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議長（大村明雄君）
ただいまから、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、あらかじめ配布いたしましたので、ご了承願います。

▼

日程第１

報告第８号
いて

平成２６年度南大隅町一般会計繰越明許費繰越計算書につ

議長（大村明雄君）
日程第１ 報告第８号 平成２６年度南大隅町一般会計繰越明許費繰越計算書について、
町長からお手元に配布のとおり報告がありました。
これについて質疑はありませんか。
「なし」

という者あり

議長（大村明雄君）
異議なしと認めます。

▼
▼
▼
▼
▼
▼

日程第２ 議案第２号 平成２７年度南大隅町一般会計補正予算（第２号）について
日程第３ 議案第３号 平成２７年度南大隅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４ 議案第４号 平成２７年度南大隅町診療所事業特別会計補正予算（第１号）
について
日程第５ 議案第５号 平成２７年度南大隅町介護保険事業（保険事業勘定）特別会
計補正予算（第１号）について
日程第６ 議案第６号 平成２７年度南大隅町介護保険事業（サービス事業勘定）特
別会計補正予算（第１号）について
日程第７ 議案第７号 平成２７年度南大隅町下水道事業特別会計補正予算（第１号）
について

議長（大村明雄君）
日程第２ 議案第２号 平成２７年度南大隅町一般会計補正予算（第２号）について
日程第３ 議案第３号 平成２７年度南大隅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４ 議案第４号 平成２７年度南大隅町診療所事業特別会計補正予算（第１号）
について
日程第５ 議案第５号 平成２７年度南大隅町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計
補正予算（第１号）について
日程第６ 議案第６号 平成２７年度南大隅町介護保険事業（サービス事業勘定）特別
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会計補正予算（第１号）について
日程第７ 議案第７号 平成２７年度南大隅町下水道事業特別会計補正予算（第１号）
について
以上、６件を一括議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
〔

町長

森田

俊彦

君

登壇

〕

町長（森田俊彦君）
おはようございます。
議案第２号から７号まで、一括して提案理由の説明を申し上げます。
議案第２号は、平成２７年度南大隅町一般会計補正予算（第２号）についてであります。
本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７千４百８９万３千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６８億２千百２６万４千円とするものでございま
す。
「第１表 歳入歳出予算」では、歳出予算に「個人番号カード等関連事務委任負担金」、
「福祉センター敷地内車庫等建設工事」、「県単独農業農村整備事業」、「多面的機能支払交
付金事業」、「おおすみまるごと観光案内板整備事業」、「道路等景観創生事業」の計上及び
人事異動等による人件費の調整を行い、歳入予算では、所要の財源として、国・県支出金、
基金繰入金、前年度繰越金等を計上したものであります。
また、「第２表 繰越明許費」において、「道路維持ローダーダンプ購入事業」の設定を
行っております。
次に、議案第３号は、平成２７年度南大隅町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１
号）についてであります。
本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ百１万３千円を追加し、歳入
歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億９千８百１３万４千円とするものであります。
今回の主な補正は、レセプト点検に係る嘱託員の配置による人件費の計上を行い、歳入
予算では所要の財源として県支出金、基金繰入金を計上したものであります。
次に、議案第４号は、平成２７年度南大隅町診療所事業特別会計補正予算（第１号）に
ついてであります。
本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２百１３万５千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４千７０万５千円とするものであります。
今回の補正は、歳出予算に「リハビリ用医療機器の購入費」、「嘱託員の報酬等」の計上
を行い、歳入予算では、所要の財源として一般会計繰入金を計上したものであります。
次に、議案第５号は、平成２７年度南大隅町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補
正予算（第１号）についてであります。
本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２百６３万６千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億８千８百３７万７千円とするものでありま
す。
今回の主な補正は、介護予防事業派遣負担金等の計上と、それに伴う介護保険基金繰入
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金等の計上であります。
次に、議案第６号は、平成２７年度南大隅町介護保険事業（サービス事業勘定）特別会
計補正予算（第１号）についてであります。
本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２百５８万６千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千３百１万６千円とするものであります。
今回の補正は、介護予防事業派遣負担金の計上と、それに伴う一般会計繰入金の計上で
あります。
次に、議案第７号は、平成２７年度南大隅町下水道事業特別会計補正予算（第１号）に
ついてであります。
本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２千万円を追加し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ９千８百８４万１千円とするものであります。
今回の主な補正は、長寿命化機能強化事業に係る処理施設工事費の増額計上と、それに
伴う国県支出金及び一般会計繰入金等の計上であります。
また、「第２表 地方債補正」において、下水道事業の限度額の変更を行っております。
詳細は、担当課長に説明させますので、よろしくご審議、ご決定くださいますようお願
い致します。
総務課長（石畑博君）
それでは、議案第２号 平成２７年度南大隅町一般会計補正予算(第２号)についてご説
明いたします。
まず、１ページでございます。
平成２７年度南大隅町一般会計補正予算(第２号)、平成２７年度南大隅町の一般会計補
正予算(第２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７千４百８９
万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６８億２千百２６万４千円と
する。
２ 歳入歳出予算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。
（繰越明許費）第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して
使用することができる経費は、｢第２表 繰越明許費｣による。
５ページをお願い致します。
第２表 繰越明許費 今回、７款 土木費 ２項 道路橋梁費の道路維持ローダーダンプ
購入事業に６百６３万円の繰越明許費の設定をお願いするものでございます。これは、車
両製作に１５か月間を要するものであります。
めくっていただきまして、８ページをお願い致します。
まず、歳入でございますが、１４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 民生費国庫負
担金に障害者自立支援負担金６７万円、１４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ５目 総務
費国庫補助金に個人番号カード等関連事務委任補助金３百２万８千円、１５款 県支出金
１項 県負担金 １目 民生費負担金に障害者自立支援負担金３３万５千円、１５款 県支出
金 ２項 県補助金 ２目 民生費補助金に高齢者元気度アップ事業補助金３４万７千円、
４目 農林水産業費補助金に農業・農村活性化推進施設等整備事業、農地・水・保全管理支
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払推進事業、同じく多面的機能支払交付金事業補助金として６百１０万１千円、森林整備
地域活動支援事業補助金に４９万５千円、５目 商工費補助金に地域振興推進事業おおすみ
まるごと観光案内板整備事業補助金として１千５０万円、６目 土木費補助金に地域振興推
進事業花壇・モニュメント設置事業補助金として９百万円。
９ページをお願い致します。
１５款 県支出金 ３項 委託金 １目 総務費委託金に権限移譲事務費パスポート交付
窓口端末機整備委託金３２万２千円、５目 教育費委託金にスクールソーシャルワーカー活
用事業委託金として１６万３千円、１８款 繰入金 １項 基金繰入金 ４目 町有施設整備
基金繰入金１千万円を、福祉センター車庫・敷地内整備事業費の財源として計上、５目 佐
多岬等観光振興基金繰入金に１千５０万円を、おおすみまるごと観光案内板整備事業費の
財源として計上、１９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金に２千３百３４万１千円を、
今回の補正予算の財源として計上しております。
続いて１０ページをお願い致します。
歳出でございますが、まず、各費目において職員の人事異動等に基づきます人件費の調
整を致しております。
中段の２款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費に県派遣職員給与負担金とし
て７百９８万６千円を計上、３目 電算管理費に個人番号カード等関連事務委任負担金とし
て３百２万８千円、５目 財産管理費にコミュニティーバス昇降ステップ取り付け修繕に百
３２万９千円、庁舎横車庫設計委託に３９万４千円、６目 企画費に「かごしま移住・交流
セミナー」に係る普通旅費３０万６千円。
続いて１１ページをお願い致します。
２款 総務費 ３項 戸籍住民基本台帳費 １目 戸籍住民基本台帳費にパスポート交付
窓口端末機整備に係る備品購入費３２万２千円を計上、下段の２款 総務費 ５項 統計調
査費 ２目 委託統計調査費につきましては、国勢調査等の交付決定に伴う予算調整を行っ
ております。
１２ページをお願い致します。
３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費にリフト付きバスのバックモニ
ター取り付け修繕に９万８千円、介護職員初任者研修受講料補助金として百万円を計上、
２目 社会福祉施設費に福祉センター等の維持管理費として修繕料５０万円、福祉センター
車庫・敷地内整備に係る設計委託に百２０万円。
続いて１３ページでございます。
工事請負費に９百１４万円を計上、３目 国民年金事務費に年金届出・報告等システム改
修負担金として１７万６千円計上、４目 障害者福祉費に障害者自立支援育成医療費として
１百３４万円を計上、５目 老人福祉費に地域見守りネットワーク支援事業として１５万３
千円を計上、７目 介護保険費に高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業に係る委託料３
４万７千円、介護保険特別会計への繰出金３百２万３千円を計上、３款 民生費 ２項 児
童福祉費 ２目 児童措置費に子育て世帯臨時特例給付金事業システム設定負担金９万３
千円、過年度分保育所保護者負担金返納金１万円を計上。
続いて１４ページをお願い致します。
４款 衛生費 １項 保健衛生費 ７目 診療所費に診療所事業特別会計への繰出金２百
１３万５千円を計上、５款 農林水産業費 １項 農業費 ７目 農地費に農業・農村活性化
推進施設等整備事業、農地・水・保全管理支払推進事業、多面的機能支払交付金事業に係
る原材料費１百５２万２千円、補助金に６百７４万５千円を計上、５款 農林水産業費 ２
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項 林業費 ２目 林業振興費に森林整備活動支援事業の追加分として６６万円計上。
１６ページをお願い致します。
６款 商工費 １項 商工費 ２目 商工振興費に佐多地区第１・第３加工所、旧根占給食
センターの消耗品及び修繕料として６０万円を計上、３目 観光費に地域振興推進事業おお
すみまるごと観光案内板整備に係る工事請負費として２千百万円を計上。
１７ページをお願い致します。
７款 土木費 ２項 道路橋梁費 ２目 道路維持費に地域振興推進事業に係る道路等景
観創生事業花壇・モニュメント設置設計、同じく設計監理委託に４百５０万円、工事請負
費に１千８百万円を計上。
９款 教育費 １項 教育総務費 ２目 事務局費にスクールソーシャルワーカー設置委
託料の追加分として１６万３千円を計上。
１８ページをお願い致します。
９款 教育費 ２項 小学校費 １目 学校管理費に物品等制作委託、神山小学校給食配膳
棚制作費として２０万円を計上。
１９ページをお願い致します。
中段の９款 教育費 ６項 保健体育費 １目 保健体育総務費 １１節 需用費に備品購
入費からの組替え分として４０万円、１３節 委託料に大泊艇庫白蟻駆除委託費として３０
万円、１９節 負担金補助及び交付金に町体育協会補助金７０万円の減額、総合型地域スポ
ーツクラブ自立支援事業補助金５６万７千円の減額補正を計上いたしております。
以上、一般会計よろしくお願い申し上げます。
町民保健課長（馬見塚大助君）
次に、議案第３号 南大隅町国民健康保険事業特別会計補正予算(第１号)について、ご
説明いたします。１ページをお開きください。
議案第３号 平成２７年度南大隅町国民健康保険事業特別会計補正予算(第１号)、平成
２７年度南大隅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に歳入歳出それぞれ百１万３千円
を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億９千８百１３万４千円とする。
２ 歳入歳出予算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。
６ページをお開きください。
先ず、歳入でございますが、レセプト点検に係る嘱託員の配置を希望する財源としまし
て、２分の１を６款 県支出金 １目 県財政調整交付金５０万６千円を増額いたしており
ます。残り２分の１を９款 繰入金 １目 基金繰入金５０万７千円を基金から繰り入れを
しております。
７ぺージです。歳出をご説明いたします。
８款 保健事業費 ２目 医療費適正化特別対策費 百１万３千円は、レセプト点検に係る
人件費等の経費であります。
以上、ご審議方、よろしくお願い致します。
支所長（田中明郎君）
議案第４号 平成２７年度南大隅町診療所事業特別会計補正予算の説明を致します。
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議案第４号 平成２７年度南大隅町診療所事業特別会計補正予算(第１号)、平成２７年
度南大隅町の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）第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２百１３万５
千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４千７０万５千円とする。
２ 歳入歳出予算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。
６ページをお開きください。歳入です。
第３款 繰入金 １項 一般会計繰入金 １目 一般会計繰入金 ２百１３万５千円を辺塚
診療所、佐多診療所一般会計繰入金に計上するものであります。
７ページ、歳出です。
１款 総務費 １項 施設管理費 １目 辺塚診療所一般管理費８万２千円、賃金を計上す
るものであります。
３目 佐多診療所一般管理費 ２百５万３千円計上するものです。おもなものとして職員
共済費 百１８万８千円計上し、委託料として医師派遣委託３百８６万３千円の減額、備品
購入費としてりハリビリテ―ション器具３百３７万５千円計上するものです。
よろしくお願い致します。
介護福祉課長（水流祥雅君）
次に、議案第５号をお願い致します。１ページをお開き下さい。
平成２７年度南大隅町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算(第１号)、平成
２７年度南大隅町の介護保険事業（保険事業勘定）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に歳入歳出それぞれ２百６３万６
千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億８千８百３７万７千円とす
る。
２ 歳入歳出予算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。
７ページをお開きください。歳出よりご説明申し上げます。
今回の補正予算は、３款 地域支援事業費 １項 介護予防事業費に百３４万２千円、２
項 包括的支援事業・任意事業費に百２７万２千円計上致しておりますが、社会福祉協議会
派遣職員の１名分としております。
また、財源として、６ページをお開きください。
３款 支払基金交付金 ４款 国庫支出金 ５款 県支出金 ７款 繰入金と法定交付金等
を計上いたし、不足分と致しましては７款 ２項 基金繰入金を充当しております。
引き続き議案第６号をお願い致します。１ページをお開きください。
平成２７年度南大隅町介護保険事業（サービス事業勘定）特別会計補正予算(第１号)、
平成２７年度南大隅町の介護保険事業（サービス事業勘定）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に歳入歳出それぞれ２百５８万６
千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千３百１万６千円とする。
２ 歳入歳出予算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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７ページをお開きください。
今回の補正予算は、１款 一般管理費、介護予防事業負担金として２百５８万６千円計上
致しております。保険事業勘定とも関連致しますが、社会福祉協議会派遣職員１名分でご
ざいます。また、６ページでは財源を一般会計繰入金としたものでございます。
以上、よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。
支所長（田中明郎君）
議案第７号 平成２７年度南大隅町下水道事業特別会計補正予算(第１号)について、説
明致します。
議案第７号 平成２７年度南大隅町下水道事業特別会計補正予算(第１号)、平成２７年
度南大隅町の下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に歳入歳出それぞれ２千万円を追
加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９千８百８４万１千円とする。
２ 歳入歳出予算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 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。
４ページをお開きください。
第２表 地方債補正、補正前 起債の目的 下水道事業、補正前の限度額 １千６百万
円、起債の方法 証書借入又は証券発行、利率 年５．０％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資金について、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、
償還の方法 政府資金は、その貸付条件により、銀行その他の資金については、債権者
との協定によるものとする。
ただし、財政の都合により、据置期間中であっても繰上償還し、償還年限を短縮し又は
低利債に借り換えることができるものとする。
補正後の限度額 １千９百６０万円、起債の方法・利率・償還の方法は、補正前に同じ
です。
７ページ、歳入をお開きください。
２款 国庫支出金 １項 国庫補助金 １目 下水道費国庫補助金 下水道長寿命化機能
強化事業１千万円。３款 繰入金 １項 一般会計繰入金 １目 一般会計繰入金１６万円。
６款 町債 １項 町債 １目 下水道債３百６０万円。７款 県支出金 １項 県補助金 １
目 下水道費県補助金６百２４万円。農業集落排水施設整備促進事業の分であります。
次に歳出８ページでございます。
１款 総務費 １項 総務管理費 １目 農業集落排水事業費 工事請負費に２千万円計
上するものであります。
よろしく審議、ご決定くださいますようお願い致します。
▼

散

会

議長（大村明雄君）
以上で本日の日程は全部終了しました。
６月２５日は午前１０時から本会議を開きます。
６月１７、１８日は、各常任委員会となっております。
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本日はこれで散会します。

散会

：

平成２７年６月１６日

午前 10 時 30 分
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