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案 件 名 概 要 

伯耆町職員の給与に関する条例

の一部改正について 

今年度の人事院勧告により、給料表の引き上げ、勤勉手当の引き

上げが勧告された。本町では勧告に準じ、給料表の引き上げ及び

勤勉手当の引き上げを行う。 

○給料表の改定 

平均 0.2％の引き上げを行う 

施行期日 公布の日（平成 29 年 4月 1 日適用） 

○勤勉手当の引き上げ 

平成 29年 12 月期の勤勉手当について、0.1 月の引き上げを行う

施行期日 公布の日 

専決処分について 

(伯耆町被災者住宅再建支援事

業助成条例の一部改正につい

て) 

平成２９年９月１７日の台風１８号により被災した世帯があり、

補助要綱を制定し、事業を実施するため、本条例の対象事業に、

石垣の補修等の追加を行うもの。 

補修工事補助=2/3 補助、上限 100 万円 

防災工事補助=1/2 補助、上限 50万円 

平成２９年９月２８日専決 

施行期日 平成２９年９月２８日 

専決処分について 

(平成２９年度伯耆町一般会計

補正予算(第３号)) 

  既予算額     7,732,000 千円 

  補正額         15,000 千円   

  補正後予算額   7,747,000 千円 

   平成 29 年 9 月 28 日専決 

（主な内容） 

10 月 22 日実施の衆議院議員選挙に係る委託金（県支出金）及び

関係経費並びに 9月 17日の台風 18号被害に係る被災者住宅再建

支援基金繰入金及び住宅等に被害を受けられた方などに対する

補助金の計上。 

伯耆町職員の育児休業等に関す

る条例の一部改正について 

雇用保険法等の一部を改正する法律による地方公務員の育児休

業に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

・非常勤職員の育児休業について、これまで１歳６か月までとさ

れていたものが、子の養育の事情を考慮して特に必要と認められ

る場合として、条例で定める場合に該当するときは、２歳に達す

る日まで、育児休業をすることができるとされたことにより、改

正するもの。 

施行期日 公布の日 

伯耆町企業立地促進等に係る同

意集積区域における固定資産税

の課税免除に関する条例の一部

改正について 

本条例において引用する企業立地の促進等による地域における

産業集積の形成及び活性化に関する法律が改正されたことに伴

い、本条例の題名及び本則内の条項並びに語句を改める。 

また、本条例を引用する過疎地域における固定資産税の課税免除

に関する条例及び伯耆町企業立地促進条例の一部を併せて改正

する。 

南部箕蚊屋広域連合規約の変更

について 

介護保険法改正において、平成 30 年 4 月 1 日から居宅介護支援

事業者の指定権限が都道府県から市町村に移譲される。 

南部箕蚊屋広域連合においては、従前から鳥取県知事の権限に属

する事務の処理の特例に関する条例第2条の規定によりその権限

の委譲を受けているが、介護保険法改正に伴い県条例も改正され

るため、規約の変更を行うもの。 



案 件 名 概 要 

伯耆町教育委員会委員の任命に

ついて 

 教育委員会委員 田中榮美子 氏の任期が平成３０年２月１

７日で満了になるため、新たに教育委員を選任することについ

て、議会に同意を求めるもの。 

氏 名  濱田真代  

任 期  平成３４年２月１７日まで（４年） 

伯耆町溝口体育館大規模改修工

事の変更契約について（説明）

議案名：工事請負契約の変更契

約について 

伯耆町溝口体育館大規模改修工事について、実施に伴い数量等に

変更が生じたので契約金額を変更する。（予算の範囲内での変更

で、現段階では設計額の調整中） 

伯耆町公の施設に係る指定管理

者の候補者の選定結果について

(報告） 

議案名：伯耆町公の施設に係る

指定管理者の指定について 

選定委員会の選定により候補者となった指定管理候補者につい

て議会の議決を求めるもの。 

【該当施設】 

･鬼の伝承公園ほか２施設(鬼のトイレ、鬼の電話ボックス) 

 指定管理者：応募なし 

･別所川渓流植物園ほか２施設(丸山ふれあいの森、交流の森) 

 指定管理者：丸山生産森林組合、伯耆町地域振興株式会社、 

       岸本ガーデンクラブまちづくり協議会 

 指定管理期間：３年（平成 30 年 4月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日）

平成２９年度伯耆町一般会計補

正予算（第４号） 

  既予算額     7,747,000 千円 

  補正額         60,000 千円   

  補正後予算額   7,807,000 千円 

（主な内容） 

 歳入では、町民税、特別交付税の増額のほか、障害者福祉など

に係る国・県支出金、清水の里団地分譲収入、普通建設事業に係

る町債の増額などを計上。 

 歳出では、溝口分庁舎等改修、ふたば保育所増改築や八郷小学

校屋内運動場など改修に当たっての設計費及び子育て支援セン

ター移転に伴う改修工事費を計上するほか、利用者の増加による

障害児通所支援サービス費や人工透析など医療費の増加による

自立支援医療給付費の増額、人事異動・人事院勧告等に伴う人件

費の調整を行い、特別会計についても繰出金を計上し調整。 

 このほか、小学校外国語教育推進事業に伴う外国語指導業務委

託について、平成 30 年 4 月より実施するため、補正予算にて債

務負担行為を計上する。(限度額 1 年間 5,700 千円以内） 



案 件 名 概 要 

平成２９年度伯耆町水道事業会

計補正予算（第１号） 

収益的収支 

（収入）既予算額   247,833 千円 

    補 正 額    3,601 千円 

    補正後予算額 251,434 千円 

（支出）既予算額   280,086 千円 

    補 正 額    8,990 千円 

    補正後予算額 289,076 千円  

資本的収支 

（収入）既予算額   242,377 千円 

    補 正 額    2,600 千円 

    補正後予算額 244,977 千円 

（支出）既予算額   287,680 千円 

    補 正 額      0 千円 

    補正後予算額 287,680 千円 

（主な内容） 

収益的収支：緊急修繕費増に伴う補正 

資本的収支：委託料、補償費、土地購入費の事業費確定 

      により、残額を工事請負費へ予算組み替え 

平成２９年度伯耆町農業集落排

水事業特別会計補正予算（第１

号） 

 既予算額   241,087 千円 

 補 正 額    6,272 千円 

 補正後予算額 247,359 千円 

（主な内容） 

人事異動、人事院勧告による給与改定に伴う人件費の増 

平成２９年度伯耆町公共下水道

事業特別会計補正予算（第１号）

 既予算額   277,487 千円 

 補 正 額    4,224 千円 

 補正後予算額 281,711 千円 

（主な内容） 

人事異動、人事院勧告による給与改定に伴う人件費の増 

平成29年度伯耆町職員採用試験

結果について（報告） 

平成 30年 4 月 1日採用予定職員について報告するもの。 

一般事務：11 月 26 日最終試験実施予定 

単町補助（消防施設整備事業）

の採択要件の変更について 

消防施設整備事業のうち消火栓の整備について、平成３０年度か

ら採択要件を変更することとしたため、その概要を説明するも

の。 

《変更前》採択要件：消火栓の修理及び移設、水道計画外の新 

     設が対象 

《変更後》採択要件：消火栓の修理及び移設、水道計画外の新 

     設が対象（老朽化による修繕は町が実施） 


