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平成２８年第２回邑南町議会臨時会（第１日）会議録 
平成２８年２月１７日（水） 

―― 午前１０時２５分 開会 ―― 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

開会宣告 
●議長（辰田直久） 定足数に達しておりますので、ただ今から、平成２８年第２回邑南町議

会臨時会を開会いたします。これより、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あら

かじめお手元に配布のとおりでございます。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

●議長（辰田直久） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。１１番、清水議員、１

２番、亀山議員、お願いをいたします。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

●議長（辰田直久） 日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りをいたします。本臨

時会の会期は、本日２月１７日の１日限りとしたいと思いますが、これにご異議はござい

ませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 異議なしと認めます。したがいまして、会期は、本日２月１７日、１日

限りと決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第３ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 

●議長（辰田直久） 日程第３、議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入ります。議案第３

号、専決処分の承認を求めることについて、議案第４号、平成２７年度邑南町一般会計補

正予算第６号について、以上２議案を一括上程いたします。提出者からの提案理由の説明

を求めます。 
●石橋町長（石橋良治） はい、議長。 

●議長（辰田直久） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治） 議案第３号の提案理由をご説明申し上げます。議案第３号、専決

処分の承認を求めることについてでございますが、これは、平成２７年度邑南町一般会

計補正予算第５号により、歳入歳出それぞれ５千６３０万６千円を追加することについ

て、専決処分したものでございます。詳細につきましては、企画財政課長から説明をさ

せますのでよろしくお願いします。 
●日高企画財政課長（日高輝和） 議長、番外。 

●議長（辰田直久） 日高企画財政課長。 



●日高企画財政課長（日高輝和） 議案第３号、専決処分の承認を求めることについて、平

成２７年度一般会計補正予算第５号について、ご説明申しあげます。予算書の１ページを

お開きください。第１条の歳入歳出予算の補正額でございますが、歳入歳出それぞれ５千

６３０万６千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を１２６億１千５９０万６千円とす

るものでございます。歳入歳出予算補正の区分及び金額につきましては、２ページから６

ページの、第１表歳入歳出予算補正に記載しております。詳細につきましては、予算に関

する説明書の事項別明細書で説明させていただきますので、事項別明細書の４ページをお

開きください。今回の専決処分につきましては、１月２３日からの大雪に係る除雪経費等

を増額補正したものでございます。はじめに、歳入でございます。１８款繰入金、２項基

金繰入金でございますが、財政調整基金繰入金を５千６３０万６千円計上しております。

６ページをお開きください。歳出でございます。８款土木費、１項土木管理費の土木総務

費でございます。雪害対策費としまして、総務管理費の一般管理費でございますが、道路

等への倒木処理の委託料として、２千３６４万７千円の増額補正でございます。また、２

項道路橋りょう費の道路維持費でございますが、石見地域及び瑞穂地域の除雪経費で３千

２６５万９千円の増額補正でございます。以上、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り平成２８年１月２５日付けで、専決処分をしましたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し承認を求めるものでございます。 

●石橋町長（石橋良治） はい、議長。 

●議長（辰田直久） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治） 議案第４号の提案理由をご説明申し上げます。議案第４号、平成

２７年度、邑南町一般会計補正予算第６号は、歳入歳出それぞれ６千３０６万８千円追

加するものでございます。詳細につきましては、企画財政課長から説明をさせますので、

よろしくお願いします。 
●日高企画財政課長（日高輝和） 議長、番外。 

●議長（辰田直久） 日高企画財政課長。 

●日高企画財政課長（日高輝和） 議案第４号、平成２７年度邑南町一般会計補正予算第６

号についてご説明申し上げます。予算書の１ページをお開きください。第１条の歳入歳

出予算の補正額でございますが、歳入歳出それぞれ６千３０６万８千円を追加いたしま

して、歳入歳出予算の総額を１２６億７千８９７万４千円とするものでございます。歳

入歳出予算補正の区分及び金額につきましては、２ページから５ページの第１表、歳入

歳出予算補正に記載しております。詳細につきましては、予算に関する説明書の事項別

明細書で説明させていただきます。以下、第２条で地方債の補正がございます。ページ

の方４ページをお開きください。第２表地方債補正でございます。追加分としまして、

情報セキュリティ強化対策事業債としまして、６００万円を計上しております。庁舎内

情報システム強靭化事業の財源とするものでございます。これによりまして地方債の補



正後の限度額は、１４億２千７３０万円でございます。次のページでございますが、予

算に関する説明書でございます。表紙をめくっていただきますと事項別明細書となって

おります。事項別明細書の説明の方、４ページからさせていただきますので、４ページ

の方お開きください。はじめに、歳入でございます。１４款国庫支出金でございますが、

２項国庫補助金としまして、総務費国庫補助金が、５９０万円の増額でございます。国

の平成２７年度補正予算に計上されております地方公共団体情報セキュリティ強化対策

費補助金でございます。１５款県支出金でございます。２項の県補助金でございますが、

農林水産業費県補助金としまして、２千５５８万３千円を計上しております。農業復旧

対策事業費補助金でございます。１８款繰入金でございますが、財政調整基金繰入金２

千５５８万５千円でございます。２１款町債でございますが、先ほど地方債補正でご説

明させていただいたものでございます。６ペーをお開きください。歳出でございます。

２款総務費１項総務管理費でございます。情報政策費として１千１９０万１千円の増額

でございます。自治体情報セキュリティ対策の強化のため、国の平成２７年度補正予算

で措置された、地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金を活用して、個人情報

等の流出を防ぐための対策を行うものでございます。次に、６款農林水産業費、１項農

業費の農業振興費でございますが、負担金、補助及び交付金として５千１１６万７千円

を計上しております。大雪による農業災害復旧特別対策事業費としまして、本年１月２

３日からの降雪により倒壊した農業用ビニールハウス等の復旧に要する費用の一部に補

助金を交付するためのものでございます。以上、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ものでございます。よろしくお願いいたします。 

●議長（辰田直久）  以上で、提出者の説明は終了いたしました。 
～～～～○～～～～ 
（議案の質疑） 

●議長（辰田直久） これより質疑に入ります、はじめに議案第３号に対する質疑に入りま

す。本件の質疑につきましては、歳入、歳出全般にわたっての質疑とさせていただきま

す。質疑の際は、あらかじめページを示して、これを行っていただきますようお願いい

たします。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第３号に対する質疑を終わります。続きまして

議案第４号に対する質疑に入ります。本件の質疑につきましても、歳入、歳出全般にわた

っての質疑とさせていただきます。質疑の際は、あらかじめページを示して、これを行っ

ていただきますようお願いいたします。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） ありませんか、はい、無いようですので、議案第４号に対する質疑を終

わります。 



～～～○～～～～ 
（議案の討論、採決） 

●議長（辰田直久） これより、議案の討論、採決に入ります。はじめに議案第３号に対する

討論に入ります。反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第３

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成、したがって、議案第３号、専決処分の承認を求めるこ 

とにつきましては、原案のとおり承認することに決定をいたしました。続きまして、議案 
第４号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第４

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久）  はい、全員賛成、したがって、議案第４号、平成２７年度邑南町一般会 

計補正予算第６号につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

閉会宣告 
●議長（辰田直久） 以上で、本臨時会に付議されました案件は、すべて議了しましたので、

これをもって、本臨時会を閉会いたしたいと思います。これにご異議はございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 異議なしと認めます。したがって、本臨時会を閉会することに決定をいた

しました。これをもちまして、平成２８年第２回邑南町議会臨時会を閉会といたします。

ご苦労様でした。 

 

―― 午前１０時３９分 閉会 ―― 
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