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文教福祉委員会会議録 

 

平成２８年２月２２日  月曜日 

  午前１１時０１分開議 

  午前１１時２４分閉議（実時間 ２２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・平成２７年度八代市一般会計 

補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第３号・平成２７年度八代市診療所特 

別会計補正予算・第２号 

                               

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  友 枝 和 明 君 

副委員長  庄 野 末 藏 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  島 田 一 已 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

教育部長              宮 村 博 幸 君 

 

 

     

 

 

 

 健康福祉政策課長  西 田 修 一 君 

総務部 

 人事課長      中   勇 二 君 

                              

○記録担当書記     松 本 和 美 君 

 

（午前１１時０１分 開会） 

○委員長（友枝和明君） おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

それでは、定足数に達しておりますので、ただい

まから文教福祉委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付して

あります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・平成２７年度八代市一般会計補正 

予算・第８号（関係分） 

○委員長（友枝和明君） それでは、予算議案の 

審査に入ります。 

 議案第１号・平成２７年度八代市一般会計補正 

予算・第８号中、当委員会関係分を議題とし、説 

明を求めます。 

 まず、歳出の第９款・教育費について、教育部 

から説明願います。 

○教育部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 宮村教育部長。 

○教育部長（宮村博幸君） はい。改めましてお 

はようございます。（「おはようございます」と呼 

ぶ者あり）教育部でございます。よろしくお願い 

いたします。 

 議案第１号・平成２７年度八代市一般会計補正 

予算・第８号、第９款・教育費中、教育部所管分 

につきまして、釜教育部総括審議員兼次長が説明 

をいたします。どうぞよろしく御審議をお願いい 

たします。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） 委員 

長。 

○委員長（友枝和明君） 釜教育部総括審議員兼 

次長。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） おは 

ようございます。（「おはようございます」と呼ぶ 

者あり）次長の釜です。説明に当たらせていただ 

きますので、よろしくお願いいたします。座って 

上 田 淑 哉 君 
健康福祉部長兼 

福祉事務所長 

小 薮   正 君 
健康福祉部次長兼 

福祉事務所次長 

釜   道 治 君 
教育部総括審議員兼 

次長 
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よろしいでしょうか。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） それ 

では早速説明に入らせていただきます。 

 議案第１号・平成２７年度八代市一般会計補正 

予算・第８号、第９款・教育費中、教育部所管分 

について説明をいたします。 

予算書の説明に入ります前に、今回の３月補正 

予算における人件費補正の内容につきまして説明

をさせていただきます。 

補正の主な要因は、人事院勧告に基づく給与改 

定でございます。国家公務員の一般職給与法が本

年１月に改正されたことから、それを受け、今回

改定を行うものでございます。主な改定の対象は、

給料表、期末勤勉手当でございます。 

配付資料、平成２８年３月人件費補正予算につ 

いてご覧をいただきたいと思います。よろしいで

しょうか。 

まず、給料表につきましては、平均０．６２％ 

引き上げを行うもので、若年層及び地域の民間給

与との均衡を重視した熊本県の給料表に準じて改

定を行うものでございます。 

次に、期末勤勉手当につきましては、年間支給

月数を一般職員においては４．１０月から４．２

０月へと０．１月引き上げるものでございます。 

給与改定以外の主な補正の要因といたしまして 

は、休職及び育児休業などによる影響でございま

す。以上が、簡単でございますが、概要の説明で

ございます。 

それでは、予算書に基づき説明をいたします。 

お手元の予算書をお願いをいたしたいと思います。

まず、６ページをお願いいたします。 

６ページの歳出の款９・教育費に９４７万８０ 

００円の増額補正をお願いしております。うち、

教育部所管分については７３２万１０００円で、

その他は経済文化交流部所管分でございます。財

源は、全て一般財源でございます。 

次に、目ごとに説明をいたします。１７ページ 

をお願いをいたします。１７ページでございます。 

まず、款９・教育費、項１・教育総務費、目２・

事務局費でございます。中ほどの欄でございます。

教育政策課、教育施設課、学校教育課など、職員

５３人分に要するもので３７０万円の増額補正で

ございます。給与改定に伴います増と育児休業１

人取得に伴う減を調整した額でございます。 

同じく目３・教育サポートセンター費です。職 

員３人分に要するもので２５万４０００円の増額

補正です。給与改定によるものでございます。 

次に、項５・幼稚園費、目１・幼稚園費です。 

職員２１人分の補正として９２万４０００円の減

額補正でございます。これは、本来、給与改定に

より増額補正となるところでございますが、育児

休業取得者が３人おりますことから、差し引きマ

イナスの補正となっております。 

次に、次ページの、項６・学校給食費、目１・ 

学校給食費です。職員９人分で６７万４０００円

の増額補正です。給与改定によるものです。 

次に、項７・社会教育費、目１・社会教育総務 

費です。職員９人分で８３万８０００円の増額補

正です。給与改定によるものです。 

次に、目２・公民館費です。職員２６人分で２ 

０７万９０００円の増額補正です。給与改定によ

るものでございます。 

次に、１目置きまして、目５・博物館費でござ 

います。職員８人分で７０万円の増額補正です。

給与改定によるものでございます。 

他の目につきましては、経済文化交流部の所管 

でございますので、以上が教育部所管分の説明と

なります。 

今回の趣旨は、冒頭に申しましたように、給与 

改定に伴う補正でございます。教育部では、一部

育児休業取得がございますので、その分を調整し

た額を今回計上させていただいております。 

よろしく御審議のほどお願いを致します。 

○委員長（友枝和明君） 以上の部分について質 

疑を行います。質疑ありませんか。 



－3－ 

 

 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい、済みません。先 

ほどの１７ページのですね、幼稚園費なんですが、 

育児休業が３人おられたので、マイナスの９２万 

４０００円ということだったんですが、そもそも 

増額だったっていう、給与改定であれば増ですよ 

ね。そこの数字を教えていただいていいですか。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 釜教育部総括審議員兼 

次長。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） はい。 

幼稚園費についてのお尋ねでございます。まず節 

の欄を見ていただきますと、その節の区分ごとに 

申し上げます。 

 給料については、本来給与改定分が５１万６０

００円ございます。それに対しまして、育児休業

に伴う減が１３６万８０００円、都合マイナスの

８５万２０００円でございます。職員手当等につ

きましては、給与改定が８９万１０００円、それ

と育児休業に伴います減が７１万円、差し引き１

８万１０００円。共済費が、給与改定分が８万２

０００円の本来増でございます。育児休業に伴う

減が３３万５０００円、都合マイナス２５万３０

００円というようなことで、トータルして、マイ

ナスの補正をさせていただいておるというところ

でございます。（委員幸村香代子君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（友枝和明君） ようございますか。 

ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で質疑を終了しま

す。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で、第９款・教育

費については終了いたします。 

 執行部入れかえのため小会いたします。（「あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

（午前１１時１１分 小会） 

                              

（午前１１時１２分 本会） 

○委員長（友枝和明君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第３款・民生費及び第４款・衛生

費について、健康福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君） は

い、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君） は

い。おはようございます。（「おはようございます」

と呼ぶ者あり）健康福祉部でございます。 

 議案第１号・平成２７年度八代市一般会計補正

予算・第８号中、第３款・民生費、そして健康福

祉部が所管いたします、第４款・衛生費につきま

して、小薮次長から説明させますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（友枝和明君） 小薮健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小薮 正君） 

はい。おはようございます。（「おはようございま

す」と呼ぶ者あり）健康福祉部の小薮です。よろ

しくお願いいたします。座って説明させていただ

きます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小薮 正君） 

別冊となっております、議案第１号・平成２７年

度八代市一般会計補正予算・第８号をお願いいた

します。 

 文教福祉委員会に付託されました、第３款・民

生費及び第４款・衛生費のうち、健康福祉部所管

分について御説明いたします。 

 それでは予算書２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳出でございます

が、まず、款３・民生費の項１・社会福祉費で補

正額３１４万４０００円を追加し、補正後の予算

額は１０２億９７３１万１０００円と、また項２・ 

児童福祉費で補正額３９５万円を追加し、補正後

の予算額は８８億８１７万４０００円、さらに、
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項３・生活保護費で、補正額３０万円を追加し、

補正後の予算額は２９億４７３１万９０００円と

しております。民生費の総額は、３つ上になりま

すが、２２０億５６０７万８０００円でございま

す。 

 次に、款４・衛生費、項１・保健衛生費で、補

正額２９０万５０００円を追加し、補正後の予算

額は１７億７６４７万円としております。衛生費

の総額は、１つ上になりますが、４６億９８４３

万３０００円でございます。 

 続きまして、１０ページをお願いいたします。 

 歳出を説明いたします。 

 下段になりますが、款３・民生費、項１・社会

福祉費、目１・社会福祉総務費で、職員１４人分

の補正として、給与改定などで１１７万７０００

円の増額補正でございます。 

 同項、目２・老人福祉対策費で、職員５人分の

補正として、給与改定などで４４万６０００円の

増額補正でございます。 

 次に、１１ページになりますが、同項、目４・

障害福祉対策費で、職員２３人分の補正として、

給与改定などで１０６万７０００円の増額補正で

ございます。 

 同項、目５・国民年金費で、職員５人分の補正

として、給与改定などで４５万４０００円の増額

補正でございます。 

 次に、款３・民生費、項２・児童福祉費、目１・

児童福祉総務費で、職員２０人分の補正として、

給与改定などで１６８万８０００円の増額補正で

ございます。 

 同項、目３・保育所費で、職員７２人分の補正

として、給与改定及び育児休業などで２２６万２

０００円の増額補正でございます。 

 次に、１２ページになります。 

次に、款３・民生費、項３・生活保護費、目１・

生活保護総務費で、職員２２人分の補正として、

給与改定及び育児休業などで３０万円の増額補正

でございます。 

続きまして、款４・衛生費、項１・保健衛生費、

目１・保健衛生総務費で、職員３５人分の補正と

して、給与改定などで２９０万５０００円の増額

補正でございます。 

以上で、平成２７年度八代市一般会計補正予 

算・第８号の、健康福祉部所管分の説明を終わり

ます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（友枝和明君） 以上の部分について質 

疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 済みません。先ほどの

当初のところで聞けばよかったんですが、今回の

０．６２％の引き上げとかっていう話で、大体、

平均金額としてはどれくらい上がるんでしょうか。 

○人事課長（中 勇二君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 中人事課長。 

○人事課長（中 勇二君） はい。人事課の中で

ございます。 

 月額としまして、平均２２３４円。それから、

年間でいきますと、勤勉手当等が加わりますので、

７万３８２３円と試算をいたしております。 

 以上です。（委員幸村香代子君「はい、いいです」

と呼ぶ） 

○委員長（友枝和明君） ようございますか。ほ 

かにありませんか。 

○委員（橋本幸一君） いいですか。 

○委員長（友枝和明君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 生活保護総務費だけが育

休で、ほかは、もう全然育休はないんですか。 

○人事課長（中 勇二君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 中人事課長。 

○人事課長（中 勇二君） はい。育児休業がお

りますのが、障害福祉対策費で１名、それから児

童福祉費の保育所費で育休が３名、生活保護総務

費は、育休が１名と休職者が１名ということにな

っております。 

 以上です。 
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○委員長（友枝和明君） ようございますか。 

ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で質疑を終了しま

す。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） なければ、これより採

決いたします。 

 議案第１号・平成２７年度八代市一般会計補正

予算・第８号中、当委員会関係分について、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本案

は原案のとおり可決されました。（「ありがとうご

ざいました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第３号・平成２７年度八代市診療所特別会

計補正予算・第２号 

○委員長（友枝和明君） 次に、議案第３号・平

成２７年度八代市診療所特別会計補正予算・第２

号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君） は

い、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君） は

い。続きまして、議案第３号・平成２７年度八代

市診療所特別会計補正予算・第２号につきまして、

健康福祉政策課の西田課長より説明させます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 西田健康福祉政策課長。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） はい。おは

ようございます。（「おはようございます」と呼ぶ

者あり）健康福祉政策課の西田でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、着座にて説明させていただきます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） それでは、

別冊となっております、議案第３号・平成２７年

度八代市診療所特別会計補正予算書・第２号をお

願いいたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１２万４０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７８０７万１０００円とす

るものでございます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 まず、下の表の歳出から御説明いたします。 

 款１・総務費、項１・総務管理費、目１・一般

管理費で、椎原診療所医師１名分の給料、職員手

当等、共済費をあわせまして、１２万４０００円

の増額補正を行うもので、これは給与改定による

ものでございます。 

 次に、上の表になりますけど、歳入でございま

す。 

 款４・繰入金、項１・一般会計繰入金、目１・

一般会計繰入金、節１・一般会計繰入金で同額の

１２万４０００円を計上いたしております。 

 以上で、平成２７年度八代市診療所特別会計補

正予算・第２号の説明を終わります。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○委員長（友枝和明君） 以上の部分について質 

疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で質疑を終了しま

す。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） なければ、これより採

決いたします。 

 議案第３号・平成２７年度八代市診療所特別会

計補正予算・第２号について、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 
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○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本案

は原案のとおり可決されました。（「ありがとうご

ざいました」と呼ぶ者あり） 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成については

委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 御異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもって、文教福祉委員会を散会い

たします。 

（午前１１時２４分閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定によ

り署名する。 

平成２８年２月２２日 

文教福祉委員会 

委 員 長 


