伯耆町災害対策本部条例の一部を改正するもの 

内容：新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行され、新型イ

ンフルエンザ等緊急事態宣言が発令された際に町の災害対

策本部を設置することが義務化されたことに伴い、所要の

改正を行う。 

施行日：公布の日 

伯耆町職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の 

一部改正について 

伯耆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するも

の。 

内 容：地方公務員法の一部改正による関係条項の改正 

施行日：平成 27 年 4 月 1日 

伯耆町議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部改正につ

いて 

伯耆町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正するもの 

内 容：西部地区報酬審議会の答申による議員報酬の変更と、期

末手当支給率の変更（2.9 月→3.05 月） 

施行日：平成 27 年 4 月 1日 

伯耆町特別職の職員で常勤のものの

給与及び旅費に関する条例の一部改

正について 

伯耆町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

について、一部を改正するもの 

町長 790,000 円→810,000 円 

副町長 600,000 円→648,000 円 

教育長 563,000 円→607,500 円 

賞与 年間 2.9 月→3.05 月 

伯耆町教育長の給与、勤務時間その

他の勤務条件に関する条例の一部改

正について 

伯耆町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部を改正するもの 

教育長の給料月額を 563,000 円→607,500 円へ変更するもの 

伯耆町早期退職希望者の募集及び認

定に関する条例の一部改正について

伯耆町早期退職希望者の募集及び認定に関する条例の一部を改

正するもの 

内 容：国家公務員退職手当法の一部改正による関係条項の改正

施行日：公布の日 

伯耆町特別医療費助成条例の一部改

正について 

伯耆町特別医療費助成条例の一部について改正するもの 

内 容：健康保険法施行令の一部改正に伴う号の細分の移動につ

いて、引用する号の細分を改めるもの 

施行日：公布の日から 

伯耆町廃棄物の処理及び清掃に関す

る条例の一部改正について 

伯耆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部について改正

するもの 

内容：し尿の収集及び運搬に係る手数料について、 

現行 206 円/18ℓを 219 円/18ℓに変更するもの。 

施行日：平成 27 年 6 月 1日 

伯耆町分担金徴収条例の一部改正に

ついて 

伯耆町分担金徴収条例の一部について改正するもの 

内容：町が集落の要望により一括購入する進入防止柵の地元分担

金を徴収するため、イノシシ等被害防止対策事業を追加す

るもの 

施行日：平成 27 年 4 月 1日 



案 件 名 概 要 

伯耆町手数料徴収条例の一部改正に

ついて 

伯耆町手数料徴収条例の一部について改正するもの 

内容：「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の一部改正

により、条例に規定する法律の名称を変更するもの 

施行日：平成 27 年 5 月 29 日 

伯耆町放課後児童クラブ条例の一部

改正について 

伯耆町放課後児童クラブ条例の一部について改正するもの 

内 容：児童福祉法の改正に伴って、放課後児童クラブ条例の引

    用条文の条ずれを改める。 

施行日：平成 27 年 4 月 1日 

伯耆町図書館条例の一部改正につい

て 

これまで社会教育委員が図書館協議会委員を兼務するよう条例

に定めていたが、図書館協議会委員の専門性をより高めるために

兼務を解消し別に委員を定めるよう改正するもの。 

伯耆町過疎とみなされる区域に係る

過疎地域自立促進計画の変更につい

て 

新規事業追加に伴う計画の変更について 

①ハード事業  1事業追加 

・文化センター施設整備事業 

②ソフト事業  1事業追加 

・公共施設等ＡＥＤ整備事業 

平成２６年度一般会計補正予算 

既予算額   ７，２２１，０００千円 

補 正 額    ▲１２４，０００千円 

補正後予算額 ７，０９７，０００千円 

（主な内容）譲与税・各種交付金、寄附金、基金繰入金、 

町債整理、ふるさと納税ほか 

平成２６年度伯耆町国民健康保険特

別会計補正予算（第４号） 

既予算総額     1,317,223 千円 

補正額         34,176 千円 

補正後予算額    1,351,399 千円 

・決算見込に基づく、一般療養給付費等の増、退職療養給付費の減

・共同事業拠出金・交付金の額の確定に伴う増減 

・退職者療養給付費交付金の減 

・国財政調整交付金の交付決定に基づく増 等 

平成２６年度伯耆町水道事業会計補

正予算（第３号） 

幡郷地区新水源試掘調査中止のため減 

 既予算額      171,828 千円 

 補正額        △9,691 千円 

 補正後予算額     162,137 千円 

平成２６年度伯耆町簡易水道事業特

別会計補正予算（第５号） 

給水見込による歳入減共済保険金収入による歳入増桝水施設改

良事業精算による歳出減福原第２水源整備工事精算による歳出

減基金繰出金及び予備費による歳入歳出の調整 

（補正額：総務管理事業 1,624 千円、 

水道整備事業 △21,320 円、 

予備費 2,364 千円） 

 既予算額     327,248 千円  

補正額     △17,332 千円 

  補正後予算額   309,916 千円 

平成２６年度伯耆町公共下水道事業

特別会計補正予算（第３号） 

使用料の増額に伴う一般会計繰入金の減額等 

 既予算額    202,563 千円 

  補正額        △1,492 千円 

  補正後予算額   201,071 千円 



案 件 名 概 要 

平成２６年度伯耆町浄化槽整備事業

特別会計補正予算（第１号） 

整備事業費の額の確定による減額等 

 既予算額       24,434 千円 

 補正額        △1,086 千円 

  補正後予算額    23,348 千円 

平成２７年度一般会計当初予算 

 本年度予算額 ７，１９６，０００千円 

 前年度予算額 ６，８９０，０００千円 

 差引額      ３０６，０００千円 

平成２７年度伯耆町町営公園墓地事

業特別会計予算 

本年度  5,315 千円（前年度 4,954 千円）361千円増 

・管理費 1,365 千円 

・予備費 3,950 千円 

【前年度との増減理由】 

・管理費   10 千円減 

・予備費  371 千円増 

平成２７年度伯耆町住宅新築資金等

貸付事業特別会計予算 

住宅新築資金等貸付特別会計当初予算歳入歳出総額 1,043 千円

平成２７年度伯耆町地域交通特別会

計予算 

歳入歳出総額 １１９，４３０，０００円 

【歳入】一般会計繰入金 １０６，７１８千円 ほか 

【歳出】車両運行事業   ９８，４３５千円 ほか 

平成２６年度当初予算額 １１６，９７９，０００円 

平成２７年度伯耆町国民健康保険特

別会計当初予算 

本年度予算額    1,470,048 千円 

前年度予算額    1,313,966 千円 

差 引 額      156,082 千円 

【前年度との増減理由】 

・保険財政共同安定化事業の対象医療費拡大による拠出金・交付

金の増 

・退職者療養給付費交付金の減 

・介護納付金、後期高齢者医療支援金の減 

 平成２７年度伯耆町後期高齢者医

療特別会計当初予算 

本年度予算額     132,226 千円 

前年度予算額     129,903 千円 

差 引 額        2,323 千円 

【前年度との増減理由】 

・保険料等負担金の増 

平成２７年度伯耆町水道事業会計予

算 

収益的収支 

本年度 85,683 千円（昨年度 77,097 千円） 8,586 千円増 

上水道原水費、配水費等 

資本的収入 

本年度 52,710 千円（昨年度 70,685 千円） 1,795 千円減 

資本的支出 

本年度 68,082 千円（昨年度 90,927 千円） 22,845 千円減 

【前年度との増減理由】 

収益的収支    8,586 千円増 

 管理費（人件費、維持費等）     5,186 千円増 

  予備費              3,400 千円増 

資本的支出    22,845 千円減 

  企業債 元金            542 千円増 

  建設改良費（支障移転工事分等）    23,387 千円減 



案 件 名 概 要 

平成２７年度伯耆町簡易水道事業特

別会計予算 

本年度 200,030 千円（昨年度 274,463 千円） 

                                  74,433 千円減 

・八郷水道、溝口水道、桝水水道、藍野水道維持管理費等 

                                   55,284 千円 

・公債費      138,295 千円 

・予備費          6,451 千円  

【前年度との増減理由】  

 桝水地区簡易水道整備事業(事業完了）      88,795 千円減

 管理費（人件費、修繕費等）         2,320 千円増

 公債費（元金、利子）            8,101 千円増

 予備費                                      3,941 千円増

平成２７年度伯耆町丸山地区専用水

道事業特別会計予算 

本年度 9,640 千円（昨年度 10,612 千円）   972 千円減 

・丸山地区専用水道維持管理費 9,640 千円 

【前年度との増減理由】 

 基金積立金（新規）          3,379 千円減 

  一般会計繰出金            2,407 千円増 

平成２７年度伯耆町農業集落排水事

業特別会計予算  

本年度 285,982 千円（昨年度 282,383 千円）  

3,599 千円増・農業集落排水人件費・管理費    90,081 千円

【前年度との増減理由】  

人件費     5,432 千円増  

管理費        4,465 千円増  

（修繕料等） 

 公債費（元金、利子）  6,298 千円減 

平成２７年度伯耆町小規模集合排水

事業特別会計予算  

本年度 55,381 千円（昨年度 56,101 千円） 

720 千円減 

・小規模集合排水管理費     9,817 千円 

・公債費               45,564 千円   

【前年度との増減理由】 

 管理費         720 千円減 

平成２７年度伯耆町公共下水道事業

特別会計予算 

本年度 201,809 千円（昨年度 195,483 千円）   

                                    6,326 千円増 

・公共下水道人件費・管理費      71,221 千円 

・公共下水道長寿命化事業          21,800 千円 

・公債費                   108,788 千円 

【前年度との増減理由】 

  人件費                 14,015 千円増 

  管理費                   7,165 千円減 

 公共下水道長寿命化業務   7,300 千円増  

公債費（元金、利子）    7,824 千円減 



案 件 名 概 要 

 平成２７年度伯耆町浄化槽整備事

業特別会計予算 

本年度 21,948 千円（昨年度 24,434 千円）       

                    2,486 千円減 

・浄化槽管理費          13,282 千円 

・浄化槽整備費          2,533 千円 

・公債費              6,133 千円 

【前年度との増減理由】 

 管理費                170 千円減  

  整備費             1,266 千円減 

 公債費（元金、利子）     1,050 千円減 

平成２７年度伯耆町索道事業特別会

計予算 

歳入歳出予算の総額をそれぞれ、４５，９８０千円とする。 

歳入    財産収入        ５，３３０千円  

   諸収入             １千円  

    繰入金          １２，１４９千円 

    過疎債      ２８，５００千円  

歳出    索道事業費    ４４，５８０千円 

        休憩所管理費     1，４００千円 

平成27年伯耆町職員採用試験予定に

ついて（説明） 

就職活動時期に併せて早期に、平成２７年度伯耆町職員採用試験

予定をＨＰで周知する。 

募集人数：一般職、保育士、土木技師を各１名程度 

伯耆町職員の再任用について（説明）

年金支給開始年齢の段階的な引上げに伴い、本年度退職者から無

給期間が発生する。このため、国等からも再任用制度の活用が要

請され、地方公務員法及び伯耆町職員の再任用に関する条例等の

適用により、平成２７年度から本町も再任用職員を任用する。 


