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             紀美野町第２回定例会会議録 

             平成２９年６月１３日（火曜日） 

――――――――――――――――――― 

○議事日程（第１号） 

 平成２９年６月１３日（火）午前９時００分開議 

 第 １        会議録署名議員の指名について 

 第 ２        会期の決定について 

 第 ３        諸般の報告について 

 第 ４ 議案第４２号 紀美野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条 

            例の制定について 

 第 ５ 議案第４３号 紀美野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 

            の一部を改正する条例について 

 第 ６ 議案第４４号 平成２９年度紀美野町一般会計補正予算（第１号）について 

 第 ７ 議案第４５号 平成２９年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            １号）について 

 第 ８ 議案第４６号 平成２９年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予 

            算（第１号）について 

 第 ９ 議案第４７号 平成２９年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

            号）について 

 第１０ 議案第４８号 平成２９年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第１ 

            号）について 

 第１１号議案第４９号 平成２９年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

            １号）について 

 第１２ 議案第５０号 平成２９年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            １号）について 

 第１３ 議案第５１号 平成２９年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            １号）について 

 第１４ 議案第５２号 平成２９年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号）につ 

            いて 

――――――――――――――――――― 
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○会議に付した事件 

 日程第１から日程第１４まで 

――――――――――――――――――― 

○議員定数 １２名 

――――――――――――――――――― 

○出席議員        議席番号   氏   名 

               １番 南   昭 和 君 

               ２番 上 柏 睆 亮 君 

               ３番 七良浴   光 君 

               ４番 町 田 富枝子 君 

               ５番 田 代 哲 郎 君 

               ６番 西 口   優 君 

               ８番 向井中 洋 二 君 

               ９番 伊 都 堅 仁 君 

              １０番 小 椋 孝 一 君 

              １１番 美 濃 良 和 君 

              １２番 美 野 勝 男 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席議員 

               ７番 北 道 勝 彦 君 

――――――――――――――――――― 

○説明のため出席したもの 

             職   名    氏   名 

            町 長 寺 本 光 嘉 君 

            副 町 長 小 川 裕 康 君 

            教 育 長 橋 戸 常 年 君 

            消 防 長 家 本   宏 君 

            総 務 課 長 細 峪 康 則 君 

            企画管財課長 坂   詳 吾 君 

            住 民 課 長 仲 岡 みち子 君 
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            税 務 課 長 中 谷 昌 弘 君 

            保健福祉課長 湯 上 ひとみ 君 

            産 業 課 長 米 田 和 弘 君 

            建 設 課 長 井 村 本 彦 君 

            教 育 次 長 湯 上 章 夫 君 

            会 計 管 理 者 北 山   仁 君 

            水 道 課 長 山 本 訓 永 君 

            まちづくり課長 西 岡 靖 倫 君 

            美 里 支 所 長 山 口 典 子 君 

            代表監査委員 向 江 信 夫 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席したもの 

             な し 

――――――――――――――――――― 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 田 中 克 治 君 

            次 長 井戸向 朋 紀 君  
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 開 会 

○議長（美野勝男君）    北道議員から欠席届が出ていますので報告します。 

  それでは、規定の定足数に達しておりますので、ただいまから平成２９年第２回紀美

野町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（美野勝男君）    これから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（美野勝男君）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、３番、七良浴 

光君、４番、町田富枝子君を指名します。 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（美野勝男君）    日程第２、会期の決定について議題とします。 

  議会運営委員長から審査結果の報告を願います。 

  議会運営委員長、伊都堅仁君。 

（議会運営委員長 伊都堅仁君 登壇） 

○議会運営委員長（伊都堅仁君）    去る６月７日、議会運営委員会を開会いたしま

したので、その結果について御報告いたします。 

  会期は、本日から３０日までの１８日間とし、再開日は２０日、２３日及び３０日と

決定しました。 

  議事日程につきましては、配付しております議事予定日程表のとおりであります。 

  次に、一般質問の通告は６月１４日午後３時までといたします。 

  次に、総務文教常任委員会を６月１５日午前９時３０分から、産業建設常任委員会は

６月１６日午前９時３０分から開会したいと思います。 

  次に、全員協議会を本日、本会議終了後に開会したいと思います。 

  次に、広報編集委員会を６月２３日、本会議終了後、開会したいと思います。 

  なお、議事の進行上、日程を順次繰り延べる場合もありますので、よろしくお願いし

ます。 

  以上で報告を終わります。 
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（議会運営委員長 伊都堅仁君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり、本日から６月３０日までの１８日間とし

たいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は、本日から６月３０日までの１８日間と決定しました。 

◎日程第３ 諸般の報告について 

○議長（美野勝男君）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、例月出納検査結果に関する報告について及び財政援助団体等監査に関

する報告について等、提出されております。お手元に配付しておりますので、御了承願

います。 

  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    皆さん、おはようございます。 

  それでは、開会に当たりまして、一言御挨拶並びにその後の行政報告を申し上げます。 

  本日、紀美野町議会第２回定例会を招集いたしましたところ、議員各位を初め関係者

の皆様方には、御多忙中にもかかわりませず御出席を賜り、開会の運びとなりましたこ

とに心より厚くお礼申し上げます。 

  さて、３月議会で可決賜りました第２次紀美野町長期総合計画基本構想の実現に向け

ましては、住民と行政の連携によるまちづくりの活動をさらに多くの分野に拡大し、豊

かな自然を生かし、町民の方々の活力をいただき、ともに支え合う美しいふるさとを全

力で築いてまいりたいと考えているところでございます。 

  また、新たな広域連携のあり方として、連携中枢都市圏構想が総務省より提唱されて

おります。県内唯一の中枢都市である和歌山市が近隣の市町に呼びかけ、都市圏形成の

取り組みを始めており、当町に対しましても呼びかけがありまして、現在、担当部署に

おいて意見交換会をそれぞれ数回開催いたしているところであります。 
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  さて、平成２９年度に入りまして当町の観光協会の事務局を産業課内に設置いたして

ございます。 

  また、４月１日からコミュニティバスふれあい号につきましては、三尾川・上ケ井・

箕六線と永谷線の全線並びに真国・志賀野線の一部区間におきまして、事前の電話予約

に基づくデマンド型運行による試行運転を開始いたしました。今のところトラブルもな

く試行運転を行っているところでございます。 

  また、町営住宅神原団地の建てかえに伴う建設候補地についてでありますが、その後

慎重に検討を重ね、地権者の承諾もいただき、新たな候補地を決定いたしました。当初

の建設計画におくれが生じましたが、今後、早期完成を目指して頑張ってまいりたいと

考えております。 

  また、去る４月２８日には、近畿大学附属和歌山高等学校・中学校と紀美野町との間

でみさと天文台の共同利用に関する協定が結ばれ、これからの町おこしにつながるもの

と期待いたしておるところであります。 

  翌日の４月２９日には、町議会議員の皆さんの御参加を初め、多くの方々にお越しい

ただき、生石高原への登山者等のことし１年の安全を祈願する山開き式を挙行いたした

ところであります。 

  また、去る５月２０日には、ＪＡながみねとともに京都市内の京印市場並びにスーパ

ーにおいて恒例となった靑山椒のトップセールスを行ってまいりました。 

  また、当町内における町おこし団体として、新たに志賀野地域の志賀野寄合会が県の

補助団体として承認されまして、現在、町内各地域におきまして町おこしが活発に行わ

れているところでございます。 

  さて、今期定例議会に上程しております案件は、議案第４２号から議案第５２号まで

の１１件であります。 

  町条例の制定についての案件が１件、町条例の一部改正に係る案件が１件、平成２９

年度紀美野町一般会計及び特別会計等の補正予算に関する案件が９件であります。 

  この後担当課長より詳しく御説明申し上げますので、十分御審議の上、原案どおり御

可決くださいますようお願いいたしまして、挨拶並びに行政報告とさせていただきます。

ありがとうございました。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    次に、紀美野町土地開発公社の経営状況について報告願い
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ます。 

  企画管財課長、坂君。 

（企画管財課長 坂 詳吾君 登壇） 

○企画管財課長（坂 詳吾君）    それでは、紀美野町土地開発公社の経営状況を御

報告させていただきます。 

  緑色の背表紙の紀美野町土地開発公社の経営状況を説明する書類の表紙をごらんくだ

さい。 

  紀美野町土地開発公社の経営状況を説明する書類について。 

  地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、紀美野町土地開発公社の経営状況を

説明する書類を次のとおり提出する。 

                 平成２９年６月１３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  表紙より２枚めくっていただきまして１ページをお開きください。 

  平成２８年度紀美野町土地開発公社事業報告書でございます。 

  １、一般事項の（１）理事会議決事項についての実績報告でございます。 

  平成２８年度では２回の理事会を開催してございます。平成２８年５月２６日の第１

回理事会では、平成２７年度決算についての議決をいただいてございます。平成２９年

３月２７日の第２回理事会では、平成２９年度当初予算についての議決をいただいてご

ざいます。 

  次に（２）役員に関する事項でございます。 

  まずア、役員の異動に関する事項につきましては、平成２８年３月３１日に４名の理

事が辞任され、新たに４月１日に４名の理事が就任されてございます。 

  次にイ、役員名簿でございます。平成２９年３月３１日現在での役員名簿を掲載して

ございます。理事長と筆頭理事を含む理事１５名、幹事２名の計１７名の名簿でござい

ます。 

  次に（３）行政官庁認可等に関する事項について、平成２８年４月２０日に理事の変

更登記を和歌山地方法務局に提出し、認可をいただきました。また、６月７日の紀美野

町議会第２回定例会におきまして平成２７年度経営状況の報告をさせていただきました。 

  次に、２ページをお開きください。２、業務でございます。 

  （１）の土地取得状況及び（２）の土地処分状況につきましては、土地の取得及び処

分の実績はございませんでしたので、面積、取得原価ともゼロとなってございます。 
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  （３）の土地造成事業収益でございますが、福井樫山団地において一般販売１区画、

面積１９５.６７平方メートルの売却を行い、７０７万１,８５８円の収益がございまし

た。 

  次、（４）の土地保有状況でございます。公有地取得事業用地につきましてはゼロと

なってございます。特定土地等事業用地につきましては１,９６６.５７平方メートル、

取得原価５６６万５,８９９円でございます。これにつきましては野上中学校より南の

貴志川沿いの下佐々字飛ノ瀬９９５－１番地に保有している用地でございます。福井樫

山団地宅地造成用地１,８６５.１９平方メートル、６,６０２万９,５９５円は、福井字

樫山１１１１－６番地ほか７筆でございます。以上を合わせまして３,８３１.７６平方

メートル、７,１６９万５,４９０円でございます。 

  次に、３ページをお開きください。損益計算書でございます。 

  １、事業収益、（３）土地造成事業収益は７０７万１,８５８円、２、事業原価、

（３）土地造成事業原価は７０７万１,８５８円、これにつきましては、福井樫山団地

の１区画の分でございます。事業総利益につきましては、事業収益合計から事業原価合

計を差し引いた０円でございます。 

  ３、販売費及び一般管理費につきましては３３万８,４７６円でございます。この内

訳につきましては、消耗品費５,５００円、光熱水費、福井樫山団地内の防犯灯５基の

電気代１万３,６３９円、修繕料２万９,７００円、手数料、福井樫山団地の販売時の登

記手数料として３万２４０円、広告宣伝費、チラシ作成及び新聞折り込み費用で１４万

６,９２８円、委託料としまして、福井樫山団地の除草作業委託で６万２,４６９円、法

人町民税といたしまして５万円でございます。 

  次に、４、事業外収益、（１）受取利息は１,２８３円でございます。この内訳につ

きましては、普通預金利息３３円と基本財産５００万円の定期預金利息１,２５０円で

ございます。（２）の雑収益はございません。 

  次に、５、事業外費用でございます。（１）支払利息６,７５０円でございます。長

期借入金の利息でございます。（２）雑損失はございません。経常損失３４万３,９４

３円でございます。当期純損失につきましては、事業総利益０円から経常損失３４万３,

９４３円を差し引いた３４万３,９４３円でございます。 

  次に、４ページをお開きください。貸借対照表でございます。 

  資産の部、１、流動資産でございますが、（１）現金及び預金が６３７万１１０円、
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（２）公有用地はございません。（３）特定土地が５６６万５,８９９円、（４）完成

土地が６,６０２万９,５９５円、流動資産合計は７,８０６万５,６０４円でございます。

２、固定資産はございませんので、資産合計７,８０６万５,６０４円でございます。 

  負債の部、１、流動負債につきましてはございません。２、固定負債でございますが、

（１）長期借入金８００万円、固定負債合計、負債合計とも同額の８００万円でござい

ます。 

  次に、５ページをお開きください。 

  資本の部でございます。１、資本金、（１）基本財産５００万円、ながみね農業協同

組合において定期預金として保有してございます。 

  ２、準備金につきましては、（１）前期繰越準備金、前年度繰入金として６,５４０

万９,５４７円、（２）当期純損失３４万３,９４３円、準備金合計６,５０６万５,６０

４円、資本合計は、資本金と準備金の合計７,００６万５,６０４円、負債資本合計７,

８０６万５,６０４円でございます。 

  次に、６ページをお開きください。 

  財産目録でございます。資産の部でございますが、流動資産の合計が７,８０６万５,

６０４円、この内訳は、普通預金１３７万１１０円、定期預金５００万円、特定土地１,

９６６.５７平方メートル、５６６万５,８９９円、完成土地１,８６５.１９平方メート

ル、６,６０２万９,５９５円でございます。固定資産はございません。資産合計７,８

０６万５,６０４円でございます。 

  次に、負債の部でございますが、流動負債の短期借入金はございません。固定負債の

長期借入金は８００万円で、負債合計は８００万円でございます。資産合計から負債合

計を差し引いた差引純資産は７,００６万５,６０４円でございます。 

  次に、７ページをお開きください。 

  キャッシュ・フロー計算書となってございます。 

  内容につきましては、Ⅰ、事業活動によるキャッシュ・フロー、土地造成事業収入の

樫山団地宅地分譲１区画分７０７万１,８５８円、その他の業務支出はマイナス３３万

８,４７６円、小計が６７３万３,３８２円となってございます。利息の受取額１,２８

３円、利息の支払額マイナス６,７５０円を差し引きまして、事業活動によるキャッシ

ュ・フローは６７２万７,９１５円でございます。 

  Ⅲ、財務活動によるキャッシュ・フローでございますが、長期借入金の返済による支
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出がマイナス７００万円ですので、財務活動によるキャッシュ・フローはマイナス７０

０万円でございます。 

  Ⅳ、現金及び現金同等物増加額はマイナス２７万２,０８５円でございます。 

  Ⅴ、現金及び現金同等物期首残高は６６４万２,１９５円でございます。 

  Ⅵ、現金及び現金同等物期末残高は６３７万１１０円でございます。 

  次に、８ページから９ページにかけまして附属明細表として費目別明細表の一覧を掲

載させていただいてございます。内容につきましては、さきの内容と同様となりますの

で省略させていただきます。 

  また、最後のページに、平成２９年５月２５日に監事による監査を実施していただい

た決算監査意見書を添付させていただいてございます。 

  以上、簡単でございますが、平成２８年度紀美野町土地開発公社の経営状況の報告と

させていただきます。 

（企画管財課長 坂 詳吾君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    次に、一般質問の通告は、６月１４日午後３時までに提出

願います。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

◎日程第４ 議案第４２号 紀美野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する 

             条例の制定について 

◎日程第５ 議案第４３号 紀美野町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例の 

             一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男君）    日程第４、議案第４２号、紀美野町行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する条例の制定について、日程第５、議案第４３号、紀美野町

公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例の一部を改正する条例について一括議

題とします。 

  説明を願います。総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    それでは、議案書の１ページをお開きください。 

  議案第４２号、紀美野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制

定について。 

  紀美野町行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例を次のとおり制定した
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いので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                 平成２９年６月１３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  子育てワンストップサービスによる電子申請に対応するため、紀美野町行政手続等に

おける情報通信の技術の利用に関する条例を制定するものでございます。 

  ２ページをごらんください。 

  紀美野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例についてでございま

す。 

  まず、この条例を制定するに至った経緯を御説明いたします。 

  マイナンバー利用事務の運用に当たって、国で情報提供ネットワークシステムとマイ

ナポータルの利用計画が押し進められていますが、両システムの本格活動が秋以降にな

るようでございます。 

  このような中、行政手続の電子申請化を目的としたサービスを行うに当たり、町とい

たしましては、新しいことでありますし、今後の行政手続サービスにおいて電子申請化

の傾向が高まることを考え、個々の根拠条例に電子申請に関する条文を加えるよりも、

総括的な条例を制定するほうが運用しやすいため、この条例を制定することにいたしま

した。 

  この条例を制定することで従来どおり書面により行っていた各種の行政手続に加えて、

インターネットを利用した電子申請でも行えるようになります。 

  それでは、第１条から説明させていただきます。 

  この条例の趣旨は、町民の利便性の向上を図ることと、行政運営の簡素化及び効率化

に資することの２つの目的を達成しようとするものです。 

  ３ページにわたりまして第２条では、この条例で用いる用語の意義を明らかにしてご

ざいます。 

  第３条では、町の機関に対して行われる申請等のうち、条例等により書面等により行

うこととされているものについて、書面等によることに加え、電子申請により行うこと

を可能とするための規定を設けるものでございます。 

  ４ページにわたりまして第４条では、町の機関が行う通知である処分通知等のうち、

書面等により行うこととされているものについて、書面等によることに加え、電子申請

により行うことを可能とするための規定を設けるものでございます。 
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  第５条では、町の機関が条例等において書面等により行うこととしている縦覧、ある

いは閲覧について、規則等で定めるところにより、当該書面等の縦覧等に変えてコンピ

ューター等を利用して作成した電磁的記録により行うことができる旨を定めたものでご

ざいます。 

  第６条第１項では、町の機関が条例等において、本来は書面等を作成、保存すること

としているものについて、規則等で定めるところにより、コンピューター等の利用によ

る当該書面等に係る電磁的記録の作成、保存をもってかえることができる旨を定めてご

ざいます。 

  同条第３項では、町の機関による書面等の作成のうち、個別条項等の規定により、署

名、押印等をすることとされているものが、第１項により、当該書面等に係る電磁的記

録の作成等により行われる場合には、当該個別条例の規定にかかわらず氏名または名称

を明らかにする措置であって、規則等で定めるものをもって当該署名等にかえることが

できる旨を定めてございます。 

  第７条第１項では、手続の電子申請化の推進を図るため、情報システムの整備、その

他必要な措置を講ずることについての町の努力義務を定めるものでございます。 

  同条第２項では、町は第１項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用に

おける安全性及び信頼性の確保に努めるほか、特に個人情報の適正な取り扱いの確保に

努める旨を定めるものでございます。 

  同条第３項では、町は手続等の電子申請化を推進するに当たっては、手続等の簡素化

または合理化を図るよう努める旨を定めてございます。 

  第８条では、具体的にどの手続が電子申請化されているか、いつから電子申請化され

るか等については、この条例では明らかでないことから、公表規定に基づき町民へイン

ターネットの利用等により公表することに伴い、手続等の情報通信の技術の利用に関す

る状況について明らかにするものでございます。 

  ５ページをお開きください。 

  第９条では、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるとしてございます。 

  附則といたしまして、第１項でこの条例は平成２９年７月１日から施行するものです。 

  第２項では、紀美野町行政手続等における情報通信の技術の需要に関する条例の制定

に伴い、紀美野町行政手続条例における理由の提示及び行政指導の方式に関する規定を

改正する必要が生じましたので、次のように改正いたします。 
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  お手元の新旧対照表では、１ページをごらんください。 

  第８条第１項ただし書き中、添付書類の次にその他の申請内容を加えるものでござい

ます。 

  第３３条第４項第２号中、既に文書（前項の書面を含む。）の次に、又は電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式でつ

くられる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を加

えるものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第４２号の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の６ページをごらんください。 

  議案第４３号、紀美野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部

を改正する条例について。 

  紀美野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を次のとおり改

正したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                 平成２９年６月１３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  特例により指定管理の候補者を選定する場合の対象範囲を拡充するため、紀美野町公

の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正するものでございます。 

  次の７ページをごらんください。 

  紀美野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例

でございます。 

  お手元の新旧対照表では、２ページをごらんください。 

  第５条第１項中、「公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として」を「指定

管理者の候補者を」に改めるものでございます。 

  指定管理者の募集は広く公募するのが原則ですが、施設の性格、規模や機能等を考慮

し、公募することが適さないと認めるとき、また、公募したが応募がなかったとき、公

募してきたが、審査の結果、選定の基準に適合する団体がなかったとき、指定管理者の

指定を受けた団体が町との協定を締結しないときに、施設の設置目的を効果的かつ効率

的に達することができると認めた場合において、公募せず指定管理者の候補者を選定で

きる旨を定めているのが第５条の例外規定でございます。 

  従来の規定では、公募せずに指定管理者の候補者を選定できる団体は、地方公共団体
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または公共的団体に限っておりましたが、今回の改正では、この垣根を取り払い、対象

範囲を拡充しようとするものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものです。 

  以上、簡単ではございますが、議案第４３号の説明とさせていただきます。御審議の

上、原案どおり御可決くださいますようお願い申し上げます。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

 ◎日程第６ 議案第４４号 平成２９年度紀美野町一般会計補正予算（第１号） 

○議長（美野勝男君）    日程第６、議案第４４号、平成２９年度紀美野町一般会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

  説明を願います。総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    それでは、議案書の８ページをお開きください。 

  議案第４４号、平成２９年度紀美野町一般会計補正予算（第１号） 

  平成２９年度紀美野町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８２２万８,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６５億６,８２２万８,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条、地方債の追加及び変更は、「第２表地方債補正」による。 

                 平成２９年６月１３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、議案書の１５ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 

  １２款分担金及び負担金、１項１目農林水産業費分担金４６万５,０００円の増額補

正で、小規模土地改良事業の受益者分担金でございます。 

  ２目土木費分担金４５万円の増額補正で、県営事業の小規模がけ崩れ対策事業の受益

者分担金でございます。 

  １４款国庫支出金、２項１目総務費国庫補助金６２万９,０００円の増額補正で、社

会保障・税番号制度システム整備のための補助金でございます。 
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  ５目教育費国庫補助金７１７万１,０００円の減額補正で、学校施設環境改善交付金

を減額するものでございます。 

  １５款県支出金、２項４目農林水産業費県補助金６７３万円の増額補正で、小規模土

地改良事業の補助金９３万円と過疎集落再生・活性化支援事業の補助金５８０万円でご

ざいます。 

  ７目消防費県補助金６２万円の増額補正で、石油貯蔵施設立地対策等交付金でござい

ます。 

  １８款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金６９３万４,０００円の減額補正でござ

います。 

  ２０款諸収入、４項１目雑入４６３万９,０００円の増額補正でございます。内訳に

つきましては、コミュニティ助成金２５０万円、これにつきましては、野上八幡宮獅子

舞保存会への助成金と光ファイバー設備移転補償費２１３万９,０００円、これは桂瀬

地内における国道改修による光ケーブル架設変更工事に伴う移転補償でございます。 

  １６ページをごらんください。 

  ２１款町債、１項６目消防債７０万円の減額補正で、消防団用自動車購入事業に充て

る起債を緊急防災・減災事業債から合併特例債に振りかえているためでございます。 

  ７目教育債６８０万円の増額で、下神野小学校空調設備設置工事に合併特例債を充て

るものでございます。これは先ほど教育費の国庫補助金のところで申しました学校施設

環境改善交付金を７１７万１,０００円減額することに伴うものでございます。 

  １０目災害復旧費２７０万円の増額補正で、これは４月１８日の深夜の大雨による災

害の復旧事業に現年単独災害復旧事業債を充てるものでございます。 

  以上、歳入の説明とさせていただきます。 

  続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 

  １７ページをお開きください。 

  歳出では、それぞれの科目におきまして２節給料、３節職員手当と４節共済費等の補

正計上をしております。この人件費関連の補正につきましては、主に４月の人事異動に

よるものでございますので詳しい説明は省略させていただきますことを御了承いただき

たく存じます。 

  それが１７ページの１款議会費、１項１目議会費１,１０８万円の増額補正でござい

ます。職員１名の人件費と臨時雇用職員１名の賃金を増額するものでございます。 
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  ２款総務費、１項１目一般管理費１,１４５万１,０００円の減額補正で、４月の人事

異動に伴うものでございます。 

  ２目文書広報費、印刷製本費９万４,０００円の増額補正で、これは広報きみのの印

刷用紙が値上がりしたため補正するものでございます。 

  １８ページをお開きください。 

  ５目企画費４４１万６,０００円の減額補正で、人事異動に伴うものです。 

  ６目電子計算機２３４万２,０００円の増額補正でございます。 

  １３節委託料、社会保障・税番号制度施行に伴うシステム改修に要する費用６５万５,

０００円でございます。 

  また、１５節工事請負費２１３万９,０００円、これは歳入のところでも触れました

が、桂瀬地内における国道改修工事による光ケーブル架設変更工事費でございます。 

  ７目支所及び出張所１７万４,０００円の増額補正で、人事異動に伴うものです。 

  １９ページをお開きください。 

  １２目防災諸費１６６万円の増額補正で、人事異動に伴うものと、１１節修繕料６４

万８,０００円は、真国川の妙見橋に設置している気象観測装置水位計の変換器の修理

に伴うものでございます。 

  ２款２項１目税務総務費９５７万８,０００円の増額補正で、人事異動に伴うもので

す。 

  ２目賦課徴収費４２万２,０００円の増額補正で、１３節収納システム導入に向けて

の支援に伴う委託料でございます。 

  ２０ページをお開きください。 

  ２款３項１目戸籍住民基本台帳費２３１万８,０００円の減額補正で、人事異動に伴

うものです。 

  ３款民生費、１項１目社会福祉総務費２７２万８,０００円の増額補正、２目国民年

金事務費７８万４,０００円の減額補正。 

  ２１ページに移りまして、３目老人福祉費１９万３,０００円の増額補正で、これは

いずれも人件費の補正でございます。 

  １１目国民健康保険事業費２９３万６,０００円の減額補正で、人事異動に伴います

国民健康保険事業特別会計への繰出金でございます。 

  １２目介護保険事業費１４６万８,０００円の減額補正で、人事異動に伴います介護
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保険事業特別会計への繰出金でございます。 

  １３目後期高齢者医療費１６２万８,０００円の減額補正で、これも人事異動に伴い

ます後期高齢者医療特別会計への繰出金でございます。 

  ３款２項１目児童福祉総務費で３９１万５,０００円の増額補正でございます。 

  １３節委託料５４万円の増額と１４節使用料及び賃借料３８万９,０００円の増額は、

子育てワンストップサービス対応のシステム導入に要する経費でございます。 

  ２２ページをお開きください。 

  ２目青少年対策費１５３万９,０００円の増額補正で、３節職員手当等の時間外勤務

手当３６万５,０００円と７節臨時雇用の賃金１０９万８,０００円を計上してございま

す。 

  ４目保育所費１,４５３万４,０００円の減額補正で、人事異動による人件費によるも

のです。 

  ２３ページにわたりまして４款衛生費、１項１目保健衛生総務費４１５万７,０００

円の減額補正で、人事異動に伴うものです。 

  ４目環境衛生費５５１万６,０００円の減額補正です。 

  ２８節繰出金で美里及び野上簡易水道事業特別会計繰出金につきましても、全て人事

異動に伴うものでございます。 

  ５目成人保健対策費１８万円の減額補正で、後期高齢者健康診査自己負担金によるも

のでございます。 

  ７目診療所費７７万２,０００円の増額補正で、これは人事異動に伴います国民健康

保険診療所事業特別会計への繰出金でございます。 

  次に、２４ページにわたりまして５款農林水産業費、１項１目農業委員会費２４７万

円の減額補正、２目農業総務費９２万８,０００円の増額補正で、いずれも人事異動に

伴うものでございます。 

  ３目農業振興費９,０００円の増額補正で、国費・県費の過年度返還金によるもので

す。 

  ４目耕地総務費１３１万２,０００円の減額補正です。 

  ２８節の農業集落排水事業特別会計繰出金２６７万２,０００円につきましては、人

事異動に伴うものでございます。 

  ２５ページにわたりまして６目地籍調査事業費２９２万８,０００円の増額補正、７
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目農業体質強化基盤整備促進事業費の１６万１,０００円の減額補正、これはいずれも

人事異動に伴うものです。 

  ８目小規模土地改良事業費３１０万２,０００円の増額補正で、１５節長谷宮地内の

宝湯水路及び梅本地内の六反田水路の工事請負費でございます。 

  ２６ページにわたりまして５款２項１目林業総務費２４４万６,０００円の増額補正

で、人事異動に伴うものでございます。 

  ５款４項１目山村振興総務費５６９万円の増額補正で、１９節負担金補助及び交付金

の５８０万円は、志賀野寄合会への補助金でございます。 

  ２７ページにわたりまして６款１項１目商工振興費、補正増減はありませんが、給料

と職員手当等で１１万円減額し、共済費で１１万円増額してございます。 

  ７款土木費、１項１目土木総務費１４５万６,０００円の増額補正で、１９節負担金

補助及び交付金の９０万円は、奥佐々及び円明寺地内の小規模がけ崩れ対策事業の負担

金でございます。 

  ２８ページにわたりまして７款２項２目道路橋梁新設改良費１６万４,０００円の増

額補正で、人事異動に伴うものです。 

  ７款３項１目住宅管理費５８万４,０００円の減額補正で、１３節委託料３２万４,０

００円は、町営福井住宅に係る弁護士への委託料でございます。 

  ７款５項１目建設残土処理費３万円の人件費の増額補正でございます。 

  ２９ページにわたりまして８款消防費、１項１目常備消防費で５９８万１,０００円

の人件費の減額補正でございます。 

  ２目非常備消防費、補正増減はありません。消防団の消防車両購入の財源を当初予算

で緊急防災・減災事業債１４０万円としてございましたが、これを合併特例債７０万円

と石油貯蔵施設立地対策等交付金６２万円、そして一般財源８万円に振りかえたもので

ございます。 

  ９款教育費、１項２目事務局費１,１４５万４,０００円の増額補正で、人事異動によ

るものでございます。 

  ３０ページにわたりまして３目教育諸費１８６万２,０００円の増額補正でございま

す。これにつきましては、９節旅費４０万円、これは外国人語学指導助手の帰国のため

の旅費です。 

  １３節通学バスを運行するための委託料として１０２万円増額を計上してございます。 
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  １９節では、外国人語学指導助手渡航費等の負担金として４４万２,０００円を計上

してございます。 

  ９款２項１目学校管理費１０８万７,０００円の増額補正で、１３節では給食配送業

務委託料７６万１,０００円を増額してございます。 

  ９款４項１目社会教育総務費４３９万２,０００円の減額補正、３１ページにわたり

まして４目人権教育費２４万６,０００円の増額補正で、いずれも人事異動に伴うもの

でございます。 

  ５目文化財保護費２５０万円の増額補正で、野上八幡宮獅子舞保存会による獅子舞備

品購入に対するコミュニティ助成事業補助金でございます。 

  ７目みさと天文台管理運営費３万円の人件費の増額補正でございます。 

  ９款５項１目保健体育総務費８８万７,０００円の増額補正で、人事異動に伴うもの

でございます。 

  ２目体育施設管理運営費５０万円の増額補正で、１２節登記手数料は、福井町民運動

場を地権者に返還するための土地登記に係る手数料を計上したものでございます。 

  ３２ページをごらんください。 

  １０款災害復旧費、１項１目道路橋りょう災害復旧費２７０万円の増額補正で、４月

１８日の大雨による吉見地内と坂本地内の里道の災害に伴う復旧工事請負費でございま

す。 

  次の３３ページの平成２８年度繰越明許費繰越計算書につきましては、御高覧いただ

きたく存じます。 

  恐れ入りますが、１２ページにお戻りいただきますようお願いします。 

  第２表地方債補正でございます。 

  追加するものは、災害復旧事業債の現年単独災害復旧事業で限度額は２７０万円でご

ざいます。 

  起債の方法は普通貸借または証券発行、利率につきましては３.０％以内、ただし、

利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構式について利率の見直

しを行った後においては、当該見直し後の利率といたします。 

  次に、償還の方法ですが、政府資金については、その融資条件により、銀行、その他

の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により、据え置

き期間及び償還金を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借りかえすることができる
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とするものでございます。 

  変更するものにつきましては、一般単独事業債で限度額を６１０万円増額し３億５,

９９０万円にしてございます。 

  なお、補正後の起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前に同じでござ

います。 

  以上、議案第４４号、平成２９年度紀美野町一般会計補正予算（第１号）の説明とさ

せていただきます。御審議の上、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

 ◎日程第７ 議案第４５号 平成２９年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第１号）について 

 ◎日程第８ 議案第４６号 平成２９年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補 

              正予算（第１号）について 

 ◎日程第９ 議案第４７号 平成２９年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算 

              （第１号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第７、議案第４５号、平成２９年度紀美野町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第８、議案第４６号、平成２９年

度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号）について及び日程第９、

議案第４７号、平成２９年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて一括議題とします。 

  説明を願います。住民課長、仲岡君。 

（住民課長 仲岡みち子君 登壇） 

○住民課長（仲岡みち子君）    議案書の３４ページをごらんください。 

  議案第４５号、平成２９年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２９年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２３９万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億２,６２３万円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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                 平成２９年６月１３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  予算書の３９ページをごらんください。 

  歳入でございます。 

  ３款国庫支出金、２項国庫補助金、２目国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金

５４万４,０００円の増額補正でございます。これにつきましては、補助限度額の上限

枠の拡充と新規整備メニューとして都道府県化してもらう月報・年報システムの改修事

業費が新たに追加され、補助金として交付されるものでございます。 

  歳出で基金積立金への増額補正としてお願いするものでございます。 

  次に、９款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金２９３万６,０００円の減額補

正でございます。これにつきましては、４月の人事異動に伴います人件費の減額分を一

般会計に繰り入れるものでございます。 

  次の４０ページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２９３万６,０００円の減額でござい

ます。これにつきましては、４月の人事異動に伴い担当職員がかわったことによるもの

でございます。 

  ２節給料１５０万円、３節職員手当１１３万６,０００円、４節共済費３０万円それ

ぞれ減額となるものでございます。 

  ９款諸支出金、３項基金費、１目財政調整基金、２５節積立金５４万４,０００円の

増額補正でございます。これにつきましては、システム改修費の財源のうち国庫支出金

に振りかえた一般財源５４万４,０００円を財政調整基金として積み立てるものでござ

います。 

  以上で平成２９年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の説明と

させていただきます。 

  続きまして、議案書の４２ページをごらんください。 

  議案第４６号、平成２９年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第

１号） 

  平成２９年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 
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  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７７万２,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,５７２万６,０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

                 平成２９年６月１３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  次、４７ページをごらんください。 

  歳入です。 

  ４款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金７７万２,０００円の増額補正です。

これにつきましては、歳出における職員の人件費の増額分を一般会計より繰り入れるも

のでございます。 

  次の４８ページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費７７万２,０００円の増額でございま

す。これにつきましては、４月の人事異動に伴い担当職員がかわったことによるもので

ございます。 

  ２節職員手当３７万２,０００円、４節共済費４０万円、それぞれ増額となるもので

ございます。 

  以上で平成２９年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号）の

説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の５０ページをごらんください。 

  議案第４７号、平成２９年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

  平成２９年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６２万８,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４,１１５万２,０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

                 平成２９年６月１３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  議案書の５５ページをごらんください。 
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  歳入です。 

  ３款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金において１６２万８,０００円の減額

です。これにつきましては、歳出における職員の人件費の減額分を一般会計に繰り入れ

るものでございます。 

  次の５６ページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１６２万８,０００円の減額補正でご

ざいます。これにつきましては、４月の人事異動に伴い担当職員がかわったことによる

ものでございます。 

  ２節給料において６０万円、３節職員手当９５万８,０００円、４節共済費で７万円

それぞれ減額となるものでございます。 

  以上、平成２９年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の説明とさ

せていただきます。 

  以上で特別会計の３議案につきましては、御審議の上、原案どおり可決賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

（住民課長 仲岡みち子君 降壇） 

 ◎日程第１０ 議案第４８号 平成２９年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第１０、議案第４８号、平成２９年度紀美野町介護保

険事業特別会計補正予算（第１号）について議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、湯上君。 

（保健福祉課長 湯上ひとみ君 登壇） 

○保健福祉課長（湯上ひとみ君）    それでは、議案書５８ページをお開きください。 

  議案第４８号、平成２９年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２９年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２７万４,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億１,９８９万６,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入



－２４－ 

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

                 平成２９年６月１３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、議案書６３ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 

  ３款２項１目調整交付金、２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事

業）、３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）のそれぞれ１

万１,０００円、２万４,０００円、４万２,０００円の増額補正につきましては、人件

費の変更に伴うものでございます。 

  なお、１目と２目は一般介護予防事業担当職員１名の増額によるもので、１目は９.

７％分、２目は２０％分でございます。また、３目は包括的支援事業と任意事業担当職

員２名の増額の３９％分でございます。 

  ４款１項２目地域支援事業交付金の３万３,０００円の増額補正も、さきの３款２項

１目、２目の人件費の変更に伴う増額の２８％分でございます。 

  ５款２項１目、２目のそれぞれ１万５,０００円、２万１,０００円の増額補正につき

ましても、さきの３款２目、３目と同じ職員の増額のそれぞれ１２.５％、１９.５％分

でございます。 

  ６４ページをごらんください。 

  ７款１項２目、３目のそれぞれ１万５,０００円、２万１,０００円の増額補正につき

ましても、５款２項１目、２目と同様でございます。 

  ４目事務費繰入金につきましては、本年４月の人事異動に伴う職員の配置変えにより

ます給料等の減額に伴うものでございます。これは減額分の１００％に当たるものです。 

  ７款２項介護給付費準備基金繰入金の４万８,０００円の増額につきましては、人件

費補正による保険料不足の増額補正でございます。 

  続きまして、６５ページの歳出をお開きください。 

  １款１項１目一般管理費の１５０万４,０００円の減額補正でございます。これは本

年４月の人事異動に伴う職員配置替えによります減額に伴うものでございます。 

  ３款２項１目一般介護予防事業費の１２万円の増額補正でございます。これは担当職

員１名の人件費の変更に伴う増額分でございます。 

  ３項１目総合相談事業の７万円、２目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の

４万円は、それぞれ担当職員の人件費の変更に伴う増額分でございます。 



－２５－ 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。御審議の上、原案どおり御可決いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

（保健福祉課長 湯上ひとみ君 降壇） 

 ◎日程第１１ 議案第４９号 平成２９年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予 

               算（第１号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第１１、議案第４９号、平成２９年度紀美野町農業集

落排水事業特別会計補正予算（第１号）について議題とします。 

  説明を願います。建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    それでは、６８ページをお願いします。 

  議案第４９号、平成２９年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２９年度紀美野町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２６７万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２,４９１万８,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

                 平成２９年６月１３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ７３ページをお願いします。 

  歳入、３款繰入金で一般会計からの繰入金額を２６７万２,０００円の減額をお願い

するものでございます。 

  ７４ページをお願いします。 

  歳出、１款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費の２節、３節、４節につきまし

て、人事異動によります給料、職員手当等共済費において合計２６７万２,０００円の

減額をお願いするものでございます。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。御審議の上、御可決いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

 ◎日程第１２ 議案第５０号 平成２９年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予 



－２６－ 

               算（第１号）について 

 ◎日程第１３ 議案第５１号 平成２９年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予 

               予（第１号）について 

 ◎日程第１４ 議案第５２号 平成２９年度紀美野町上水道事業会計補正予算(第１号) 

○議長（美野勝男君）    日程第１２、議案第５０号、平成２９年度紀美野町野上簡

易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第１３、議案第５１号、平成２

９年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について及び日程第１４、

議案第５２号、平成２９年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号）について一括

議題とします。 

  説明を願います。水道課長、山本君。 

（水道課長 山本訓永君 登壇） 

○水道課長（山本訓永君）    議案書７６ページをお開きください。 

  議案第５０号、平成２９年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２９年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１８６万９,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５,０７３万７,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

                 平成２９年６月１３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ８１ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  ４款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金１８６万９,０００円の減額補正でご

ざいます。これにつきましては、４月の人事異動に伴うものでございます。 

  ８２ページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  １款衛生費、１項簡易水道費、１目一般管理費１８６万９,０００円の減額補正でご

ざいます。これにつきましては、４月の人事異動に伴い担当職員がかわったことによる

ものでございます。 



－２７－ 

  ２節給料において１３０万円、３節職員手当等で３８万９,０００円、４節共済費で

１８万円それぞれ減額となるものでございます。 

  以上、平成２９年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の説明と

させていただきます。 

  続きまして、議案書８４ページをお開きください。 

  議案第５１号、平成２９年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２９年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４９７万８,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１３万２,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

                 平成２９年６月１３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ８９ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  ４款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金４９７万８,０００円の減額補正でご

ざいます。これにつきましては、４月の人事異動に伴うものでございます。 

  ９０ページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  １款衛生費、１項簡易水道費、１目一般管理費４９７万８,０００円の減額補正でご

ざいます。これにつきましては、４月の人事異動に伴い担当職員がかわったことによる

ものでございます。 

  ２節給料において２００万円、３節職員手当等で２２２万８,０００円、４節共済費

で７５万円それぞれ減額となるものでございます。 

  以上、平成２９年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の説明と

させていただきます。 

  続きまして、議案書９２ページをお開きください。 

  議案第５２号、平成２９年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号） 

  （総則） 



－２８－ 

  第１条、平成２９年度紀美野町上水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

  （収益的支出の補正） 

  第２条、平成２９年度紀美野町上水道事業会計予算（以下「予算」という。」第３条

に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

  支出、第１款水道事業費用１億８１５万４,０００円、補正予定額０円、計１億８１

５万４,０００円、第１項営業費用９,６３５万５,０００円、補正予定額８万７,０００

円、計９,６４４万２,０００円、第３項予備費２３０万円、補正予定額減額８万７,０

００円、計２２１万３,０００円。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第３条、予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。 

  （１）職員給与費２,９６７万９,０００円、補正予定額７万円、計２,９７４万９,０

００円。 

                 平成２９年６月１３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ９４ページをお開きください。 

  平成２９年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号）実施計画明細書でございま

す。 

  収益的収入及び支出。 

  支出でございます。 

  １款水道事業費用、１項営業費用、２目配水及び給水費、既決予定額３,０６７万５,

０００円を５万７,０００円の増額補正でございます。これにつきましては、４月の人

事異動に伴い担当職員がかわったことによるものでございます。 

  １節給料において６万６,０００円の減額、２節手当で３万９,０００円の増額、４節

法定福利費で８万４,０００円の増額となるものでございます。 

  ４目業務及び総係費、既決予定額２,２２１万２,０００円を３万円の増額補正でござ

います。これにつきましては、４月の人事異動に伴い担当職員がかわったことと臨時職

員の勤務日数の訂正によるものでございます。 

  １節給料において４４万３,０００円の増額、２節手当で５１万６,０００円の減額、

４節賃金で１万３,０００円の増額、５節法定福利費で９万円の増額となるものでござ

います。 



－２９－ 

  ３項予備費、既決予定額２３０万円を８万７,０００円減額しております。これにつ

きましては、目内の配分変更によるものでございます。 

  この明細書に示す支出額の全体の変動はございません。 

  続きまして、９５ページをお開きください。 

  平成２９年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号）予定キャッシュ・フロー計

算書でございます。 

  これにつきましては、今回の補正に対する人件費のキャッシュの増減をフローで示す

もので、職員給与及び臨時職員の補正予定額８万７,０００円の支出増のみを示すもの

でございます。 

  ９６ページから９７ページには、予定貸借対照表を載せてございます。 

  以上、平成２９年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号）の説明とさせていた

だきます。御審議の上、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 

（水道課長 山本訓永君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    以上で本日の日程は全部終了しました。 

 散 会 

○議長（美野勝男君）    本日はこれで散会します。 

（午前１０時２４分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


