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案 件 名 概 要 

専決処分について 

（公用車事故関係） 

 平成２６年５月２７日に発生した国道１８１号線伯耆町岸本地

内での公用車の衝突事故について、賠償額が確定し賠償を行ったも

の。相手方が早期の示談を希望したことから専決処分を行ったも

の。  

事故報告について フェスティバルディアマスミズの送迎バス運行中に、経路誤ったた

め後退したところ、後続の軽自動車と接触し、軽乗用車のバンパー

とフェンダーが破損、併せて町バスの乗客 1名が全治 2週間の頸椎

捻挫で治療中。 

【被害状況】事故日 平成 28年 7月 30 日（土） 午後 9時 10 分

      場 所 桝水高原地内 

伯耆町税条例等の一部改正につい

て 

 地方税法の改正に伴い、伯耆町税条例の一部改正を行う。 

〇主な改正内容 

（１）町民税 

①延滞金の計算期間の見直し 

②利子及び配当等に係る課税の特例の追加 

  （２）軽自動車税 

①環境性能割の創設（平成 29年 4月 1日 適用） 

（３）施行期日 平成 29年１月１日 

伯耆町国民健康保険税条例の一部

改正について 

 地方税法の改正に伴い、伯耆町国民健康保険税条例の一部改 

正を行う。 

〇改正内容 

 平成 27年 11 月に公益財団法人交流協会（日本）と亜東関係協 

会（台湾）の間で結ばれた「日台民間租税取決め」により、台 

湾において生じた利子、配当等を国民健康保険税の所得割額の 

算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるもの。 

施行期日 平成 29年１月１日 

平成２８年度伯耆町一般会計補正

予算（第２号） 

 既予算額    7,654,000 千円 

 補正額      250,000 千円  

 補正後予算額  7,904,000 千円 

（主な内容） 

 繰越金及び普通交付税の額の確定、国・県支出金の追加、基金繰

入金の減額、CATV 地域チャンネル HD 化事業、添谷分校利活用整備

事業、緑の産業再生プロジェクト事業、小中学校教育備品設置事業

（教職員用 PC等）、公債費繰上償還ほか 

平成２８年度伯耆町地域交通特別

会計 補正予算（第１号） 

既予算額    166,514 千円   

補正額     △27,087 千円 

補正後予算額  139,427 千円 

〇車庫整備事業中止による減額 



案 件 名 概 要 

平成２８年度伯耆町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号） 

既予算総額   1,465,009 千円 

補  正  額     51,539 千円 

補正後予算額  1,516,548 千円 

歳入 

 ・ 28 年度交付金等の金額決定等による国庫、県支出金、前期高齢 

者交付金、療養給付費交付金の補正及び 27年度決算に基づく前年度

繰越金の増額補正  

 ・平成 30 年度国保制度改正に伴う既存システム改修補助金の補正 

歳出 

 ・28 年度納付額の決定による連合会負担金、後期高齢者支援金、 

前期高齢者納付金、介護納付金、共同事業拠出金の補正 

 ・27 年度実績報告に基づく国庫、県支出金返還金の計上 

 ・平成 30 年度国保制度改正に伴う既存システム改修費の補正 

平成２８年度伯耆町後期高齢者医療

特別会計補正予算(第１号) 

既予算総額   127,191 千円 

補  正  額      142 千円 

補正後予算額   127,333 千円

 ・平成 27 年度決算による繰越納付金の増額補正 

平成２８年度伯耆町水道事業会計

補正予算（第１号） 

 特例的収入及び支出（第４条の２） 

 特例的収入 既予算額   18,670 千円 

       補正額     2,322 千円 

             補正後予算額 20,992 千円 

 特例的支出 既予算額   24,569 千円 

       補正額     △772 千円 

             補正後予算額 23,797 千円 

(主な内容） 

 平成 27年度簡易水道事業会計決算における未収金未払金の確定

によるもの 

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１号） 

 既予算額        277,876 千円 

 補正額        2,191 千円 

 補正後予算額    280,067 千円 

(主な内容） 

立岩地内国道 181 号歩道設置工事に伴う下水道施設支障移転工事 

平成２８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        309,080 千円 

 補正額         725 千円 

 補正後予算額    309,805 千円 

(主な内容） 

大殿浄化センターにおける移動脱水車による脱水作業費の増   

平成２７年度伯耆町一般会計歳入

歳出決算認定について 

 歳入総額    7,450,097 千円 

 歳出総額    7,177,717 千円 

 差 引 額     272,380 千円 

平成２７年度伯耆町町営公園墓地

事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 歳入総額        5,029 千円 

 歳出総額         475 千円 

 差引額         4,554 千円 
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平成２７年度伯耆町住宅新築資金

等貸付事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

 歳入総額       3,000 千円 

 歳出総額       28,570 千円 

 差引額      △25,570 千円 

平成２７年度伯耆町地域交通特別

会計歳入歳出決算認定について 

 歳入総額      115,224 千円 

 歳出総額       115,224 千円 

 差引額            0 千円 

平成２７年度伯耆町国民健康保険

特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 歳入総額    1,500,343 千円 

 歳出総額    1,441,162 千円 

 差 引 額      59,181 千円 

平成２７年度伯耆町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 歳入総額     122,230 千円 

 歳出総額     122,088 千円 

 差 引 額       142 千円 

平成２７年度伯耆町水道事業会計

決算認定について 

 収益的収入      82,617 千円(消費税抜） 

 収益的支出      81,964 千円(消費税抜） 

 差引額          653 千円(消費税抜） 

 資本的収入      52,491 千円(消費税抜） 

 資本的支出      64,085 千円(消費税抜） 

 差引額       △11,594 千円(消費税抜） 

平成２７年度伯耆町簡易水道事業

特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 歳入総額       178,224 千円 

 歳出総額       165,679 千円 

 差引額        12,545 千円 

平成２７年度伯耆町丸山地区専用

水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

 歳入総額        9,565 千円 

 歳出総額        9,565 千円 

 差引額           0 千円 

平成２７年度伯耆町農業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 歳入総額      292,335 千円 

 歳出総額       292,335 千円 

 差引額          0 千円 

平成２７年度伯耆町小規模集合排

水事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

 歳入総額      54,439 千円 

 歳出総額       54,439 千円 

 差引額          0 千円 

平成２７年度伯耆町公共下水道事

業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 歳入総額      195,653 千円 

 歳出総額       195,653 千円 

 差引額          0 千円 

平成２７年度伯耆町浄化槽整備事

業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 歳入総額      19,271 千円 

 歳出総額       19,271 千円 

 差引額          0 千円 

平成２７年度伯耆町索道事業特別

会計歳入歳出決算認定について 

 歳入総額      20,852 千円 

 歳出総額      28,326 千円 

 差 引 額     △7,474 千円 



案 件 名 概 要 

平成２７年度決算に係る健全化判

断比率等について（報告） 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19年法律第 94

号）第 3条第 1項及び第 22 条第 1項の規定に基づく健全化判断比

率及び資金不足比率の報告を行うもの。 

 実質赤字比率 － 

 連結実質赤字比率 － 

 実質公債費率 9.8％ 

 将来負担比率－  

 (議会報告：議決不要） 

小規模保育事業所整備事業の進捗

状況及び今後の予定について（説

明） 

 小規模保育事業所整備事業の進捗状況及び開設に向けた今後の

予定について説明を行うもの。 

＜整備スケジュール＞ 

  実施設計 ：平成 28年 9月 15 日まで 

  本体工事 ：平成 28年 10 月～平成 29年 1 月（予定） 

  駐車場工事：平成 28年 9月 30 日まで 

＜今後の主な予定＞ 

  平成 29 年 1 月 施設整備完了 

      2 月 施設設置管理条例制定 

         指定管理者の選定 

      3 月 指定管理者の指定（議決） 

  平成 29 年 4 月 開所 

伯耆町公の施設に係る指定管理者

の募集について(説明) 

平成２９年３月末で指定管理期間満了となる施設の募集要項等の

説明(１施設)   

・伯耆町清掃センター（非公募、管理期間２年） 

伯耆町まち・ひと・しごと創生総合

戦略の取り組み状況について（報

告） 

平成 27 年 10 月に策定した伯耆町まち・ひと・しごと創生総合戦略

について、伯耆町地方創生推進会議等において各数値目標等に基づ

き検証した結果を報告する。 

伯耆町農業振興地域整備計画の変

更ついて 

○旧岸本町で平成２年度、旧溝口町で平成４年度に計画変更をして

以来の変更 

○農地関係者のアンケートを基に作成 

○農業振興地域の除外地番だけではなく、該当地番も表示 


