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案 件 名 概 要 

大雪に係る伯耆町の対応等につい

て（報告） 

 平成２９年１月２３日及び平成２９年２月９日からの大雪に係る

伯耆町の対応等について、報告を行う。 

伯耆町スクールバスの事故報告に

ついて（報告） 

 日ノ丸バスに業務委託して運行しているスクールバスが、岸本中

と岸本小の生徒児童 57人を乗せて、県道坂長バイパスの交差点から

岩屋谷バス停に向かう際に、直進してきた軽自動車に気づくのが遅

れたため衝突事故を起こし、相手車両の右フェンダー部と日ノ丸バ

スの左前のバンパーが破損した。これにより相手運転手が左肩の打

撲、また搭乗していた小学生 2人が念のため病院を受診した。(小学

生は翌日には 2人とも普段通り登校した。) 

損害賠償の額を定める専決処分に

ついて（説明） 

（地方自治法第 180条第 2項に基

づく指定事項専決） 

 伯耆町添谷地内において、岸溝農免農道の法面からの落石を車の

下に巻き込み、当該車両の一部が破損したもの。 

①事故発生日：平成 29年 1月 4 日 

 専決処分日：平成 29年 2月 16 日 

②事故発生日：平成 29年 1月 11 日 

 専決処分日：平成 29年 2月 16 日 

専決処分について 

平成２８年度伯耆町一般会計補正

予算（第４号） 

 既予算額    7,952,000 千円 

 補 正 額      30,000 千円 

 補正後予算額  7,982,000 千円 

  平成 29 年 2 月 1 日専決 

（主な内容） 

 除雪関係経費の不足に伴う、増額補正及び財源として地方交付税

（特別交付税）の計上 

伯耆町公の施設に係る指定管理者

の指定について（説明） 

施設名：伯耆町立小規模保育所こどもパル 

指定管理者：社会福祉法人 伯耆町社会福祉協議会（非公募） 

指定管理期間：平成 29 年 4 月 1日～平成 34年 3月 31 日まで（５年

間） 

【参考】 

指定管理料：22,789 千円 

業務委託契約の締結について（説

明） 

 伯耆町学校給食調理等業務委託のプロポーザル実施に伴い、議会

の議決を経て本契約を締結するもの。 

 プロポーザル実施日:平成 29年 2月 6日 

 契約の相手方:株式会社 東洋食品 

平成２８年度伯耆町一般会計補正

予算（第５号） 

 既予算額    7,982,000 千円 

 補 正 額    △141,000 千円 

 補正後予算額  7,841,000 千円 

（主な内容） 

 譲与税・各種交付金、基金繰入金、町債などの歳入及び事業実施

見込等による歳出の整理。 

平成２８年度伯耆町住宅新築資金

等貸付事業特別会計 補正予算

（第２号） 

既予算額   26,102 千円   

補正額     2,101 千円 

補正後予算額 28,203 千円 

一部滞納繰越分の一括完済による一般会計繰出金の増額 



案 件 名 概 要 

平成２８年度伯耆町地域交通特別

会計 補正予算（第３号） 

既予算額   138,638 千円   

補正額    △11,576 千円 

補正後予算額 127,062 千円 

車両購入事業の額の確定による減額 

平成２８年度伯耆町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号） 

既予算額    1,562,492 千円 

補 正 額      12,042 千円 

補正後予算額  1,574,534 千円 

（主な内容） 

・決算見込に基づく、一般療養給付費、退職療養給付費、保健事業

費等の補正 

・共同事業拠出金・交付金の額の確定に伴う補正 

・療養給付費負担金交付金等の決算見込に基づく補正 等 

平成２８年度伯耆町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号） 

既予算総額      127,333 千円 

補正額        △1,193 千円 

補正後予算額      126,140 千円 

・保険基盤安定負担金額確定による補正 

・健康診査委託料決算見込による補正 

平成２８年度伯耆町水道事業会計

補正予算（第３号） 

収益的収入 既予算額   260,865 千円 

      補正額      521 千円 

       補正後予算額 261,386 千円 

(主な内容） 

他会計繰入金（丸山専水）の増額 

平成２８年度伯耆町丸山地区専用

水道事業特別会計補正予算（第１

号） 

収入見込増による積立金及び繰出金の増額  

 既予算額              9,604 千円 

  補正額               1,043 千円 

  補正後予算額     10,647 千円 

平成２８年度伯耆町農業集落排水

事業特別会計補正予算（第２号）

管理事業費の減額に伴う一般会計繰入金の減額等  

 既予算額              280,067 千円 

  補正額               △8,575 千円 

  補正後予算額     271,492 千円 

平成２８年度伯耆町公共下水道事

業特別会計補正予算（第２号） 

管理事業費の減額に伴う一般会計繰入金の減額及び長寿命化事業費

（溝口浄化センター建設工事委託料）の減額等 

 既予算額       309,805 千円 

  補正額               △85,621 千円 

  補正後予算額         224,184 千円 

平成２８年度伯耆町索道事業特別

会計補正予算（第２号） 

気象条件等に起因する稼働率減少による施設貸付収入の減額及びそ

れに伴う一般会計繰入金の増額 

 既予算額      26,974 千円 

  補正額               0 千円 

  補正後予算額     26,974 千円 

（内容）           補正前     補正後       補正額 

 施設貸付収入  5,330 千円 →  3,097 千円  △2,233 千円 

 一会計繰入金 14,169 千円 → 16,402 千円   2,233 千円 



案 件 名 概 要 

伯耆町個人情報保護条例の一部改

正について（説明） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律が改正されたことに伴い、個人情報の訂正の際の通知先の追

加及び条項のずれの改正を行うもの。 

○施行期日：平成２９年５月３０日 

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（説明）

 育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に準じて所要の改

正を行うもの。 

○非常勤職員の育児休業に係る要件の緩和（2年→1.5年） 

○「養育する子」の範囲の拡大等（養子等） 

○施行期日：公布の日 

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（説明） 

 鳥取県町村退職手当組合組織変更に伴う組合条例の名称改正によ

り、引用箇所の改正を行うもの。 

○施行期日：平成２９年４月１日 

伯耆町税条例等の一部改正につい

て（説明） 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた

めの地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改

正する法律（平成 28年法律第 86 号）が平成 28年 11 月 28 日に公布

された。これに伴い、伯耆町税条例の一部を改正する。 

〇概要 

 消費税率 10％への引上げが平成 31 年 10 月 1 日に延期されたこと

に伴い、関係する規定の施行日を変更する。 

〇該当規定 

 （１） 町民税（法人）    

  地方法人税課税の偏在是正のための措置 

 （２）軽自動車税 

   環境性能割の創設 

〇施行期日 公布の日から 

伯耆町特別医療費助成条例の一部

改正について 

（説明） 

 鳥取県特別医療費助成条例の一部が改正されたことと障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が改正されたこ

とに伴い所要の改正を行うもの。 

【改正内容】 

・特別医療費助成制度のうち特定疾病、ひとり親家庭、小児の助 

 成対象となる経費に訪問看護に係る経費を追加する。 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成 17年法律第 123号）の改正に伴い引用条項の変更を行う。 

○施行期日：一部の規定を除き平成２９年４月１日 

地方公共団体における情報通信技

術の共同化に 

関する事務の委託に関する協議に

ついて（説明） 

 地方公共団体における情報通信技術の共同化に関する事務の委託

に係る協議を鳥取県とすることについて、議会の議決を求める。 

 平成28年 5月に鳥取県自治体ICT共同化推進協議会（任意協議会）

を設置し、情報処理システムの共同化等に関する事務処理を行って

きたが、会計事務等の執行及び管理の適正化を図るため、当該協議

会に係る事務を鳥取県に委託する。 

○事務委託に関する規約施行期日：平成 29年 4月 1 日 

監査委員の選任ついて（説明） 

 井上監査委員の任期が満了となるため、再任について、選任の同

意を求めるもの。 

任期：平成 29年 4月 1日～平成 33年 3月 31 日（4年間） 



案 件 名 概 要 

人権擁護委員候補者の推薦につい

て(説明) 

 平成 29 年 6月 30日付けで仲倉公恵さんが任期満了となることに

伴い、人権擁護委員法第 6条第 3項の規定により、再度候補者とし

て下記の者を推薦するにあたり、説明を行うもの。 

伯耆町課設置条例の一部改正につ

いて（説明） 

 地籍調査に基づく地図訂正などについて円滑かつ効率的な事務処

理体制を確立するために住民課及び地域整備課の地籍調査事務に係

る規定について所要の改正を行うもの。 

○施行期日：平成２９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（説明） 

平成28年度の人事院勧告を受けて改正された特別職の職員の給与に

関する法律の一部改正に準じて改正するもの。 

○期末手当の支給割合の引き上げ：年間 3.15 月から 3.25 月 

○施行期日：２９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

部について（説明） 

 平成28年度の人事院勧告を受けて改正された特別職の職員の給与

に関する法律の一部改正に準じて改正するもの。 

○期末手当の支給割合の引き上げ：年間 3.15 月から 3.25 月 

○施行期日：２９年４月１日 

伯耆町消防団条例の一部改正につ

いて（説明） 

 消防団員の報酬を引き上げるため改正するもの 

○施行期日：平成２９年４月１日 

伯耆町青年の家条例の廃止につい

て（説明） 

老朽化し青年の家としての利用がほとんどなく、伯耆町青年の家を

解体撤去し放課後児童クラブ施設を建設する計画があるため、設置

条例を廃止するもの。 

○施行期日：平成２９年４月１日 

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(説明） 

新規事業追加に伴う計画の変更について、議会の議決を求めるもの。

①ハード事業４事業追加 

 ・溝口地域出先機関光化事業 

 ・消防・防災拠点施設整備事業 

 ・溝口保育所長寿命化改修事業 

 ・溝口放課後児童クラブ改築事業 

②中止事業 

 ・バス車庫整備事業 

平成２９年度伯耆町一般会計予算

 本年度予算額  7,591,000 千円 

 前年度予算額  7,624,000 千円 

  差 引 額    △33,000 千円 

平成２９年度伯耆町町営公園墓地

事業特別会計予算 

本年度  6,849 千円（前年度 5,523 千円）1,326 千円増 

・管理費 1,396 千円 

・予備費 5,453 千円 

【前年度との増減理由】 

・管理費    19 千円増（管理委託料の増） 

・予備費  1,307 千円増 

平成２９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 336 千円 

平成２９年度伯耆町地域交通特別

会計予算 

歳入歳出総額 117,823 千円 

【歳入】一般会計繰入金 104,498 千円 ほか 

【歳出】車両運行事業   95,373 千円 ほか 

平成 28 年度当初予算額 166,514 千円 



案 件 名 概 要 

平成２９年度伯耆町国民健康保険

特別会計予算 

本年度予算額    1,575,719 千円 

前年度予算額    1,465,009 千円 

差 引 額      110,710 千円 

【前年度との増減理由】 

・一般療養給付費等の増、退職療養給付費等の減 

・退職者療養給付費交付金の減 等 

平成２９年度伯耆町後期高齢者医

療特別会計予算 

本年度予算額     130,050 千円 

前年度予算額     127,191 千円 

差 引 額        2,859 千円 

【前年度との増減理由】 

・保険料等負担金の増 

・保健基盤安定負担金の減 

平成２９年度伯耆町水道事業会計

予算 

収益的収入 

本年度 247,833 千円（前年度 260,865 千円） 13,032 千円減 

給水収益・加入金等 

収益的支出 

本年度 280,086 千円（前年度 300,015 千円） 19,929 千円減 

上水道原水費、配水費等 

資本的収入 

本年度 242,377 千円（前年度 285,292 千円） 42,915 千円減 

資本的支出 

本年度 287,680 千円（前年度 335,925 千円） 48,245 千円減 

【前年度との増減理由】 

資本的支出 施設改良事業費の減 

平成２９年度伯耆町丸山地区専用

水道事業特別会計予算 

本年度 11,998 千円（前年度 9,604 千円）  2,394 千円増 

・丸山地区専用水道維持管理費   9,604 千円 

【前年度との増減理由】 

 収入見込増に伴う積立金の増 

平成２９年度伯耆町農業集落排水

事業特別会計予算  

本年度 241,087 千円（前年度 277,876 千円） 36,789 千円減 

・農業集落排水人件費・管理費 78,007 千円 

・公債費                     163,080 千円 

【前年度との増減理由】 

 人件費、公債費の減 

平成２９年度伯耆町小規模集合排

水事業特別会計予算  

本年度 59,878 千円（前年度 84,964 千円） 25,086 千円減 

・小規模集合排水管理費     14,205 千円 

・公債費             45,673 千円   

【前年度との増減理由】 

 管理費（小林～ペンション接続工事）の減 

平成２９年度伯耆町公共下水道事

業特別会計予算 

本年度 277,487 千円（前年度 309,080 千円）31,593 千円減 

・公共下水道人件費・管理費    71,962 千円 

・公共下水道長寿命化事業     99,200 千円 

・公債費                106,525 千円 

【前年度との増減理由】 

  人件費、管理費、長寿命化事業費の減 



案 件 名 概 要 

平成２９年度伯耆町浄化槽整備事

業特別会計予算 

本年度 24,303 千円（前年度 22,122 千円）  2,181 千円増 

・浄化槽管理費         15,276 千円 

・浄化槽整備費         2,708 千円 

・公債費            6,319 千円 

【前年度との増減理由】 

 管理費の減（主に修繕料）、整備事業費の増（２基予定） 

平成２９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、18,283 千円とする。 

歳入  

   財産収入        5,330 千円  

   諸収入          1 千円   

   繰入金            12,952 千円 

歳出      

   索道事業費     17,725 千円      

   休憩所管理費       558 千円 

平成 29 年度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２９年度伯耆町職員採用試験予

定をＨＰで周知する。 

募集人数：一般事務、保育士を各若干名 

伯耆町有線テレビ伝送路設備のＦ

ＴＴＨ化について（説明） 

伯耆町有線テレビの伝送路のＦＴＴＨ化に関する基本設計の概要に

ついて説明する。 

旧日光小学校の利活用に関する検

討状況について（説明） 

日光地区協議会において検討が行われてきた旧日光小学校の利活用

に関する検討状況等について説明する。 

第 2次伯耆町総合計画の策定につ

いて（説明） 

第２次伯耆町総合計画の概要について説明するもの。 

（意見集約状況） 

期間：平成 28～32年度 

策定時期：平成 29年 3月 31 日 


