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平成２５年度 南大隅町議会定例会１月会議 会議録（第１号） 

 

招集年月日  平成２５年５月１日 

招集の場所  南大隅町議会議事堂 

開   会  平成２５年５月１日  午前 10時 

 

開   議  平成２６年１月３１日 午前 9時 35分 

 

応招議員 

1番 浪瀬 敦郎  君 6番 日高 孝壽  君 10番 大塚 成章  君 

2番 持留 秋男  君 7番 水谷 俊一  君 11番 大内田 憲治 君 

3番 松元 勇治  君 8番 大久保 孝司 君 12番 川原 拓郎  君 

5番 平原 熊次  君 9番 井之上 一弘 君 13番 大村 明雄  君 

 

不応招議員  なし 

出席議員   全員 

欠席議員   なし 

 

地方自治法第 121条の規定による出席者 

町長 森田 俊彦  君 介護福祉課長 水流 祥雅  君 

副町長 白川 順二  君 経済課長 竹野 洋一  君 

教育長 欠席     君 教育振興課長 尾辻 正美  君 

総務課長 石畑 博   君 税務課長 石走 和人  君 

支所長 馬見塚 大助 君 建設課長 伊比礼 純一 君 

会計管理者 小田 清典  君 町民保健課長 田中 明郎  君 

企画振興課長 木佐貫 徳和 君 総務課主幹 相羽 康徳  君 

財産運用課長 川辺 和博  君 財政係長 中之浦 伸一 君 

 

職務のための出席者 ： （議会事務局長）大久保 清昭 君 （書記）加藤 友教 君 

 

提 出 議 案       ： 別紙のとおり 

 

会議録署名議員 ： （２番）持留 秋男 君  （３番）松元 勇治 君 

 

議事の経過 ： 別紙のとおり 

 

散   会 ： 平成２６年１月３１日  午前 9時 47分 

 

 



 2 

▼ 開 議 

 

議長（大村明雄君） 

ただいまから、平成２５年度南大隅町議会定例会１月会議を開きます。 

議事日程表により本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめ配布したとおりであります。 

 

 

▼ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議長（大村明雄君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２１条の規定によって、持留秋男君及び松元勇治君を

指名します。 

 

 

▼ 日程第２ 審議期間の決定 

 

議長（大村明雄君） 

日程第２ 審議期間の決定の件を議題とします。 

 １月会議の審議期間は、本日のみの１日間にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

 

「なし」 という者あり 

 

議長（大村明雄君） 

異議なしと認めます。 

 したがって、１月会議の審議期間は、本日のみの１日間に決定しました。 

 

 

▼ 日程第３ 議案第４５号 平成２５年度南大隅町一般会計補正予算（第１１号）につ

いて 

▼ 日程第４ 議案第４６号 平成２５年度南大隅町簡易水道事業特別会計補正予算（第

４号）について 

 

 

議長（大村明雄君） 

 日程第３ 議案第４５号 平成２５年度南大隅町一般会計補正予算（第１１号）につい

てから、日程第４ 議案第４６号 平成２５年度南大隅町簡易水道事業特別会計補正予算

（第４号）について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。 
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〔  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４５号は、平成２５年度南大隅町一般会計補正予算（第１１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３百４１万６千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６６億９千６百１４万４千円とするものであります。 

 今回の主な補正は、１月１日付け人事異動に伴う人件費の調整と総務費の「定住促進住

宅取得資金補助金」、農林水産業費の「家畜伝染病予防対策経費」、土木費の「まち住宅非

現地造成工事に伴う電柱移転補償費」の計上及びそれに伴う財源として地方交付税、国庫

補助金を計上したものであります。 

 

 次に、議案第４６号は、平成２５年度南大隅町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

についてであります。 

本案は、漏水等による職員の時間外手当の追加と人件費の調整を行ったものであります。 

詳細につきましては、担当課長に説明させますので、よろしくご審議、ご決定下さいま

すようお願いいたします。 

 

総務課長（石畑博君） 

それでは、議案第４５号 南大隅町一般会計補正予算（第１１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。 

議案第４５号 平成２５年度南大隅町一般会計補正予算（第１１号）、平成２５年度南大

隅町の一般会計補正予算（第１１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３百４１万６

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６６億９千６百１４万４千円とす

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。 

 ７ページをお願いいたします。 

まず歳入でございますが、今回の補正予算に対します充当財源として、普通交付税を３

百１２万３千円、土木費国庫補助金として社会資本整備総合交付金を２９万３千円計上い

たしております。 

 続いて、８ページでございます。 

歳出についてでございますが、今回１月１日付人事異動によります所要の調整予算につ

きましては、数値につきましては割愛させていただき、新たに追加させていただく項目に

ついてのみを説明させていただきます。 

まず中段でございますが、２款 総務費 １項 総務管理費 ６目 企画費に、定住促進住

宅取得資金補助金として２百２４万６千円。 

 続きまして、１０ページをお開き下さい。 

中段ですが、５款 農林水産業費 １項 農業費 ６目 畜産業費に、消耗品費として２８

万１千円、これは大隅半島一円で心配されております家畜伝染病予防に係る消毒薬品代で
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ございます。 

 続いて、１１ページをお願いいたします。 

中段でございますけれども、７款 土木費 ６項 住宅費 ２目 住宅建設費に「まち住宅

非現地造成工事」に伴う電柱等移転補償費として、８８万９千円を計上したものでござい

ます。 

 以上、ご審議、ご決定方をよろしくお願い申し上げます。 

 

建設課長（伊比礼純一君） 

それでは議案第４６号について、説明申し上げます。 

平成２５年度南大隅町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）、平成２５年度南大隅町

の簡易水道事業特別会計補正予算（第４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。 

４ページをお開き下さい。 

 歳出でございますが、一般管理費補正額はゼロとなっておりますが、節の中で今回職員

手当の中の時間外手当を２９万２千円、それから共済費を２万７千円、追加をいただくも

のでございまして、給料の減額につきましては、人件費の調整でございます。 

よろしくご審議、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議長（大村明雄君） 

 議案第４５号 平成２５年度南大隅町一般会計補正予算（第１１号）について、これか

ら質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

８番（大久保孝司君） 

 歳入の方の地方交付税が、今回で３７億２千１百５７万６千円になっておりますけれど

も、これもう地方交付税全額というふうに理解してよろしいんですか。 

それと、歳出の部分の中で、説明の中でもございましたけれども、１月１日の人事異動

に関係する給料等という事で話がございましたけれども、これは昇給の部分も入っている

わけですか。 

 

町長（森田俊彦君） 

 担当課長に説明させます。 

 

総務課長（石畑博君） 

 ご質問にお答えいたします。 

交付税につきましては、３月に２百８２万４千円の計上も見込んでおりまして、現在の

見込みでは３６億９千９７万７千円が最終見込額となっておりまして、今回３百１２万３

千円を計上させていただきましたけれども、この後の留保額が９千６百５７万７千円とい

う金額になっております。 

それから、人事異動につきましては、定期昇給分についての部分が一部入っております

が、わずかでございます。 
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議長（大村明雄君） 

他に質疑はありませんか。 

 

「なし」 という者あり 

 

議長（大村明雄君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

「なし」 という者あり 

 

議長（大村明雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４５号 平成２５年度南大隅町一般会計補正予算（第１１号）につい

てを採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

「なし」 という者あり 

 

議長（大村明雄君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４５号 平成２５年度南大隅町一般会計補正予算（第１１号）につ

いては、原案のとおり可決されました。 

議案第４６号 平成２５年度南大隅町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）につい

て、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

２番（持留秋男君） 

 この簡易水道の職員手当という事である訳ですけれども、昨年の暮れから本年の初めに、

根占はどうだったか知らんば、放送で「水が少ないので節水して下さい。」と何回となく放

送があった訳ですけれども、これがこの漏水の為に水がなかったのか、それとも水源地が

なかったのか、漏水で。 

 

（「補正予算のことについての質疑です。」 と議長の声あり） 

 

（「漏水の為に手当を使ったのか。」 の声あり） 

 

（「時間外のこと。」 と議長の声あり） 
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 この職員手当の２９万２千円については、漏水の為に使われたという事でございますけ

れども、年末にそういう放送があった訳ですけれども、それが原因だったのかお伺いしま

す。 

 

町長（森田俊彦君） 

 建設課長が説明いたします。 

 

建設課長（伊比礼純一君） 

 一部ですね、そういう事で出た経緯もございますが、年末になりますと、特にホテル佐

多岬でありますとか、絶対的にですね不足する可能性がございます。 

年末といいましても、確かですね、１２月の２４・５日だったですかね、この時にはで

すね、水量が足りないという事ではございませんで、２・３日前に漏水修理をしておりま

して、エア抜きが、結果的にはエア抜きが不十分という事があったんですが、ちょうど土

曜日にかかりましてですね、消防も要請しようかなという事も判断しましたけれども、何

とか持ちこたえたという事がございまして、その時には一部漏水の為という事であります

けれども、年末年始にかけましては、竹之浦から田尻にかけてですね、恒常的に不足する

事態も出てきております。 

そういう事で、今回お願いしました人件費につきましては、そういうこと等も含めまし

て、１月から３月の見込みという事でですね、漏水でありますので計画はないんですが、

そういう事で今回お願いしているところでございます。 

そういうこと等も含めまして来年度以降ですね、大規模的な工事等も含めて予算をお願

いする予定でございます。 

 

議長（大村明雄君） 

よろしいですか。 

他に質疑はありませんか。 

 

「なし」 という者あり 

 

議長（大村明雄君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

「なし」 という者あり 

 

議長（大村明雄君） 

 討論なしと認めます。 

これから、議案第４６号 平成２５年度南大隅町簡易水道事業特別会計補正予算（第４

号）についてを採決します。 

 お諮りします。 
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本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

「なし」 という者あり 

 

議長（大村明雄君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号 平成２５年度南大隅町簡易水道事業特別会計補正予算（第

４号）については、原案のとおり可決されました。 

 

 

▼ 散 会 

 

議長（大村明雄君） 

 以上で全部の日程を終了しました。 

平成２５年度南大隅町議会定例会１月会議を散会します。 

 

 

散会 ： 平成２６年１月３１日  午前 9時 47分 

 

 

 


