
令和４年第３回（９月）利島村議会定例会付議案件 

 

行政報告 

一般質問 

議案第４１号 利島村教育委員会教育長の任命同意について 

議案第４２号 利島村教育委員の任命同意について 

議案第４３号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第４４号 利島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第４５号 利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第４６号 令和３年度東京都利島村各会計決算認定について 

報告第６号  株式会社 TOSHIMA令和４年度事業計画及び令和３年度事業にかかる決算報告について 

議案第４７号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算〈第２号〉 

議案第４８号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算〈第１号〉 

議案第４９号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算〈第１号〉 

議案第５０号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算〈第２号〉 

議案第５１号 令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計補正予算〈第２号〉 

議案第５２号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算〈第１号〉 

議案第５３号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算〈第１号〉 
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令和４年第３回（９月）利島村議会定例会日程表 

 

日程 １ 行政報告 

日程 ２ 一般質問 

日程 ３ 議案第４１号 利島村教育委員会教育長の任命同意について 

日程 ４ 議案第４２号 利島村教育委員の任命同意について 

日程 ５ 議案第４３号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

日程 ６ 議案第４４号 利島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

日程 ７ 議案第４５号 利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

日程 ８ 議案第４６号 令和３年度東京都利島村各会計決算認定について 

日程 ９ 報告第６号  株式会社 TOSHIMA令和４年度事業計画及び令和３年度事業にかかる決算報告について 

日程１０ 議案第４７号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算〈第２号〉 

日程１１ 議案第４８号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算〈第１号〉 

日程１２ 議案第４９号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算〈第１号〉 

日程１３ 議案第５０号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算〈第２号〉 

日程１４ 議案第５１号 令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計補正予算〈第２号〉 

日程１５ 議案第５２号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算〈第１号〉 

日程１６ 議案第５３号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算〈第１号〉 
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（本頁は白紙です） 
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行政報告 

 

 

 この報告は、令和４年第２回定例議会終了の日（令和４年６月 17 日）の翌日か

ら令和４年第３回定例議会予定日（令和４年９月１２日）の３週間前までの行政の

重要な動き（広報等により周知済みの事案を除く。）を概括的にまとめて、利島村

議会に報告するものである。 

 

 

 

報告者  村長 

  

１ 住宅建設事業に関して 

 令和４年度の住宅整備事業に関して、６月議会以降においても事業実施に向けて

協議を続けてきた。その上で、本来整備する予定地では時間的・コスト的にも早急

な整備が難しいとの判断は先の６月議会でも報告した通りであるが、新たな方針に

ついてご報告する。 

時間的なメリットから、村内にある村有地において、トレーラーハウスによる住

宅整備をするため、今定例会において補正予算を計上する。 

 

（概要） 

 ・場所：利島村２３６－２（勤労福祉会館下の空地） 

 ・戸数：２世帯（単身用） 

 ・事業規模：¥50,000,000-（予定） 

 ・供用開始：令和５年３月（予定） 

 

※特徴としては、トレーラーなので移動が可能で、将来的な汎用性が高く、島内住

宅事情が満足した際には別の用途にも転用が可能となる。また、上下水循環シス

テムや太陽光システムも試験導入することにより、持続可能な離島における住環

境への新たなアプローチを目指す。 

 

 

２ 総合計画について 

 第四次利島村総合計画（後期）の策定に関して、６月議会において「全住民に対

してアンケートを実施」と説明をしたが、事業を進めていく中、委託業者やスケジ

ュール的な問題もあった為、「全世帯に向けて」と修正した。アンケートにご協力
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いただいた住民の皆様には、改めて感謝するとともに、当初の説明と異なった事に

対してお詫びする。 

 今後は、パブリックコメントや総合開発審議会を通じて、住民の皆様に提示でき

るように進める。 

 

３ 村長職務代理に関して 

 ８月２２日～２６日までの期間、入院に伴い不在期間があることから８月２３日

（手術当日のみ）住民課長を職務代理として定めた。また、大島支庁や東京都行政

部に対しても支援を依頼し、緊急時においてのサポート体制を構築した。 

 

 

４ 阿部副村長の処遇に関して 

 ５月１３日より持病の悪化に伴い内地にて療養していた阿部副村長は、７月末を

もって辞職の申し出があったため受理したので報告する。 
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行政報告 
 

報告者 教育長（室長） 

 

１ サマースクール（規模縮小して実施）について 

  ３年ぶりに檜原村の小中学生が利島にやってくる予定でしたが、新型コロ

ナウィルス感染症拡大のため残念ながら来島が中止となりました。食材や用

品の発注などの準備も進めていたので、利島村の子どもだけでサマースクー

ルを７月２２日～２３日の２日間で実施した。カケンマ浜での海水浴、シーカ

ヤック体験や泊地での釣り体験等、海の活動を中心に行った。夜は地域交流会

館で花火、ゲーム大会などのアトラクションを行い、子供たちはサマースクー

ルでの楽しかった出来事を絵日記にした。保護者の方、村役場・学校の職員の

協力を得て、無事終了することができた。 

 

２ 利島村大運動会及び文化祭について 

  利島村大運動会（10/1）については、新型コロナウィルス感染症拡大に鑑

み、昨年と同様に規模を縮小し、子供たち（児童・生徒・保育園児）のみの競

技、演技種目を行う。文化祭（11/3）については、学校児童・生徒の学習の発

表の場として実施し、一般（保護者、地域の団体等）の演技種目や参観者につ

いては、今後の新型コロナウィルス感染者数の動向を注視し、運動会とは分け

て判断する。 
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行政報告 

 

 

報告者  総務課長補佐（総務課長事務取扱） 

 

 

１．夏の Digi田甲子園について 

  国が進めている「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けた取組の一環 

 として全国の自治体で行われているデジタル活用による地域の個別課題解決 

の取組を募集し、特に優れたものを表彰する「Digi田甲子園」に利島村は、 

IP告知端末についての取組で応募した。 

東京都代表に選出され全国大会に出場、東京都からは令和４年８月１０日 

に「Tokyo区市町村 DX賞」を受賞した。 

現在、国民によるインターネット投票が終了し、表彰対象の審査中で、 

最終結果を待つところである。 

 

 

２．可動式手洗い機の導入について 

   ６月議会で可決頂いた可動式手洗い機（WOSH）について、令和４年８月４日 

に導入が完了した。 

椿産業に係る学生ボランティア受け入れの際、新型コロナウイルス感染症対 

策として地域交流会館に設置し、学生達にご使用頂いた。 

現在は庁舎入口に設置し、来庁者にご使用頂く事で、引続き新型コロナウイ 

ルス感染対策を行っていく。 
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行政報告 

 

報告者  住民課長 

 

 

１ 遺体冷却装置の導入について 

 島内でお亡くなりになったご遺体の冷却について、利島村社会福祉協議会と連携

し、ドライアイスに変わり葬儀社での利用実績もある冷却装置（商品名：ドライク

ーラー）をリースする。家庭用コンセントに差し込み電源を入れるだけで簡単に使

える製品となっている。社協で申込み、貸出しを行っていく。 

 

 

２ 新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目）について 

 ４回目のワクチン接種は令和４年６月 20 日から 60 歳以上の高齢者及び基礎疾

患等を有する方など接種を開始した。現在 90 名に接種している。また、医療従事

者等への接種を 7月 29日から実施し、37名に接種した。 

 今後、さらに対象者が拡大する場合には、東京都と相談しながら、ワクチンの供

給を受け早期に実施していく。 

 

 

３ 診療所看護師の増員について 

 新型コロナウイルス感染症等での業務量増加に伴い、８月１日より臨時看護師１

名を配置した。期限は令和５年１月までとなっている。これにより医療体制の強化

を図っていく。 
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行政報告 

 

報告者  環境建設課長 

 

１ 「電柱のない島」ついて 

 ６月定例会において報告した「「電柱のない島」の先行的整備」について、東京

都、利島村、御蔵島村、東京電力パワーグリッド株式会社、株式会社ＮＴＴ東日本

-南関東、エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社が参加し、「「電柱のない島」

整備計画検討会」が、６月22日、７月６日、７月28日に行われています。 

 検討会において、都道・村道の無電柱化整備路線の検討が行われています。 
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行政報告 

 

報告者  産業観光課 主幹 

 

１ 親水レクリエーション施設の一般開放について 

 令和４年７月21日（木曜日）から親水レクリエーション施設の一般開放を行った。

８月に入り、村内での新型コロナ感染者が増えたことや帰省客が増えたことなどを

踏まえて、保健所と協議した上でスライダーの使用を一時中止とした。８月17日以

降は、１日の利用者数が少なくなったため、密にならないように気を付けながらス

ライダーの運用を再開した。 

 

２ 盆踊り大会・花火大会について 

 当初、盆踊り大会を開催予定だったが、村内で新型コロナ感染者が増加したこと

もあり、感染対策を十分に行った上での開催が難しいとの判断となり、盆踊り大会

のみ中止とし、花火大会は、新規で制作した提灯の飾りつけと花火の打ち上げを実

施した。 

 

３ モノラックの調査について 

 モノラックの使用状況と、運用に支障のある路線についての椿生産者を対象とし

た調査を行った。配布数は40件で回答数は９件であった。雑草等により運用に支障

のある路線については、担当課で確認を進めているところである。 

 

４ ラフテレーン・クレーンの利用状況について 

令和４年６月から８月まで間、ラフテレーン・クレーンの貸出実績は２日。 

伊豆七島海運㈱の貨物船への荷役作業での使用実績は、令和４年６月は７日、７

月は７日、８月は８日、計 22日となっている。 
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行政報告に対する質問 

２０２２年９月１２日 

笹 岡  寿 一 

住宅建設 

１、太陽光パネルの発電量、及び上下水の循環システムの説明を求めます。 

２、入居資格者、及び住宅使用料金を伺います。 

３，住居人は、移動の度に住所変更です。長期入居は可能ですか。  

４、設置できる場所は、地形や道路事情からして極めて限定的です。 

５、どのような場合に移動しますか。牽引車輛は常設ですか。 

６、当該事業の採用に至った発端、及び経過を伺います。 

《結論》議員協議会で全議員が以下の理由で、「承認できない」と表明しています。 

➀ 高額なタイヤ付き住宅は不合理である。（本村のような地形では尚更です。笹岡） 

② 他の建築物件の方が廉価で合理的である。 

総合計画 

先のアンケートでは、住民や全議員からも内容に、「意味不明の設問がある」とか、

「この設問は何の役に立つのか」といった批判が一様に聞かれています。 

何かからの「コピーだろう」と指摘する人もいます。 

アンケートの設問内容は検討されていたのでしょうか。 

そうした中で、不評の極めつけは、村長自ら「全住民を対象とする。住民参加を目

指す」と公言していながら、言う事と実施した事が、全く違っている事でした。 

議長が議員協議会での意向を受けて、とり直しを求めても対応しませんでした。 

施策の変更理由を、「委託業者の都合」「スケジュールの問題」「検討の結果」等と

云うだけで、実情の説明抜きで他人事のように責任回避する姿勢は改めて欲しいと

思います。「６０％の回答があった」とは言っても、実態は全住民の３０数％程度の

集約でしかありません。「単なる形づくりだ」と云った批判もあります。 

今後、「開発審議会の答申を受け、住民の意見も聞いていく」述べています。 

当初の話からは遅れが出ています。およその日程を伺います。 

尚、村によるアンケートの回収は記名、無記名問わず、「持って来い」ではなく、

郵送などでも可とするよう求める多くの声があります。一言申し述べておきます。 

モノラック線路沿いの草刈り 

多くの農業者の他に議員も要望しています。着手は何時頃になりますか。 
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令和 4年９月１２日 

利島村長 

村山 将人 殿 

行政報告に対する質問通告書 

 

利島村議会議員 

石野 治 

 

行政報告に対して、以下の項目について質問することを通告いたします。 

 

１．住宅建設事業について 

 ① 購入予定としているトレーラーハウスの仕様について詳しくご説明ください。 

 ② 事業規模５０，０００千円の内訳金額をご説明ください。 

 ③ 今後建設予定の住宅を白紙に戻し、再度計画し建設するとありましたが、建設された場合、このト

レーラーハウスはどうする予定かご説明ください。 

 ④ 「持続可能な離島における住環境への新たなアプローチを目指す」とあります。早急に住宅を用意

することを最優先とする今回の住宅案に対し、何故このシステムを導入することにしたのかご説明

ください。 

 ⑤ ２戸５０，０００千円という事業規模について当村として妥当性のある予算額であると考える根

拠をご説明ください。 

 

２．ご遺体冷却装置の導入について 

 ご遺体の冷却問題に早急にご対応くださりありがとうございます。 

 本装置（ドライクーラー）において、対応が可能であれば、取換等の手間もなく、現状を鑑みても取扱

いやすいものと思われます。しかし、亡くなられてから 5 日前後利島に安置される場合もあります。本

装置が何日（何時間）対応可能と想定しているのかが疑問となります。 

 また、ドライアイスを希望すると声を下さった住民の方々へも意見を聞いたところ、「結局は島からの

移動する時間や、夏場は本当にもつのか。やってくれるのは本当にありがたいが、利島は天候との闘いだ

からな」と、やはりドライアイスを希望する声が止まない状態です。 

 本装置とドライアイスとの併用ということにはならないでしょうか。また、ドライアイスについての 6

月議会後の検討結果についてもご説明願います。 
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２ ０ ２ ２ 年 ９ 月 １ ２ 日      

日本共産党  利島村議会 

議  員  笹  岡   寿  一  

第３回  定例村議会   一般質問通告書  

質問に先立って 

依然として住民の要望は、実現が厳しい状況にあります。 

住民要望の実現を図る事にも尽力されるよう期待しています。  

コロナ・オミクロン株対策  

島嶼全体で感染者が増加し続けています。大島町では千人を超えています。 

拡大を防ぐには早期発見が重要です。喫緊に、ワクチン接種と同様な方法で全

住民が無償で PCR 検査を受けられるよう求めます。 

島外診療の際の旅費助成  

私は、島しょ住民の命と健康を守るために、国や都が支援助成するよう、離島振

興法なども視野に入れながら、日本共産党の島しょ議員団、都議団、国会議員団

と協力して、引き続き支援助成を要望していきます。 

村は、交通費（限度額１３千円）に宿泊費［（１泊の限度額６千円）に、前日泊を

含む通院日数を乗じた額］を加えた額の８０％を回数制限なく助成すると共に、交

通事情による延泊助成を２泊迄とする、助成要綱３条の改正を求めます。 

将来、国や都から実費の５０％の助成を受けた時は、村助成は３０％とします。 

昨年度実績は２４０件程と聴きます。１回の平均額を２５千円として、２５０件で試

算すると助成総額は、５００万円程になります。村長の答弁を求めます。         

非常時の通報体制と一人暮らしの人のケアー体制の確立。 

休日、夜間の非常時の対応については、通報システムと迅速に対応できる体制

の確立が重要です。一人暮らしの人のケアー対策については、配達、メーター検診、

集金など、訪問する機会の有る関係者や近隣住民による、普段からの「声かけ」の

協力と共に、他にも非常ベルの設置なども考えられます。課題は在ろうかと思いま

すが、何れも人命に係ることであり、対策は必定です。体制の実情を伺います。 

補聴器の購入助成  

その後の検討結果について伺います。        

椿産業  

村が、放置林整備対策を掲げて以来５年余が過ぎます。この間、村は「検討する」

の言葉を繰り返すだけで、手付かずの状況が続いています。  

前議会では、「このままでは、村も農協もなくなる」と危機感を以て指摘した議員も

います。農協では、「自営事業で実施を決めた」と理事から報告を受けました。 

私の、質問に村長は、「検討する」旨答弁しています。進捗状況を伺います。 

農漁業用機械の購入助成  

年度内に予算消化した場合には、追加補正する事を求めます。 
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ゴミ処理  

地震ヶ沢へ普段の草木の持ち込み、事業用家具、家電廃棄物の村による一括

処理、連休中の生ゴミ回収、などの住民要望に対して、３６協定を盾にするなどして

対応を拒んでいます。改善を図る目的で職員を増員したのではありませんか。  

連休期間中の回収処理作業は、代休措置を以て実施出来ませんか。  

焼却場建設計画の申請内容の説明くらいは、今でも出来るのではありませんか。  

ゴミ処理に関する全般的な施策について、住民懇談会を重点的に開催すること

を求める多くの人たちの声があります。この要望にも一向に対応する気配は感じら

れません。このところ、ゴミ処理に関しても、住民には関係なく行政が独り歩きしてい

る感があります。早期に住民懇談会を開催するよう求めます。 

村は、「椿林内に木枝、草、生ごみを運び入れて堆肥を作ることが、永続的に基

幹産業を続けていく方法」と云った趣旨の答弁をした憶がありますか。  

村内では、「余りにも無責任な答弁だ。幹部会では、こんな施策を本気で検討し

ているのか」と云った酷評があります。この際、謝罪して撤回したら如何ですか。  

㈱ＴＯＳＨＩＭＡの補助金交付と運営  

前議会での議員質問に、「補助金は村の積算による」との答弁がありました。  

詳しく説明して下さい。同社の運営については、「議会に相談する」と言っていま

したが、何の話もないまま進めています。予算編成を前に実施する事を求めます。 

同社では、ハンドマイクで桟橋での誘導案内をしています。小型のワイヤレスマイ

クで誘導案内が出来るように、自動車の上部に前、後方向けにスピーカーを付けた、

放送機器の設備を希望しています。さしたる費用は要しません。設置を求めます。  

永代供養塔（共同墓石）建立地の貸与  

家族構成が大きく変化してきている今日、高齢者の中には、「墓を守る人がいな

くて不安だ。永代供養塔の建立は出来ないだろうか」と云う声があります。  

村による建立は、「政教分離を定めている憲法上の問題がある（２０条）」と承知し

ています。そこでの質問です。墓地の一区画を無償貸与できないか伺います。  

製本化した議事録の配布  

議事録は質問するにも不可欠です。「９月議会までには、電子化のテストする」と

の話もありましたが、何の沙汰もありません。現状では、議事録の電子化は「時期尚

早」と考えます。速やかに製本を配付するよう求めます。 

首長の人事権と行政体制  

前議会で質問通告して総務課長補佐に、「人事権そのもの」との答弁を頂きなが

ら、時間の関係で再質問できず、今議会で再質問することを告げています。 

その後、阿部副村長（当時）が退職した関係で整理し直して伺います。 

首長の人事権とは、「職員の採用、任命、分限等、法令に定める行為を云う」と

認識しています。自治体の組織構成、職員定数、職務権限等は、「人事権とは異
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なる」と認識しています。公的団体への派遣条例による人事権の行使として、職員

を団体の専従職者としての派遣発令なら兎も角、行政の管理職者を団体の責任

職者として兼職発令するのは、「当人にとっては、行ったり来たりで大変でしょうし、

双方に不行き届きが生じはしないか」懸念しています。改善策はありませんか。 

行政機能  

住民や各議員からの要望や指摘事案に対処し切れていない状況があります。  

村内には、「今の役場は、機能が半ば麻痺状態にある。“ご理解下さい。ご協力

をお願いします”の一点張りは通用しない」と指摘する多くの批判があります。  

村長自身、この実情は重々承知しているのではありませんか。 

早急に改善されるよう期待しています。答弁を求めます。  

職員の住民との自由な交流と対話  

私は日頃から、小さな自治体に於ける、少人数職員による行政運営の効率化を

図る上で重要なことは、職員たちが住民の意見や要望など、人心を掌握すると同

時に、職場に於いて自由闊達に発言できる環境が大事な事と考えています。 

職員が住民の人心を掌握するには、日常普段から住民と自由に交流して、議員

や首長の政策等に関する話題なども含めて、気軽に対話できる生活環境の構築が、

何よりも必要です。このような改革によってこそ、「職員個々の英知が存分に発揮さ

れて、より発展的な村政運営の寄与に繋がる」と期待しています。職員のこうした行

動は、地方公務員法３６条の「公務員の政治活動の禁止」条項には抵触しない」と

思っています。職員に住民との交流を奨励しませんか。村長の所見を伺います。 

ロシアのウクライナへの不法な軍事侵略  

ロシアのウクライナへの不法侵略が始まって、間もなく７ヶ月になります。 

ロシア軍の侵略は断じて許せません。と言って武力対決では、ロシアが「核使用

も辞さない」と言っている状況にあって、戦争拡大に繋がる危険性があります。 

国連憲章と国際法に基づいた話し合いによる力で、ロシア軍を撤退させて、終結

することを願っています。村長の所見を伺います。 

以上で、一般質問を終わります。答弁内容によっては再質問します。  
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令和 4 年第３回（９月）定例議会一般質問通告書 

令和 4 年９月１２日 

利島村議会議長 殿 

 

利島村議会議員 

石野 治 

 

本議会において、以下の項目について質問することを通告いたします。 

 

１．議会資料のペーパーレス化に関する執行部からの提案について 

 村山村長より「令和４年６月１４日の議員協議会においての報告相談事項」と題した資料が配布されま

した。その中の議会資料のペーパーレス化について質問いたします。 

 企業へのヒアリングを実施したとありますが、それを行うにあたってコンサル費などの経費が発生し

ているのでしょうか？経費が発生している場合、どの予算から支出されていますか。また、ヒアリングは

どの企業に対して行い、どういった内容となっていますか。併せて、それに伴う機材等を含めた総予算は

いくらになりますか。 

 

２．村づくりアンケートについて 

後期基本計画作成のために村長自らが「全住民を対象とする」と公言した先のアンケートでしたが、実

際には世帯単位でのアンケートになりました。それに対して数名の住民の方々より「回答協力するのは吝

かではないが、少人数の島において個人を特定できてしまう質問項目があり、回答しにくい。また、今後

の村づくりを皆様とともに考えていきたいとあるが、自由記述欄が小さく設けられていた。本当に聞いて

くれるのだろうか、書いても個人特定できてしまうため、あいつは何を言っているんだ、と思われるので

はないかと不安になってしまう。役場の回収 BOX に入れた途端に開封されようものなら、だれの回答な

のか確実にわかってしまうから出しに行くのも躊躇ってしまう。」というような意見が寄せられました。 

以前行われたごみ回収に関するアンケートでも同じような意見が寄せられていましたが、実施方法に

対する住民の意見に対してどのようにお考えになりますか。 

 

３．新型コロナウイルス感染症対策について 

 国内では８月２４日時点で総感染者数１７５６万人、死者４万人弱となっております。隣島大島におい

ては累計９１７人が発症、８月はこれまでの感染のペースを大きく上回っています。利島においても感染

者が増加している現状を鑑み、いたずらに不安を煽るのではなく、適切な対策が必要だと考えます。 

 東京都による無料ＰＣＲ検査実施期間の延長についてはどうなりますか。また、ＩＰ告知端末での案内

がありますが、高齢者や機械操作が苦手な住民の中には無料検査への申込すら困難で、相談を受けた方に

ついては私も申込のお手伝いをさせていただいているところであります。村役場でもご多用の中対応い

ただいていることと思いますが、広報の最後に「申込についてご相談ください」といったような一文を入

れていただくなど、そうした方々が行きやすいようにしていただければと考えます。ご一考ください。 

 

４．島外医療機関通院交通費等支援事業費補助金制度等について 

３月議会答弁において制度見直しを打ち出し、６月議会では検討中とはあるが、一律補助打切り、所

得額に鑑みての補助を年度内に決定との旨でありました。それを踏まえて質問いたします。 
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① 全員に助成を行わず、困窮者のみに手厚くし、差別化を図る必要性についてご説明ください。 

② 現在の限られた財源、予算の限度額を１７０万円程度とする妥当性、予算額の算出根拠について

ご説明ください。 

③ 助成の一部打切り、見直しを検討中である中ですが、再度延泊に係る宿泊費分の補助の拡大、増

額について検討していただくことを求めます。数度の議会において要請してまいりましたが、村独

自の補助は不可、都などに対して要望する、要望を続けるとの答弁を信じていたのですが、実際に

は全く要望をしていなかったとの答弁を前回受け、正式に答弁書として提出されたものが偽りだっ

たことを知りました。憤りを感じましたが、本件に対して前進を望んでいますので、都などへの要

望が困難であるならば村独自の補助を求めます。 

 

５．村営住宅建設事業について 

 今年度予算計上済みの事業である村営住宅の建設中止及び他所への建設計画の発表、そして今回村長

より行政報告にて時間的なメリットからトレーラーハウスによる住宅整備の報告、補正予算への計上が

予定されているとの報告がありました。 

 ６月議会行政報告質問時に「明日、専門家に見てもらう」と回答がありました。専門家の視察結果につ

いて説明願います。 

 いくつかの案の中からトレーラーハウスとなり、上下水道循環システムや太陽光発電システムの試験

導入などが盛り込まれた本事業計画は５０，０００千円規模とあります。「負担は少なく」としていた６

月の発言と大きく異なり、驚くばかりです。補助の有無及び決定に至った検討内容を時系列にしてお答え

ください。 

 

６．ジンガ沢ストックヤードについて 

 ２０２０年よりストックヤードとして運用が開始されました。途中より不法投棄問題、マンパワー不足

として、月２回事前申請制となりました。数度の議会において再三制限なくの開放を求めましたが、前回

初めて人員が足りていたとしてもそれは考えないとの答弁をいただきました。しかし、住民が要望するの

であれば再考するとの答弁もいただくことができました。 

 ストックヤードに持ち込まれないものがどう処分されているのかという実情を村長をはじめとして執

行部はご承知のことと思います。野焼きをするか、自身の畑に放置をするか、独自の判断で何らかの方法

で処分をしています。そのような現状がある中、住民が適切に処分するために持ち込みをさせてほしいと

要望するものを検討もされないというのはいかがなものでしょうか。ソーラーの導入やゼロカーボンへ

の対応など自然環境を考慮した設備への投資を掲げている行政にとって相反するものであり一件でも持

ち込みを願うべきであり、どうすれば適正に利用してもらえるか考えるべき立場だと思っております。 

 一部、マナーの悪い住民による不法投棄問題は監視カメラの設置で補えるものではないでしょうか。 

 これまで通り規制をかけた状態を継続するならば、住民に対して解決策を提案くださるとともに、スト

ックヤードをどのように運用すれば住民のためになるとかんがえているかお答えください。 

 

７．ごみ処理・焼却場について 

 ① ６月議会において生ごみ処理槽での処理量が当初見込みを大きく超え、今後の処理に懸念がある

旨の質問がありましたが、明確な答弁はありませんでした。６月議会以降検討された結果についてご

説明ください。 

 ② 現在の焼却場の状況からしても早急に建設を要することは住民も理解し、待ち望むものでありま

す。しかしながら、計画立案、そして基本計画の提出と進行する中で、住民の意見を聞く場、計画内
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容を説明する場を求めてまいりましたが、コロナ禍であることを理由に頓挫し、他の方法を以ての説

明もなされないままでした。基本計画が提出され、それが確認承認されてから内容の説明を行うとの

答弁が以前ありました。スピードが重要、住民に意見を聞いていると事業が先に進まないと考えてい

るとの話もありました。コロナ禍であることを理由に説明が先延ばしになっていましたが、そもそも

対話説明会を開催する意思があったのか、今となっては疑問を感じざるを得ません。早急に説明会を

開催し、今からでも取り入れ可能な意見については対応願いたいと思います。ご回答ください。 

 ③ 焼却場建設に係る事業の進捗状況をご説明ください。 

 

８．株式会社TOSHIMAについて 

 ① 重機等のリース契約について、車両の提供元である契約社名をお答えください。併せて、リースし

ている車両ごとにどういった契約をしているのか金額の内訳もお答えください。 

 ② 株式会社 TOSHIMA の役員、社員の退職金について質問します。役員の退職金を就任後４年分と

して今年度４，５００千円の計上がありましたが、４年分の計算期間と現状の積立合計額をお答えく

ださい。また、社員の退職金については「中退金」の掛金を以て行っていると思いますが、中退金へ

の加入はいつからですか。 

 ③ 定期航路運営事業資金収支予算書について質問します。令和２年度及び３年度分については「積算

表」として資料提供いただきましたが、今年度の収支予算書では内容が把握できず、都度ご説明いた

だくことになります。明瞭化の為来期より同様の書類については前年度までの様式での作成を望み

ます。 

 

９．議会だよりについて 

昨年１２月議会における私の一般質問「議会だよりの掲載内容について」の中に「議員、行政双方の

主張が正しく掲載されたものであるべき」と発言させていただきました。最終的に、本来は議員が発行

するものである旨、現村長より答弁があり、結果議員により作成することとなりました。 

第９９号（６月議会分）の作成を終了した段階において、行政側より事務局作成の旧体制に戻す旨の

話がありました。 

旧体制のままでの発行となることにより、私が問題としておりました正しく掲載するという事案に

対し、内容は議員の了承を以ての掲載としていただきたくお願いします。執行部の見解を求めます。 
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令和 4 年９月１２日 

井口 保 

 

 

令和 4 年第三回定例議会一般質問 

 

 

 

１．農業機械補助について 

  ６月議会で質問致しましたが、現在の補助額では不足が生じていますので来年度につ

いては助成額の増額を望みます。 

 

２．ゴミ施設の今後について 

  今日に至る迄ゴミの問題については村側よりの説明が有りません。今後の方針の説明

を願います。 

 

３．一人家庭の見守りについて 

  今日一人住まいの家の見守りをしていかないかと思いますが村の対応について質問致

します。 

以上 
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（本頁は白紙です） 
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令和 4 年９月１２日 

前田 清 

 

 

令和 4 年第三回定例議会一般質問 

 

 

 

１．観光資源の創設について 

   先日南ケ山公園の草刈り作業を手伝う機会がありました。其の時「さくゆり」が数

株植えられている所が有り、誰が植えたんだろうと不思議な気がしました。「さくゆ

り」は利島村の村花として崇められる花で、村民は椿林の草刈り時にも結構大事に扱

っています。そんな花ですが、観光資源として活用しようという機運は全くと言う程

感じられません。道路から見える範囲の「さくゆり」は掘らないで置いておく位の合

意が有った様だと大分以前に聞いた事があります。 

以前の議会で私は目ぼしい観光資源が無いのが資源と言った事が有りますが、無け

れば作れば良いと今回の草刈り経験で思う様になりました。それは、この際ですから

南が山公園の一角を「さくゆり」パークにするというアイデアです。伊豆の島々の眺

望と数百本～数千本植えられた「さくゆり」は立派に観光資源として通用すると思い

ますがいかがでしょうか？ 

椿林の復興も重要な課題ですが、U ターン者が望み薄い中、I ターン誘致や地域の

活性化といった長期的な視点も見据えて前向きな活動が必要と思います。 

 

２．庁舎内、特に 2Ｆ廊下の整理整頓について 

   階段を上がった廊下部にゴミとおぼしき物が乱雑に置かれています。一般村民及び

島外からの来客が有った際、見っとも無い状況と思いますがいかがでしょうか？ 

ゴミという認識ならば早速の片付けを求めます。 

 

３．村道の草刈り契約と業者指導に関して 

   １年前にも同じ様な質問をさせてもらっていますが、今時点での村道の現状を見る

に余りにも草が生い茂り、前方の視界の悪さ及び道端の境界が分からず特にバックす

る際には危険を感じます。時節柄、今が一番村民が村道を利用する機会が多いと思い

ますが、業者に対する草刈り実施指導はどうなっているのですか？ 

年２回契約だから何時実施してもらってもいいんだと行政側が考えてるなら、その

考えは改めるべきと思います。景観上の観点から草刈りをしてくれと言っている訳で

はありません。万が一事故でも起こったら誰が責任をとるのですか？業者ですか？行
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政ですか？ 

都道沿いの草刈りは今年度すでに２回実施されています。草刈りも丁寧で清掃もキ

チンとされています。この現況と比べ村道の実態は余りにもおそまつです。業者選定

に問題が有ったようにおもわれます。 

以上 
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議案第 ４１ 号 

 

 

利島村教育委員会教育長の任命同意ついて 

 

 下記の者を利島村教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 

 

記 

 

               住  所   東京都利島村１５７６番地（予定） 

 

               氏  名   弟
で

 子
し

 丸
まる

  知
とも

 樹
き

 

 

               生年月日   平成５年４月２６日 

 

 

    令和４年 ９月 １２日  提出 

 

                 提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

教育長の任期満了により、新たに教育長を任命する必要がある。 

 

 

議決第    号 

同意第    号 

 

    令和４年 ９月   日 原案   決 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田   優 
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（本頁は白紙です） 
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議案第４２号 

 

 

   利島村教育委員会委員の任命同意について 

 

 利島村教育委員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

記 

 

               住  所   東京都利島村２５番地 

 

               氏  名   土 屋 治 雄 

 

               生年月日   昭和３８年９月１４日 

 

 

    令和 4年 ９月１2日  提出 

 

                提出者 東京都利島村長 村 山 将 人 

 

 

「提案理由」 

教育委員会委員 土屋 治雄氏 の任期が、令和 4 年９月３０日をもって満了すること

に伴い、引き続き同氏を任命するに当たり議会の同意を求めるためである。 

 

 

議決第    号 

同意第    号 

 

    令和 4年  月   日 原案   決 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田   優 

 

 

25/277



（本頁は白紙です） 
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議案第４３号 

 

 

利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和 ４年 ９月１２日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

 令和３年８月１０日に人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」及び「国家公務員

の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出」の中で、「妊娠・出産・育児等と

仕事の両立支援のために講じる措置」のうち、育児休業の取得回数制限の緩和、育児参加の

ための休暇の対象期間の拡大等の措置が義務付けられることに伴い改正する。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和 ４年 ９月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 

  

27/277



（本頁は白紙です） 

28/277



利島村職員の育児休業等に関する条例の一部改正について ①
施行予定日

令和4年10月1日
令和4年9月
利島村役場

非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和（条例第２条第３号ア（ア））

【参照】 子の出生の日から57日間以内に育児休業を取得する場合

現 行

出生

雇用

「１歳６か月に達する日まで」に引き続き採用され、又は更新の見込みがあり、
要件を満たしているため、期間内での育児休業を取得することは可能

出生後57日

育休

１歳 １歳６か月

任期 任期見込
更新

更新

改正後

出生

雇用

取得要件の緩和で、「子の出生の日から57日間の末日から６か月を経過する日まで」に引き続き採用され、又
は更新の見込みがある場合、子の出生の日から57日間以内の育児休業を取得することが可能

出生後57日

育休

１歳 １歳６か月

任期 任期見込

例： １歳 ６か月に達する日までに採用又は更新の見込みがある場合

出生後から約８か月
（57日＋６か月）

非常勤職員の子の出生後57日間以内の育児休業を取得する場合の要件を緩和する。

例： ８か月（57日＋６か月）の任期がある場合

29/277



利島村職員の育児休業等に関する条例の一部改正について ②
施行予定日

令和4年10月1日
令和4年9月
利島村役場

非常勤職員の育児休業の取得の柔軟化（条例第２条第３号イ、第２条の３第３号、第２条の４）

子の１歳到達日以降（１歳～１歳６か月、１歳６か月～２歳）における非常勤職員の育児休業に関して、夫婦交
替での取得を各期間１回可能にするよう改正する。
※ 法改正により、非常勤職員の育児休業が１歳まで（出生から57日間２回）は取得回数が２回まで緩和された
が、１歳以降の育児休業の取得回数は従来と同様に１回までとしています。

◆ 期間①～④で各期間１回まで取得可
◆ 非常勤職員又はその配偶者の育児休業期間③および期間④の開始日は１歳及び１歳６か月到達日の翌日

現 行

期間① 期間② 期間③ 期間④
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利島村職員の育児休業等に関する条例の一部改正について ③
施行予定日

令和4年10月1日
令和4年9月
利島村役場

非常勤職員の育児休業の取得の柔軟化（条例第２条第３号イ、第２条の３第３号、第２条の４）

◆ 期間①、期間②は各期間２回まで取得可
期間③、期間④は各期間１回まで取得可だが、開始時点を柔軟化する事で夫婦で
途中交代が可能となる。

（例）非常勤（父）が１歳から１歳３か月まで育児休業をしている場合、配偶者は非常勤（父）の
育児休業終了の翌日以前（１歳の翌日からも可能）を育児休業開始日とすることができる。
この改正により、夫婦交替（重複取得も可能）で柔軟に育児休業を取得することが可能

改正後

期間① 期間② 期間③ 期間④
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利島村職員の育児休業等に関する条例の一部改正について ④
施行予定日

令和4年10月1日
令和4年9月
利島村役場

育児休業の取得回数制限の緩和（条例第３条第４号）

〈常勤職員該当〉
再度の育児休業取得に係る育児休業等計画書の申出

育児休業の取得が原則２回まで可能になったことから、育児休業等計画書の申出は不要となり条文を削除
する。

【現 行】 育児休業等計画書の申出及び復帰後３か月以上の期間を経過

【改正後】 取得回数制限の緩和によって申出及び経過期間が不要
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条例第   号 

 

 

利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

利島村職員の育児休業等に関する条例（平成4年利島村条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

 

第２条第３号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、次のい

ずれかに該当するもの」に改め、同号ア（ア）中「第２条の４」を「当該子の出生の日から

第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日か

ら６月を経過する日、第２条の４」に、「、２歳」を「当該子が２歳」に改め、同号イ中「第

２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育する子が１歳に到達する日

（以下、この号及び同条において「１歳到達日」という。）（当該子について当該非常勤職

員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日）において育児休業をしている非常勤職員に限る。）」を「次のいずれ

かに該当する非常勤職員」に改め、同号イに次のように加える。 

(ア) その療育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当該子につ

いて当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当してする育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされ

た日。以下この（ア）において同じ。）において育児休業をしている非常勤職員であ

って、同条第３号に掲げる場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとするもの 

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であっ

て、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されること

に伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採

用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

 

第２条第３号ウを削る。 

 

第２条の次に次の見出し及び４条を加える。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める者） 
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第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第６条の４第１号に規定する養育里親である職員（児童の親その他の同法第27条第４

項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する

養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。）に同法第27条第１

項第３号の規定により委託されている当該児童とする。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める日とする。 

(１) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の１歳到達日 

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達日以前のいずれかの日において当

該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業（以下この条及び次

条において「地方等育児休業」という。）をしている場合において当該非常勤職員が当該

子について育児休業をしようとする場合（当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子

の１歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を

除く。） 当該子が１歳２箇月に達する日（当該日が当該育児休業の期間の初日とされた

日から起算して育児休業等可能日数（当該子の出生の日から当該子の１歳到達日までの日

数をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準

法（昭和22年法律第49号）第65条第１項又は第２項の規定により勤務しなかった日数と当

該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。）を差し引いた日数を経過する

日より後の日であるときは、当該経過する日） 

(３) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のい

ずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしてい

る場合であって第３条第７号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該

当する場合、村長が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場

合） 当該子の１歳６か月到達日 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当し

てする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当

する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達

日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた

日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））
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の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育

児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前

の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲

げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしている場合又は当該

非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに

相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳

到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において地方等育児休業をして

いる場合 

ウ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために

特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲

げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該

当して育児休業をしたことがない場合 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から２歳に達する

までの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当

該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲

げる事情に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、村長が定める

特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）とする。 

(１) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこの

条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっ

ては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする場合 

(２) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日において育児休業をし

ている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６箇月到達日において地方等育

児休業をしている場合 

(３) 当該子の１歳６箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務の

ために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 
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(４) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの

条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

 

第３条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当したことにより当該育児休

業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当する

こととなったこと。 

ア 前号ア又はイに掲げる場合 

イ 民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定による請求に係る家事審判

事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子

縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第１項第３号の規定による措置が解除され

た場合 

 

第３条の見出し中「再度の育児休業をすることができる特別の事情」を「育児休業法第２

条第１項ただし書の条例で定める特別の事情」に改め、同条中第４号を削り、第３号を第４

号とし、同条に次の２号を加える。 

(6) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第２条の４の規定に該当するこ

と。 

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日と

する育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続い

て特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期

の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとす

ること。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める

期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間は、57日間とする。 

第８条第５号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

 

附 則 
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（施行期日） 

第１条 この条例は、令和 ４年１０月 １日から施行する。 

（経過措置）  

第２条 この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改

正前の第３条（第４号に係る部分に限る。）及び第８条（第５号に係る部分に限る。）の規

定の適用については、なお従前の例による。 
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利島村職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 次のいずれかに該当する非常勤職員              以外の非常

勤職員 

(3) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤

職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ア) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子を

いう。以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か

月到達日」という。）（第２条の４                         

                                                        

                                       の規定に該当する

場合にあっては、２歳      に到達する日）までに、その任期

（任期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了す

ること及び引き続いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」

という。）に採用されないことが明らかでない非常勤職員 

(ア) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子を

いう。以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か

月到達日」という。）（当該子の出生の日から第３条の２に規

定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期

間の末日から６月を経過する日、第２条の４の規定に該当する

場合にあっては当該子が２歳に到達する日）までに、その任期

（任期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了す

ること及び引き続いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」

という。）に採用されないことが明らかでない非常勤職員 

(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員 (イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養

育する子が１歳に到達する日（以下、この号及び同条において「１

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員                        
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歳到達日」という。）（当該子について当該非常勤職員がする育

児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしてい

る非常勤職員に限る。） 

                                                          

                                                          

                                                          

                         

 (ア) その療育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」と

いう。）（当該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号

に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とさ

れた日。以下この（ア）において同じ。）において育児休業を

している非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場合に該当

して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとするもの 

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業を

している場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の

満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休

業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該

採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとす

るもの 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該

任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用

されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用

される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

（削る） 
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もの 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める者） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法

（昭和22年法律第164号）第６条の４第１号に規定する養育里親である

職員（児童の親その他の同法第27条第４項に規定する者の意に反する

ため、同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組

里親として当該児童を委託することができない職員に限る。）に同法

第27条第１項第３号の規定により委託されている当該児童とする。 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(１) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する

子の１歳到達日 

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育する子の１

歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休

業法その他の法律の規定による育児休業（以下この条及び次条におい

て「地方等育児休業」という。）をしている場合において当該非常勤

職員が当該子について育児休業をしようとする場合（当該育児休業の

期間の初日とされた日が当該子の１歳到達日の翌日後である場合又は

当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。） 当該子が

１歳２箇月に達する日（当該日が当該育児休業の期間の初日とされた

日から起算して育児休業等可能日数（当該子の出生の日から当該子の
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１歳到達日までの日数をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の

出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法（昭和22年法律第49号）第6

5条第１項又は第２項の規定により勤務しなかった日数と当該子につ

いて育児休業をした日数を合算した日数をいう。）を差し引いた日数

を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日） 

(３) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、

次に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に

掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第３条第７号

に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場

合、村長が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に

該当する場合） 当該子の１歳６か月到達日 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が

同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方

等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日

とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なる

ときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げ

る場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場

合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日

以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非
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常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日）において育児休業をしている場合又は当該非常勤職

員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者が同号に掲げる場合

又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日）において地方等育児休業をしている場合 

ウ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続

的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場

合に該当する場合 

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非

常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育

児休業をしたことがない場合 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か

月から２歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲

げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの条の規定に

該当して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に

該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、村長

が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当す

る場合）とする。 
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(１) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤

職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該

当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の

期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとする場合 

(２) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日に

おいて育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子

の１歳６箇月到達日において地方等育児休業をしている場合 

(３) 当該子の１歳６箇月到達日後の期間について育児休業をすること

が継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定め

る場合に該当する場合 

(４) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後

の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場

合 

（再度の育児休業をすることができる特別の事情            ） （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情

は、次に掲げる事情とする。 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情

は、次に掲げる事情とする。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当したこ

とにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承

認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。 

ア 前号ア又はイに掲げる場合 
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イ 民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定による請

求に係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審

判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童

福祉法第27条第１項第３号の規定による措置が解除された場合 

(2) （略） (3) （略） 

(3) （略） (4) （略） 

(4) 育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係

る子について既にしたものを除く。）の終了後、当該育児休業をし

た職員の配偶者（当該子の親である者に限る。）が３月以上の期間

にわたり当該子を育児休業その他の規則で定める方法により養育し

たこと（当該職員が、当該育児休業の請求の際両親が当該方法によ

り当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任

命権者に申し出た場合に限る。）。 

（削る） 

(5) （略） (5) （略） 

 (6) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第２条の４

の規定に該当すること。 

 (7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休

業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新

され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに

伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の

翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとすること。 
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 （育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準と

して条例で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間

を基準として条例で定める期間は、57日間とする。 

（育児短時間勤務終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合

に育児短時間勤務をすることができる特別の事情） 

（育児短時間勤務終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合

に育児短時間勤務をすることができる特別の事情） 

第８条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事情

は、次に掲げる事情とする。 

第８条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事情

は、次に掲げる事情とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短

時間勤務に係る子について既にしたものを除く。）の終了後、当該

育児短時間勤務をした職員の配偶者（当該子の親であるものに限

る。）が３月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他規則で定

める方法により養育したこと（当該職員が、当該育児短時間勤務の

請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画につい

て育児休業等計画書    により任命権者に申し出た場合に限る。）。 

(5) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短

時間勤務に係る子について既にしたものを除く。）の終了後、当該

育児短時間勤務をした職員の配偶者（当該子の親であるものに限

る。）が３月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他規則で定

める方法により養育したこと（当該職員が、当該育児短時間勤務の

請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画につい

て育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。）。 

(6) （略） (6) （略） 
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（本頁は白紙です） 
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議案第４４号 

 

 

利島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和 ４年 ９月１２日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部改正に伴い、職員の定年を引き上げる

ほか、所要の改正を行うため。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和 ４年 ９月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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「地方公務員法の一部を改正する法律」に関する条例改正について

令和４年度からの国家公務員の定年引上げに伴い、地方公務員の定年も60歳
から65歳まで２年に１歳ずつ段階的に引き上げられることとなりました

【施行期日】令和５年４月１日
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「地方公務員法の一部を改正する法律」に関する条例改正について

地方公務員法の改正に伴い、下記①、②の条例改正案を上程いたします

①利島村職員の定年等に関する条例
の一部を改正する条例

地方公務員についても国家公務員と同様に以下の措置
を講ずる必要があります

②地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例

１．役職定年制（管理監督職勤務上限年齢制）の導入

○組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、役職
定年制（管理監督職勤務上限年齢制）を導入する。
・役職定年の対象範囲及び役職定年年齢は、国家公務員との
権衡を考慮した上で、条例で定める（60歳）。
※職員の年齢別構成等の特別の事情がある場合には例外措
置を講ずることができる。

２．定年前再任用短時間勤務制の導入

○60歳に達した日以後定年前に退職した職員について、本人
の希望により、短時間勤務の職に採用（任期は65歳まで）する
ことができる制度を導入する。

３．情報提供・意思確認制度の新設

○任命権者は、当分の間、職員が60歳に達する日の前年度
に、60歳以後の任用、給与、退職手当に関する情報を提供す
るものとし、職員の60歳以後の勤務の意思を確認するよう努
めるものとする。

地方公務員法の改正、総務省参考例、人事院規則により以下の条例
を改正する必要があります

第1条 利島村職員の懲戒に関する条例の一部改正
第2条 利島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正
第3条 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部改正
→総務省参考例に倣い、改正を行う必要があります

第4条 利島村職員の給与に関する条例の一部改正
→給与に関する措置として、国家公務員の給与について以下の措置が講
じられることを踏まえ、地方公務員についても、均衡の原則（地方公務
員法第24条）に基づき、条例において必要な措置を講ずるよう要請され
ております。
・当分の間、60歳を超える職員の給料月額は、60歳前の７割水準に設定
する。

第5条 利島村職員の旅費に関する条例の一部改正
→定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、地方公務員法上「短時間勤
務の職」の用語の定義規定が同法第28条の5第1項から第22条の4第1項に
移っていますので、改正前の規定を引用して「短時間勤務の職」の用語
を定義している箇所について改正が必要となります。

第6条 利島村職員の再任用に関する条例の廃止
→再任用制度については、一定の経過措置を残した上で、令和5年4月1日
をもって廃止されますので、上記の例規についても廃止が必要となりま
す。
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   利島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

 利島村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第8号)の一部を次のように改正する。 

 題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

第1章 総則(第1条) 

第2章 定年制度(第2条―第5条) 

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条―第11条) 

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第12条・第13条) 

第5章 雑則(第14条) 

附則 

   第1章 総則 

 第1条中「昭和25年法律第261号」の次に「。以下「法」という。」を加え、「第28

条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項」を「第22条の4

第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項

まで並びに第28条の7」に改め、同条の次に次の章名を付する。 

   第2章 定年制度 

 第3条中「60年」を「65年」に改め、同条ただし書を削る。 

 第4条第1項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲げる

事由がある」に改め、「ときは」の次に「、同条の規定にかかわらず」を加え、「その

職員」を「当該職員」に、「当該職務」を「当該定年退職日において従事している職務」

に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(同条第1項に規定する異

動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条第1項又は第2項の規定によ

り延長された異動期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理

監督職(第6条に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。)を占めてい

る職員については、第9条第1項又は第2項の規定により当該異動期間を延長した場合

であって、引き続き勤務させることについて村長の承認を得たときに限るものとし、

当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算

して3年を超えることができない。 

 第4条第1項第1号中「その職員」を「、当該職員」に改め、「退職により」の次に「生

ずる欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、同項第

2号中「その職員」を「当該職員」に、「できないとき」を「できず公務の運営に著し

い支障が生ずること」に改め、同項第3号中「その職務」を「当該業務」に、「その職
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員」を「当該職員」に、「とき」を「こと」に改め、同条第2項中「前項の事由」を「前

項各号に掲げる事由」に、「存する」を「ある」に改め、「ときは、」の次に「これら

の期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「その期限」を「当該期限」に、

「その職員」を「当該職員」に改め、「定年退職日」の次に「(同項ただし書に規定す

る職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」を加え、

同条第3項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第4項中「任命権者は」の次に

「、第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第2項の規定により期限

が延長された職員について」を加え、「第1項の事由が存しなくなった」を「第1項各号

に掲げる事由がなくなった」に、「その期限を繰り上げて退職させることができる」を

「当該期限を繰り上げるものとする」に改める。 

 第5条を削り、第6条を第5条とする。 

 本則に次の3章を加える。 

第3章 管理監督職勤務上限年齢制 

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職) 

第6条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、一般職の職員の給与に関する

条例(昭和36年条例第12号)第10条第1項に規定する職(診療所において医療業務に従

事する医師及び歯科医師が占める職を除く。) とする。 

(管理監督職勤務上限年齢) 

第7条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。  

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準) 

第8条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この章におい

て「他の職への降任等」という。)を行うに当たっては、法第13条、第15条、第23条

の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなけれ

ばならない。 

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は

転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この条及び第10条において「降任等」という。)

をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第

5号に規定する標準職務遂行能力(次条第3項において「標準職務遂行能力」とい

う。)及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、

降任等をすること。 

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職

勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制

上の段階に属する職に、降任等をすること。 
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(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が

属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員

(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合に

は、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ない

と認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と

同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、

降任等をすること。 

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例) 

第9条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次

に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当

該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における

最初の4月1日までの間をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算して

1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間

の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を

延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務

をさせることができる。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員

の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営

に著しい支障が生ずること。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他

の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支

障が生ずること。 

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情

があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずる

こと。 

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された

期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由

が引き続きあると認めるときは、村長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日

の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっ

ては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第4項にお

いて同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延

長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日

の翌日から起算して3年を超えることができない。 

53/277



3 任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の

職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監

督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特

別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。以下この項におい

て同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する

管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理

監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職

勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情が

あるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に

補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が

占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で

当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職

を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群

の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。 

4 任命権者は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長さ

れた期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由

があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長すること

ができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又はこ

の項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員につ

いて前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、村長の承認を得て、延長さ

れた当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該

異動期間を更に延長することができる。 

(異動期間の延長等に係る職員の同意) 

第10条 任命権者は、前条各項の規定により異動期間を延長する場合及び同条第3項の

規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なけ

ればならない。 

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置) 

第11条 任命権者は、第9条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動

期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降

任等をするものとする。 

第4章 定年前再任用短時間勤務制 

(定年前再任用短時間勤務職員の任用) 

第12条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他
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の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)を

した者(以下この条及び次条において「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務

実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める

職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間

勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であ

る職をいう。以下この条及び次条において同じ。)ただし、年齢60年以上退職者がその

者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占め

る職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めてい

るものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限り

でない。 

第13条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合(村が加入する地方自治法(昭和

22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。) の年齢

60年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

短時間勤務の職に採用することができる。 

2 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

第5章 雑則 

 (委任) 

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

 附則に次の3項を加える。 

(定年に関する経過措置) 

4 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのは、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 61年 

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 62年 

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで 63年 

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64年 

5 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間において、利島村職員の定年等に関す

る条例の一部を改正する条例(令和○年条例第○号。次項において「令和4年改正条例」

という。)による改正前の第3条ただし書に規定する職員であって、第3条の規定を適用

する職員については、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に

応じ、同条中「65年」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句とする。 
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令和5年4月1日から令和13年3月31日まで 65年 

(情報の提供及び勤務の意思の確認) 

6 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定

めて任用される職員、非常勤職員及び令和4年改正条例による改正前の第3条ただし書

に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年

度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」

という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、

当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異

動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することと

なった職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては、当

該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっ

ては、当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年

度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用

される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとすると

ともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。 

附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布

の日から施行する。 

(勤務延長に関する経過措置) 

第2条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例によ

る改正前の利島村職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又

は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期

限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が

施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)に

ついて、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合

において、この条例による改正後の利島村職員の定年等に関する条例(以下「新条例」

という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、村長の承認を得て、こ

れらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。

ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職

日の翌日から起算して3年を超えることができない。 

2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び

令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日まで
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の間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)

が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日に

おける旧条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定年が新条例

第3条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された

職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第

4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63

号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務して

いる職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日

が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達し

ている職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、

又は転任することができない。 

3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用す

る。 

(定年退職者等の再任用に関する経過措置) 

第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3

月31日(以下この条から附則第6条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧

条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置

された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該

職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該

職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他

の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常

時勤務を要する職に採用することができる。 

(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者 

(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1

項の規定により勤務した後退職した者 

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、

当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者 

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、

当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再

任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の

4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用する

ことをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附
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則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用

することをいう。次項第6号において同じ。)をされたことがある者 

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の

末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係

る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく

選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用する

ことができる。 

(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者 

(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者 

(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法に

よる改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規

定する任期が満了したことにより退職した者 

(4) 施行日以後に新条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務

員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する

任期が満了したことにより退職した者 

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であっ

て、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者 

(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であっ

て、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用を

されたことがある者 

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更

新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又は

この項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければなら

ない。 

4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若

しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任

用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及

び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うこ

とができる。 

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任

用職員の同意を得なければならない。 

第4条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、組合(村が加入する地方自治法(昭和
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22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。  次項及

び附則第6条において同じ。)における前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達

年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する

職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に

基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採

用することができる。 

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、組合におけ

る同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、

当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、

従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内

で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。 

第5条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第

1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該

者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をい

う。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤

務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場

合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以

後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行

日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤

務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧

条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達している

者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない

範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にか

かわらず、附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間

にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当

年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤

務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条第2

項及び附則第10条において同じ。)に達している者(新条例第12条の規定により当該短

時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で

定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務

の職に採用することができる。 
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3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。 

第6条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項にお

いて準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における附則

第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であっ

て、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達してい

る者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えな

い範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務

員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわ

らず、組合における附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例

定年相当年齢に達している者(新条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に

採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基

づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用する

ことができる。 

3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。 

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢) 

第7条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(1) 施行日以後に新たに設置された職 

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の

前日に設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規定する定年に準じた

当該職に係る年齢とする。 

(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第

22条の4第4項の条例で定める職及び年齢) 

第8条 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3

年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4

第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

2 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改

正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定め

る年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合におい
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て、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同

種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に

係る年齢とする。 

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員) 

第9条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該

職が基準日(附則第3条から第6条までの規定が適用される間における各年の4月1日(施

行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとし

た場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超

える職とする。 

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。) 

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含

む。) 

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前

日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年

に達している者とする。 

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日

の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例

定年に達している職員とする。 

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置) 

第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令

和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの

間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢

を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定す

る定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短

時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則

定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第12条に

規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の

規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日におい

て同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相

当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める

者)を、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新条例原

則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採

用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち
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基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職

に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定

める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任

し、降任し、又は転任することができない。 

(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢) 

第11条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とす

る。 
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地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

(利島村職員の懲戒に関する条例の一部改正) 

第1条 利島村職員の懲戒に関する条例(昭和51年条例第10号)の一部を次のように改正

する。 

  第3条中「範囲で」を「期間、その発令の日に受ける」に改め、「報酬の額」の次

に「。以下同じ。」を加え、同条に後段として次のように加える。 

   この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の5分の1に相当する額を

超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

(利島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正) 

第2条 利島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(令和2年条例第2号)の一部

を次のように改正する。 

  第2条第3項中「第28条の4第1項若しくは同法第28条の5第1項又は同法第28条の6第1

項若しくは第2項」を「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」に、「再任用短時間勤

務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第4項中「再任用短時間勤

務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第3条第1項ただし書、第4条第1項ただし書及び第2項並びに第13条第1項中「再任用

短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

(利島村職員の育児休業等に関する条例の一部改正) 

第3条 利島村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)の一部を次のように

改正する。 

  第2条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。 

  (3) 利島村職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの

規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員 

  第7条中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 

  (3)  利島村職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの

規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員 

(利島村職員の給与に関する条例の一部改正) 

第4条 利島村職員の給与に関する条例(昭和51年条例第14号)の一部を次のように改正

する。 

  第7条の3を次のように改める。 

 第7条の3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用され

た職員 （以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該定

年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の
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項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間

勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定

められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

  第10条の次に次の1条を加える。 

  (附則第7項の規定の適用を受ける職員の支給額) 

第10条の2 附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用に

ついては、当分の間、同項に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50

円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じた

ときはこれを100円に切り上げた額)とする。 

  第14条第1項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第3項中「育児短時間勤務職

員等」の次に「及び定年前再任用短時間勤務職員」を加え、同条第4項及び第5項中

「場合は」を「場合には」に改める。 

  第19条第2項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第5項中「再任用職員」を「定

年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第20条第1項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第2項第3号及び第4号中「再

任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第26条中「第11条」を「第7条、第11条」に、「再任用職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改める。 

  附則に次の8項を加える。 

7  当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1

日（附則第9項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用される給料表

の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第7

条第1項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗

じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上

100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。）とする。 

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及

び非常勤職員  

(2) 利島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和○年条例第○

号)による改正前の利島村職員の定年等に関する条例（昭和59年条例第8号）第3

条ただし書に規定する職員に相当する職員  

(3) 利島村職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項 の規定により地方公
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務員法第28条の2第1項に規定する異動期間（同条例第9条第1項又は第2項の規定

により延長された期間を含む。）を延長された同条例第6条に規定する職を占め

る職員 

(4) 利島村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務し

ている職員（同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用され

ていた職員を除く。） 

9 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、

当該他の職 への降任等をされた日（以下この項及び附則第11項において「異動日」

という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に

附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日

給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の

70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50

円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下

この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（規則で定

める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第７項の規定により当該職

員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額

を給料として支給する。 

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給

の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料

月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する

職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第7項の規定の適用

を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。）であって、同項の規定

による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の

間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定

に準じて算出した額を給料として支給する。 

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定

の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員と

の権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額

のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料とし

て支給する。 

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、
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附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必

要な事項は、規則で定める。 

14 育児短時間勤務職員等に対する附則第7項の規定の適用については、同項中「)

とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当

該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額とする」とする。 

  別表第1行政職給料表ア 行政職給料表(1)再任用職員以外の職員の項中「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように

改める。 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 

  別表第1行政職給料表イ 行政職給料表(2)再任用職員以外の職員の項中「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように

改める。 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 

193,600 204,700 223,200 

 別表第2医療職給料表ア 医療職給料表(1)再任用職員以外の職員の項中「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように

改める。 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 

296,200 338,600 393,000 466,000 

  別表第2医療職給料表イ 医療職給料表(2)再任用職員以外の職員の項中「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように

改める。 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 

235,100 255,400 262,600 272,800 
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(利島村職員の旅費に関する条例の一部改正) 

第5条 利島村職員の旅費に関する条例(昭和52年条例第3号)の一部を次のように改正

する。 

  第1条中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改める。 

(利島村職員の再任用に関する条例の廃止) 

第6条 利島村職員の再任用に関する条例(平成27年条例第1号)は、廃止する。 

附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

 (定義) 

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をい

う。 

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定

を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、

第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正

法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項

若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。 

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(こ

れらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。 

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4

第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。 

(利島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2

条の規定による改正後の利島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定を

適用する。 

(利島村職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 

第4条  暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務

職員であるものとした場合に適用される利島村職員の給与に関する条例第4条に規定

する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例
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第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定す

る育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、

同項中「とする」とあるのは、「に、利島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例(令和2年条例第2号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤

務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前

再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される利島村職員の給与に関する

条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給

料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属す

る職務の級に応じた額に、利島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第

3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に

規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改

正後の利島村職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第19条第5項の規

定を適用する。 

5 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当

の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用

については、同項第3号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用

短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4

条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これ

らの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第

7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」

という。)」と、同項第4号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再

任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

6 利島村職員の給与に関する条例第7条、第11条、第12条及び第22条の規定は、暫定再

任用職員には適用しない。 
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7 新給与条例附則第7項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は

第6項の規定により勤務している職員には適用しない。 
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利島村職員の定年等に関する条例（昭和59年条例第８号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 定年制度（第２条―第５条） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第11条） 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第12条・第13条） 

第５章 雑則（第14条） 

 第１章 総則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261

号                    ）第28条の２第１項から第３項まで、第28条の

３並びに第28条の４第１項及び第２項                                          

の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」と

いう。）第22条の４第１項及び第２項、第22条の５第１項、第28条の２、

第28条の５、第28条の６第１項から第３項まで並びに第28条の７の規定

に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 第２章 定年制度 

（定年） （定年） 

第３条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、診療所において医療業

務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢65年とする。 

第３条 職員の定年は、年齢65年とする。                                                                                   

（定年による退職の特例） （定年による退職の特例） 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべき

こととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は                        、その職員に係る定年退職日の翌日から起

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべき

こととなる場合において、次に掲げる事由がある        と認めるとき

は、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起
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算して１年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務                              

に従事させるため、引き続いて勤務させることができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

算して１年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該定年退職日

において従事している職務に従事させるため、引き続き  勤務させるこ

とができる。ただし、第９条第１項から第４項までの規定により異動期

間（同条第１項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項におい

て同じ。）（同条第１項又は第２項の規定により延長された異動期間を含

む。）を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職（第６条

に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。）を占めている

職員については、第９条第１項又は第２項の規定により当該異動期間を

延長した場合であって、引き続き勤務させることについて村長の承認を

得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督

職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができな

い。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため

その職員  の退職により                                      公

務の運営に著しい支障が生ずるとき。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるた

め、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず

公務の運営に著しい支障が生ずること。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、そ

の職員の退職による欠員を容易に補充することができないと

き                            。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当

該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に

著しい支障が生ずること。 

(3) 当該職務を担当する者の交替がその職務の遂行上重大な障害とな

る特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい

支障が生ずるとき。 

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害とな

る特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい

支障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到

来する場合において、前項の事由          が引き続き存すると認める

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到

来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きある  と認める
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ときは、                              １年を超えない範囲内で期限

を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退

職日                                                                                            

の翌日から起算して３年を超えることができない。 

ときは、これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限

を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退

職日（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている

管理監督職に係る異動期間の末日）の翌日から起算して３年を超えるこ

とができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又

は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なけ

ればならない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続き  勤務させる場合又

は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なけ

ればならない。 

４ 任命権者

は                                                              

                                        、第１項の期限又は第２項

の規定により延長された期限が到来する前に第１項の事由が存しなくな

った      と認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその

期限を繰り上げて退職させることができる。 

４ 任命権者は、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員

及び第２項の規定により期限が延長された職員について、第１項の期限

又は第２項の規定により延長された期限が到来する前に第１項各号に掲

げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を

定めて当該期限を繰り上げるものとする            。 

５ （略） ５ （略） 

（定年退職者の再任用） 

第５条 任命権者は、第２条の規定により退職した者又は前条の規定によ

り引き続き勤務した後、退職した者について、次の各号に該当し、かつ、

公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、１年

を超えない範囲内で任期を定め、その者を常時勤務を要する職に採用す

ることができる。この場合において、その職は、その者が退職する前に

任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められる職で

なければならない。 
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(1) 退職する前の職務成績が良好であること。 

(2) 採用に係る職の職務の遂行に必要な知識又は技能を有しているこ

と。 

２ 任命権者は、前項の任期又はこの項の規定により更新された任期にお

ける勤務成績が良好である者について、引き続き公務の能率的運営を確

保するために特に必要があると認めるときは、その任期を１年を超えな

い範囲内で更新することができる。 

３ 前２項の規定による任期については、その末日は、その者に係る定年

退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定を実施するために必要な手続は、任命権者が

規則で定める。 

（定年に関する施策の調査等） （定年に関する施策の調査等） 

第６条 （略） 第５条 （略） 

 第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第28条の２第１項に規定する条例で定める職は、一般職の職員

の給与に関する条例（昭和36年条例第12号）第10条第１項に規定する職

（診療所において医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める職を除

く。） とする。 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第28条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢

60年とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 
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第８条 任命権者は、法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等（以

下この章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、

法第13条、第15条、第23条の３、第27条第１項及び第56条に定めるもの

のほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づ

き、降任又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第10条

において「降任等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階

の標準的な職に係る法第15条の２第１項第５号に規定する標準職務遂

行能力（次条第３項において「標準職務遂行能力」という。）及び当該

降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、

降任等をすること。 

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は

管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうち

できる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管

理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理

監督職を占める職員（以下この号において「上位職職員」という。）の

他の職への降任等もする場合には、第１号に掲げる基準に従った上で

の状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除

き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上

の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、

降任等をすること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限
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の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員

について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管

理監督職に係る異動期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年

齢に達した日の翌日から同日以後における最初の４月１日までの間をい

う。以下この章において同じ。）の末日の翌日から起算して１年を超えな

い期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期

間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第３項において同じ。）で

当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該

管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるた

め、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充する

ことができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当

該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず

公務の運営に著しい支障が生ずること。 

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害とな

る特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の

運営に著しい支障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定に

より延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員につ

いて、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、村長の承

認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超
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えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長さ

れた当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第４項に

おいて同じ。）で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理

監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることがで

きない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場

合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が

相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充

することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職と

して規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。）に属す

る管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管

理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及

び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員（当該管理

監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が当該

管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への

降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができ

ず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める

管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期

間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職

員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理

監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは

転任することができる。 
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４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの

規定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職

員について前項に規定する事由があると認めるとき（第２項の規定によ

り延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。）、

又は前項若しくはこの項の規定により異動期間（前３項又はこの項の規

定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員

について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、村長の承

認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超

えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第10条 任命権者は、前条各項の規定により異動期間を延長する場合及び

同条第３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あら

かじめ職員の同意を得なければならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第11条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合におい

て、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅し

たときは、他の職への降任等をするものとする。 

 第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第12条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職（臨時的に任用され

る職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

が退職する場合を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年齢

60年以上退職者」という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情
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報に基づく選考により、短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間

当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時

間勤務の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に

比し短い時間である職をいう。以下この条及び次条において同じ。）ただ

し、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に

係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要

する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものと

した場合における定年退職日をいう。）を経過した者であるときは、この

限りでない。 

第13条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合（村が加入する地

方自治法（昭和22年法律第67号）第284条第１項に規定する一部事務組合

及び広域連合をいう。） の年齢60年以上退職者を、従前の勤務実績その

他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用する

ことができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

 第５章 雑則 

（委任） 

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 附 則 

 （定年に関する経過措置） 

４ 令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間における第３条の規

定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中

「65年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
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 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 61年 

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 62年 

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで 63年 

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64年 
 

 ５ 令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間において、利島村職

員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和○年条例第○号。

次項において「令和４年改正条例」という。）による改正前の第３条ただ

し書に規定する職員であって、第３条の規定を適用する職員については、

前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同

条中「65年」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句とする。 

 令和5年4月1日から令和13年3月31日まで 65年 
 

 （情報の提供及び勤務の意思の確認） 

６ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律

により任期を定めて任用される職員、非常勤職員及び令和４年改正条例

による改正前の第３条ただし書に規定する職員を除く。以下この項にお

いて同じ。）が年齢60年に達する日の属する年度の前年度（以下この項に

おいて「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情

報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、

当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用さ

れた職員（異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年

度の末日を経過することとなった職員（以下この項において「末日経過

職員」という。）を除く。）にあっては、当該職員が採用された日から同

日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職員
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の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年

度の前年度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する

日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情

報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思

を確認するよう努めるものとする。 
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利島村職員の懲戒に関する条例（昭和51年条例第10号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（減給の効果） （減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上６月以下の範囲で                    給

料月額（地方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる職員については、

利島村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条

例第17号）第20条第１項から第３項までに規定する報酬の額    ）の５

分の１以下を減ずるものとする。                                                                                                                   

第３条 減給は、１日以上６月以下の期間、その発令の日に受ける給料月

額（地方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる職員については、利

島村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例

第17号）第20条第１項から第３項までに規定する報酬の額。以下同じ。）

の５分の１以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額

が現に受ける給料月額の５分の１に相当する額を超えるときは、当該額

を減ずるものとする。 
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利島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（令和２年条例第２号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（１週間の正規の勤務時間） （１週間の正規の勤務時間） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 地方公務員法第28条の４第１項若しくは同法第28条の５第１項又は同

法第28条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下

「再任用短時間勤務職員      」という。）の正規の勤務時間は、第１

項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、１週間について15時間30分か

ら31時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

３ 地方公務員法第22条の４第１項又は第22条の５第１項                                              

の規定により採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」と

いう。）の正規の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除

き、１週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が

定める。 

４ 任命権者は、職務の性質により前３項の規定により難いときは、休憩

時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり38時間45分（再

任用短時間勤務職員      にあっては、前項の規定に基づき定める時

間）とする正規の勤務時間を、任命権者の承認を得て、別に定めること

ができる。 

４ 任命権者は、職務の性質により前３項の規定により難いときは、休憩

時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり38時間45分（定

年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項の規定に基づき定める時間）

とする正規の勤務時間を、任命権者の承認を得て、別に定めることがで

きる。 

（正規の勤務時間の割振り） （正規の勤務時間の割振り） 

第３条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの５日間に

おいて、１日につき７時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。

ただし、育児短時間勤務職員等については１週間ごとの期間について当

該育児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時間45分を超えない範囲

内で正規の勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員      

については１週間ごとの期間について１日につき７時間45分を超えない

第３条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの５日間に

おいて、１日につき７時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。

ただし、育児短時間勤務職員等については１週間ごとの期間について当

該育児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時間45分を超えない範囲

内で正規の勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員

については１週間ごとの期間について１日につき７時間45分を超えない
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範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。 範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（週休日） （週休日） 

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日（正規の勤務時間を割り振らない日

をいう。以下同じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員

等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これ

らの日に加えて、月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設け

るものとし、再任用短時間勤務職員      については、日曜日及び土曜

日に加えて、月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けるこ

とができる。 

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日（正規の勤務時間を割り振らない日

をいう。以下同じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員

等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これ

らの日に加えて、月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設け

るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜

日に加えて、月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けるこ

とができる。 

２ 任命権者は、職務の性質により、特別の勤務形態によって勤務する必

要のある職員については、前項の規定にかかわらず、４週間ごとの期間

につき８日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で当該

育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員      

にあっては８日以上の週休日）を設けるものとする。ただし、職務の特

殊性又は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤務職員等にあっては、当

該育児短時間勤務等の内容）により、これにより難い場合において、任

命権者の承認を得て、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以

上の割合で週休日（育児短時間勤務職員等にあっては、４週間を超えな

い期間につき１週間当たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内

容に従った週休日）を設けるときは、この限りでない。 

２ 任命権者は、職務の性質により、特別の勤務形態によって勤務する必

要のある職員については、前項の規定にかかわらず、４週間ごとの期間

につき８日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で当該

育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員

にあっては８日以上の週休日）を設けるものとする。ただし、職務の特

殊性又は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤務職員等にあっては、当

該育児短時間勤務等の内容）により、これにより難い場合において、任

命権者の承認を得て、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以

上の割合で週休日（育児短時間勤務職員等にあっては、４週間を超えな

い期間につき１週間当たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内

容に従った週休日）を設けるときは、この限りでない。 

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第13条 年次有給休暇は、１暦年ごとの休暇とし、その日数は、１暦年に 第13条 年次有給休暇は、１暦年ごとの休暇とし、その日数は、１暦年に
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おいて20日（育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員      に

あっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で

定める日数）とする。 

おいて20日（育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に

あっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で

定める日数）とする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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利島村職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

 (3) 利島村職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間

（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督

職を占める職員 

(3) （略） (4) （略） 

（育児短時間勤務をすることができない職員） （育児短時間勤務をすることができない職員） 

第７条 育児休業法第10条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

第７条 育児休業法第10条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

 (4) 利島村職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間

（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督

職を占める職員 

(4) （略） (5) （略） 

(5) （略） (6) （略） 
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利島村職員の給与に関する条例（昭和51年条例第14号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（初任給及び昇格、昇給の基準） （初任給及び昇格、昇給の基準） 

第７条の３ 地方公務員法第28条の４第１項、第28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）

の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる

給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。 

２ 地方公務員法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める

職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は同条第

１項に規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間

条例第２条第３項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

第７条の３ 地方公務員法第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規

定により採用された職員 （以下「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される

給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のう

ち、第５条第２項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属

する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により

定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項

に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 （附則第７項の規定の適用を受ける職員の支給額） 

第10条の２ 附則第７項の規定の適用を受ける職員に対する前条第２項

の規定の適用については、当分の間、同項に掲げる額に100分の70を乗

じて得た額（その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨

て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げ

た額）とする。 

（超過勤務手当） （超過勤務手当） 

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正

規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務１時間につき第23

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正

規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務１時間につき第23
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条に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてし

た次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150

までの範囲内で規則で定める割合（その勤務が午後10時から翌日の午

前５時までの間である場合は  、その割合に100分の25を加算した割

合）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

条に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてし

た次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150

までの範囲内で規則で定める割合（その勤務が午後10時から翌日の午

前５時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割

合）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 育児短時間勤務職員等                              が、正規の

勤務時間が割り振られた日（次条の規定により休日給が支給されるこ

ととなる日を除く。）において、正規の勤務時間を超えてした勤務の

うち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間と

の合計が７時間45分に達するまでの間の勤務に対する第１項の規定の

適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤

務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で

規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。 

３ 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の

勤務時間が割り振られた日（次条の規定により休日給が支給されるこ

ととなる日を除く。）において、正規の勤務時間を超えてした勤務の

うち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間と

の合計が７時間45分に達するまでの間の勤務に対する第１項の規定の

適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤

務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で

規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間

を超えてした勤務の時間が１箇月について60時間を超えた職員には、

その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前３項の規定にかかわ

らず、勤務１時間につき、第23条に規定する勤務１時間当たりの給与

額に100分の150（その勤務が午後10時から翌日の午前５時までの間で

ある場合は  、100分の175）を乗じて得た額を超過勤務手当として支

給する。 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間

を超えてした勤務の時間が１箇月について60時間を超えた職員には、

その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前３項の規定にかかわ

らず、勤務１時間につき、第23条に規定する勤務１時間当たりの給与

額に100分の150（その勤務が午後10時から翌日の午前５時までの間で

ある場合には、100分の175）を乗じて得た額を超過勤務手当として支

給する。 
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５ 勤務時間条例第８条の６第１項に規定する超勤代休時間を指定され

た場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、

前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時

間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当

該時間１時間につき、第23条に規定する勤務１時間当たりの給与額に1

00分の150（その時間が午後10時から翌日の午前５時までの間である場

合は  、100分の175）から第１項に規定する規則で定める割合（その

時間が午後10時から翌日の午前５時までの間である場合は  、その割

合に100分の25を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額の超過勤

務手当を支給することを要しない。 

５ 勤務時間条例第８条の６第１項に規定する超勤代休時間を指定され

た場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、

前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時

間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当

該時間１時間につき、第23条に規定する勤務１時間当たりの給与額に1

00分の150（その時間が午後10時から翌日の午前５時までの間である場

合には、100分の175）から第１項に規定する規則で定める割合（その

時間が午後10時から翌日の午前５時までの間である場合には、その割

合に100分の25を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額の超過勤

務手当を支給することを要しない。 

（期末手当） （期末手当） 

第19条 （略） 第19条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した

職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下次条第１項にお

いて同じ。）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合

計額を期末手当基礎額とし、その額に100分の120（一般職４級職員及

び一般職５級職員にあっては、100分の100）を乗じて得た額に、基準

日以前６箇月以内の期間におけるその者  の在職期間（育児休業の承

認に係る期間が１箇月以内である場合は、在職期間とする。以下この

条において同じ。）の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得

た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した

職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下次条第１項にお

いて同じ。）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合

計額を期末手当基礎額とし、その額に100分の120（一般職４級職員及

び一般職５級職員にあっては、100分の100）を乗じて得た額に、基準

日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間（育児休業の承

認に係る期間が１箇月以内である場合は、在職期間とする。以下この

条において同じ。）の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得

た額とする。 

（略） （略） 
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３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 再任用職員                に対する第２項及び第３項の規定の適

用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、

「100分の100」とあるのは「100分の57.5」とする。 

５ 定年前再任用短時間勤務職員に対する第２項及び第３項の規定の適

用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、

「100分の100」とあるのは「100分の57.5」とする。 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第20条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員（村長が定める職

員を除く。）に対して、その者  の勤務成績に応じて、それぞれ基準

日から起算して15日を超えない範囲内において村長が定める日に支給

する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員（村

長が定める職員を除く。）についても、同様とする。 

第20条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員（村長が定める職

員を除く。）に対して、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準

日から起算して15日を超えない範囲内において村長が定める日に支給

する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員（村

長が定める職員を除く。）についても、同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれの基準日現在において受け

るべき給料の月額とし、その額に任命権者が規則で定める基準に従っ

て定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、その支給す

る勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じた率を

乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれの基準日現在において受け

るべき給料の月額とし、その額に任命権者が規則で定める基準に従っ

て定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、その支給す

る勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じた率を

乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 再任用職員                （３級職員まで） 100分の52.5 (3) 定年前再任用短時間勤務職員（３級職員まで） 100分の52.5 

(4) 再任用職員                （４級職員及び５級職員） 100分

の52.5 

(4) 定年前再任用短時間勤務職員（４級職員及び５級職員） 100分

の52.5 

３ （略） ３ （略） 

（適用除外） （適用除外） 

第26条 第11条        、第12条及び第22条の規定は、再任用職員     第26条 第７条、第11条、第12条及び第22条の規定は、定年前再任用短
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           には適用しない。 時間勤務職員には適用しない。 

附 則 附 則 

 ７ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後におけ

る最初の４月１日（附則第９項において「特定日」という。）以後、

当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第５条第２項の規定

により当該職員の属する職務の級並びに第７条第１項及び第４項の規

定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た

額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円

以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものと

する。）とする。 

 ８ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用

される職員及び非常勤職員 

(2) 利島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和○

年条例第○号）による改正前の利島村職員の定年等に関する条例（昭

和59年条例第８号）第３条ただし書に規定する職員に相当する職員 

(3) 利島村職員の定年等に関する条例第９条第１項又は第２項 の規

定により地方公務員法第28条の２第１項に規定する異動期間（同条

例第９条第１項又は第２項の規定により延長された期間を含む。）

を延長された同条例第６条に規定する職を占める職員 

(4) 利島村職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規

定により勤務している職員（同条例第２条に規定する定年退職日に
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おいて前項の規定が適用されていた職員を除く。） 

 ９ 地方公務員法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等をされ

た職員であって、当該他の職 への降任等をされた日（以下この項及び

附則第11項において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の

給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第７項の規定により

当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給料月額」

という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の

70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを

切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切

り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）

に達しないこととなる職員（規則で定める職員を除く。）には、当分

の間、特定日以後、附則第７項の規定により当該職員の受ける給料月

額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給

料として支給する。 

 10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給

料月額との合計額が第５条第２項の規定により当該職員の属する職務

の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定

の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とある

のは、「第５条第２項の規定により当該職員の属する職務の級におけ

る最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

 11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第７項

の規定の適用を受ける職員に限り、附則第９項に規定する職員を除
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く。）であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上

必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料

月額のほか、規則で定めるところにより、前２項の規定に準じて算出

した額を給料として支給する。 

 12 附則第９項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則

第７項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当

該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に

は、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるとこ

ろにより、前３項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

 13 附則第７項から前項までに定めるもののほか、附則第７項の規定に

よる給料月額、附則第９項の規定による給料その他附則第７項から前

項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 14 育児短時間勤務職員等に対する附則第７項の規定の適用について

は、同項中「）とする」とあるのは、「）に、勤務時間条例第２条第

２項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を

同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とす

る」とする。 
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利島村職員の旅費に関する条例（昭和52年条例第３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」と

いう。）第24条第５項の規定に基づき、公務のために旅行する職員（非常

勤職員（法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及

び法第22条の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）を除く。以下同じ。）

に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」と

いう。）第24条第５項の規定に基づき、公務のために旅行する職員（非常

勤職員（法第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及

び法第22条の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）を除く。以下同じ。）

に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
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（本頁は白紙です） 
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議案第 ４５ 号 

 

 

利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和４年 ９月  日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山 将 人 

 

 

「提案理由」 

 本村の教育長に対する移転に伴う旅費等の整備を行うため、利島村教育長の給料及び旅

費等に関する条例を改正する必要があるため。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和４年 ９月１２日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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条例第   号 

 

 

利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例（昭和５２年条例第６号）の一部

を次のように改正する。 

 

（旅費） 

第３条中第３項を第４項とし、第２項及び第３項を次のように改める 

２ 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転

料、着後手当及び扶養親族移転料とし、その額は別表第２による。 

３ 前項に規定する移転料、着後手当及び扶養親族移転料については、村の要請に基づいて

新たに任命された教育長において適用する。 

 

 

 別表第２及び第３を次のように改める。 

別表第２（第３条関係）（内国旅行） 

１ 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料 

鉄道賃 船賃 航空賃 
車賃 

（１日につき） 

日当 

（１日につき） 

宿泊料 

（１夜につき） 

食卓料 

（１夜につき） 

１等相当 

 実費 
１等実費 実費 2,000円 2,000円 13,000円 2,000円 

 

２ 移転料 

鉄道 

50㎞未

満 

 

 

鉄道 

50㎞以

上 

100㎞ 

未満 

鉄道 

100㎞以

上 300㎞

未満 

 

鉄道 

300㎞以

上 500㎞ 

未満 

鉄道 

500㎞以

上 1,000

㎞未満 

鉄道 

1,000㎞

以上

1,500㎞

未満 

鉄道 

1,500㎞

以上

2,000㎞

未満 

鉄道 

2,000㎞ 

以上 

円 

107,000  

円 

123,000  

円 

152,000  

円 

187,000  

円 

248,000  

円 

261,000  

円 

279,000  

円 

324,000  
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別表第３（第３条関係）（外国旅行） 

 

附 則（令和４年条例第  号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道賃 船賃 航空賃 車賃 日当 宿泊料 食卓料 支度料 旅行雑費 

実費 実費 実費 実費 
    円

 4,000 

 円  

13,000  

円  

5,500 

円  

70,000 
実費 
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○現行の移転料等の規定がない状況下では、採用に応じることが難
しい面もある。
○単身赴任となる可能性もあり、本土での生活費等との二重コストを
強いられる。

背景

利島村の要請に基づいて新たに採用した教育長について
移転料、着後手当及び扶養親族移転料を支給（令和4年10月から）

○条例改正し、令和4年10月から手当を支給
① 村の要請に基づいて新たに採用された教育長
② 移転料については、定額支給
→移転料については、実費精算ではなく、定額支給とする。

対応

手当の概要

名称 移転料、着後手当及び扶養親族移転料
支給割合 定額支給
赴任旅費 採用時
帰任旅費 退職時

メリット デメリット

○移転に伴う一定の自己負担を
回避でき、要請もしやすくなる

○従来よりある程度の支出増と
なる

利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の
一部改正について

令和4年9月
利島村役場
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利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例（昭和52年条例第6号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（旅費） （旅費） 

第３条 教育長が公務のため旅行するときは、内国旅行及び外国旅行に 

区分し、その順路により旅費を支給する。 

２ 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊

料及び食卓料とし、その額は、別表第２による。 

第３条 教育長が公務のため旅行するときは、内国旅行及び外国旅行に

区分し、その順路により旅費を支給する。 

２ 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、 

宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とし、その額

は、別表第２による。 

 

 

 

３ 前項に規定する移転料、着後手当及び扶養親族移転料については、村

の要請に基づいて新たに任命された教育長において適用する。 

４ （略） 

 

（略） 

 

（略） 

 別表第２（第３条関係）（内国旅行） 

２ 移転料 

  

  

 
 

 

 

 

附 則（令和４年条例第  号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

鉄道 

50㎞ 

未満 

 

 

 

鉄道 

50㎞ 

以上 

100㎞ 

未満 

 

鉄道 

100㎞ 

以上 300

㎞未満 

 

鉄道 

300㎞ 

以上 500

㎞ 

未満 

鉄道 

500㎞ 

以上

1,000㎞

未満 

鉄道 

1,000㎞

以上

1,500㎞

未満 

鉄道 

1,500㎞

以上

2,000㎞

未満 

鉄道 

2,000㎞ 

以上 

円 

107,000 

円 

123,000 

円 

152,000 

円 

187,000 

円 

248,000 

円 

261,000 

円 

279,000 

円 

324,000 
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（本頁は白紙です） 
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報告第 ５号 

議案第４６号 

 

 

 

令和３年度度東京都利島村各会計決算認定について 

    

 

 

 上記議案を提出する。 

  

 

 

  令和４年９月１２日 

 

 

                    東京都利島村長  村 山  将 人 

 

 

  「提案理由」 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度東京都利島村各会計歳入歳出

決算を監査委員の報告書を付けて、議会の認定に付す必要があるため。 

  

  

 

 議決第   号 

 認定第   号 

 

 

  令和４年９月  日  原案  決 

 

 

                  東京都利島村議会議長 寺 田  優  
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年

歳入総額 歳出総額

度

前年度増減率 前年度増減率

3 1,574,495,121 1,484,784,956 89,710,165

2 1,592,685,175 1,487,531,826 105,153,349

3 65,722,817 60,254,263 5,468,554

2 72,095,020 66,535,191 5,559,829

3 75,894,361 66,764,891 9,129,470

2 79,161,295 72,499,066 6,662,229

3 194,974,742 169,158,022 25,816,720

2 237,091,606 236,751,750 339,856

3 67,510,004 49,593,358 17,916,646

2 46,820,479 43,375,707 3,444,772

3 53,179,290 50,073,016 3,106,274

2 55,440,271 51,501,426 3,938,845

3 6,332,980 5,890,019 442,961

2 7,559,887 6,817,724 742,163

3 2,038,109,315 1,886,518,525 151,590,790

2 2,090,853,733 1,965,012,690 125,841,043

後期高齢者医療事業
特別会計

△ 16.23 △ 13.61

合計（単純合計） △ 2.52 △ 3.99

合併処理浄化槽事業
特別会計

44.19 14.33

介護保険事業特別会計
（事業勘定）

△ 4.08 △ 2.77

国民健康保険事業特別会計
（直診勘定）

△ 4.13 △ 7.91

簡易水道事業特別会計 △ 17.76 △ 28.55

一般会計 △ 1.14 △ 0.18

国民健康保険事業特別会計
（事業勘定）

△ 8.84 △ 9.44

令和３年度　　決算額

(単位：　円 ,　　％）

会　計　名 歳入総額 歳出総額
歳入歳出
差引額
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利島村の決算の概要 

（令和３年度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料中の頁番号は別冊の決算書の頁番号を意味します。 
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１ 決算の概要 

 歳入は、15億 7,450万円（前年度は 15億 9,269万円で 1,819万円、1.1％減） 

歳出は、14億 8,478万円（前年度は 14億 8,753万円で 275万円、0.2％減） 

継続費や繰越明許費などの翌年度に繰り越すべき事業の財源はなく、歳入から歳出を引

いた 8,971万円が実質的な剰余金となります。 

２ 歳入の状況 

（単位：万円） 

 

 

[村税] 

令和３年度は、前年比 8.3％の増加となりました（３頁）。 

 

[譲与税・交付金] 

令和３年度は、前年比 26.5％の増加となりました（３頁）。 

 

[地方交付税] 

令和３年度は、村債の増加による交付税措置等により、前年比 23.2％の増加となりまし

た。（３頁）。 

 

[国庫支出金] 

令和３年度は、離島活性化交付金活用による事業が無く、新型コロナウイルス感染症に

係る給付金事業の減少により、前年比△56.7％の減少となりました（５頁）。 

 

[都支出金] 

令和３年度は、労働費の勤労福祉会館運営費補助金等の減額のため、前年比△6.7％と小

幅な減少となりました（５頁）。 
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[村債]  

 令和３年度は、臨時財政対策債のみの起債となり、前年比△87.5％の大幅な減少となり

ました（７頁）。 

 

３ 歳出の状況 

（単位：万円） 

 

[総務費] 

 令和３年度は、＋2,391万円（前年比＋5.2%）となりました（45頁）。 

再生可能エネルギー利用事業に 2,586万円（55頁）、村内情報通信基盤網整備の IP告知

端末システム整備が完了したものの、デジタルサイネージ設置や港・山頂方向展望カメラ

整備工事等により 1,674万円（57項）、定住促進空き家活用事業に 1,663万円（57項）、マ

イナンバーカード連携に伴う戸籍システム改修委託料として 270万円（71頁）を要しまし

た（57頁）。 

 不用額は 1,405万円（45頁）で、予算額に対して 2.8％となっています。 

 

[民生費]  

 令和３年度は、△2,455万円（前年比△13.4％）となりました（79頁）。 

主な要因として、新たに子育て世帯臨時特別給付金（子育て世帯等 10万円給付）の給付費

用として、1,002万円皆増（89頁）となりましたが、令和２年度の特別定額給付金（一人

10万円給付）の給付費用 3,153万円が皆減されています。また、介護保険事業勘定や後期

高齢者医療事業勘定への繰出金がそれぞれ 350万円、152万円減額（87頁）があります。 

不用額は 765万円（79頁）で、予算額に対して 4.6％となっています。 
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[衛生費]  

 令和３年度は、＋1億 3,733万円（前年比＋72.6％）となりました（95頁）。 

増加の要因は、簡易水道事業特別会計繰出金が脱塩井戸増設のため 1億 1,108万円増加

（93頁）したほか、合併処理浄化槽事業特別会計繰出金が、浄化槽整備のための繰出金増

のため 1,806万円増加（93頁）、しました。 

減少の要因は、診療所会計繰出金の 615万円減少（103頁）、令和２年度実施の一般廃棄

物処理基本計画策定 550万円が皆減となっています。 

 不用額は 1,715万円（95頁）で、予算額に対して 5.0％となっています。 

 

 [労働費]  

 令和３年度は、△1,514万円（前年比△45.2％）となりました（110頁）。 

 主に勤労福祉会館の一般職人件費が前年より 1,851万円減少（111頁）しました。工事 

請負費については、前年度より 645万円減額しました（113頁）。 

不用額は 32万円（111頁）で、予算額に対して 1.8％となっています。 

 

[農林水産業費]  

 令和３年度は、＋3,789万円（前年比＋41.6％）となりました（114頁）。 

主に、モノラックレール購入費の皆減、製油センター管理運営費が生産量減少による 

減、水産繁殖保護助成金の減少があげられます。 

一方、椿害虫対策として 80haの薬剤散布を実施し、146万円から 910万円（124頁）の

765 万円の増、林道宮沢線工事費用が法面工事による 293万円から 1,920万円（124頁）

に 1,637万円増加しました。 

 不用額は 615万円（115 頁）で、予算額に対して 4.8％となっています。 

要因としては、製油センター管理運営事業補助金が 130万円減少したほか（121頁）、 

椿害虫駆除面積の当初想定を 140haから 80haで減らして実施したことにより 62万円減少

（124頁）、林道宮沢線改良事業が 200万円減少（115頁）したことが挙げられます。 

  

[商工費]  

 令和３年度は、＋433万円（前年比＋3.3％）となりました（128頁）。 

 親水レクリエーション施設の需要費で 126万円の増額、公園施設除草等委託料が 429万 

円増額（117頁）、花火大会の開催に伴い盆踊り補助金 60万円の増額をしましたが、親水 

レクリエーション施設の補修工事費が 530万円の減額となりました。 

また、離島交通受託事業では一般職員の人件費が 420万円の増、需用費が 301万円の

減、定期航路等運営受託事業費が 22万円の減額となりました。 
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[土木費]  

 令和３年度は、△24万円（前年比△0.7％）となりました（137頁）。 

 道路管理費用として、前年度と比較し道路維持作業委託料が 74万円の皆増、道路維持工

事が前年度より 80万円増（141頁）、村営住宅の修繕費用が 238万円の減（143頁）となっ

ています。 

 不用額は 603万円（137頁）で、予算額に対して 15.1％となっています。 

 

 

[消防費]  

 令和３年度は、△1億 3,823万円（前年比△81.9％）となりました（145頁）。 

防災行政無線更新事業等の完了が減額の主要因となります。（147頁）。 

  不用額は 125万円（145頁）で、予算額に対して 3.9％となっています。 

 

[教育費]  

 令和３年度は、△2,400万円（前年比△19.9％）となりました。（151頁）。       

 減額の主な要因は、小中学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事及び大石山遺跡の

保存整備工事の完了です。都補助金、ＩＣＴ支援員補助金等を活用し、656万円(157頁)を

支出したほか、学校施設長寿命化計画策定業業務として、837万円の支出(157頁)を行いま

した。また、使用料及び賃借料として、小中学校体育館空調機リース料として 67万円の支

出（161頁）をしました。 

不用額は 1,745万円（149頁）で、予算額に対して 15.3％となっています。         

また、新型コロナ感染症の影響により、中学校体育連盟の大会（四島体育大会）やオリ

ンピック・パラリンピック学校連携観戦の中止、体育協会加盟団体の活動自粛等により、

不用額が生じました。 

 

[災害復旧費]  

 令和３年度は皆減となっています。 
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４ 特別会計の決算状況 

（単位：万円） 

 

※特別会計・・・特定の目的のための会計で保険料等特定の収入があり、一般会計から切り離して、そ

の収入・支出を経理する会計のことです。利島村に６つの特別会計があります。 

 

 

[国民健康保険事業特別会計（事業勘定）]  

＜歳入＞ 

 令和３年度は 6,572万円で、前年度－638万円(前年比－8.8％）となりました。 

主な要因として、保険税の 103万円増、システム改修終了に伴う国庫補助金 264万円皆

減、診療所会計への支出額の減額に伴う都補助金の－560万円減となっています。収入未

済はありません。 

＜歳出＞ 

令和３年度は 6,025万円で、前年度－628万円(前年比－9.4％）となりました。 

主な要因として、システム改修費 264万円皆減、コロナ禍の受診控え解消による療養給付

費等 283万円増、国民健康保険事業納付金 120万円増、基金積立金 135万円減、診療所へ

の繰出金 735万円減があります。 

 

 

[国民健康保険事業特別会計（直診勘定）]  

＜歳入＞ 

令和３年度は 7,589万円で、前年度－327万円(前年比－4.1％）となりました。 

主な要因として、診療控えの解消やコロナワクチン接種料による診療収入 590万円増、設

備補助の皆減による都補助金 167万円減、電子カルテ導入などに伴う繰入金 1,651万円増

があります。 
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＜歳出＞ 

 令和３年度は 6,676万円で、前年度－573万円(前年比－7.9％)となりました。 

主な要因として、電子カルテ導入経費 1,006万円皆減や診療控えの解消による医療用消耗

品等 304万円増があります。 

 

 

 [簡易水道事業特別会計]  

＜歳入＞ 

 令和３年度は 1億 9,709万円で、前年度△4,212万円(前年比△17.8％）となりました。 

 前年度に比べ一般会計繰入金の 11,108万円の増、令和２年度浄水場更新工事、令和３年

度脱塩井戸増設工事の都補助金の 9,892万円の減、村債の 5,020万円皆減、となっていま

す。 

＜歳出＞ 

令和３年度は、1億 6,916万円で、前年度△6,759万円(前年比△28.6％)となりました。 

前年度に比べ、浄水場施設修繕工事が 3,291万円（13ページ）、公債費が急速ろ過施設

の償還開始に伴い 955万円の増、浄水場更新事業が、令和２年度の急速ろ過施設整備完成

と令和３年度脱塩井戸増設工事により 1億 2,840千万円の減となっています。 

 

 

[合併処理浄化槽事業特別会計]  

＜歳入＞ 

 令和３年度は 6,751万円で、前年度＋2,069万円 (前年比＋44.2％）となりました。 

浄化槽整備のための浄化槽分担金 8万円の皆増、一般会計繰入金の 1,806万円の増加が

原因です。 

＜歳出＞ 

令和３年度は 4,959万円で、前年度＋622万円 (前年比＋14.3％)となりました。 

浄化槽を５人槽１基整備したため、209万円の皆増、地方公営企業法適化基本方針策定

業務委託の 600万円（13頁）が増となっています。 

 

 

[介護保険事業特別会計（事業勘定）]  

＜歳入＞ 

令和３年度は 5,318万円で、前年度－226万円(前年比－4.1％）となりました。 

主な要因は、介護給付費交付金 51万円減、介護給付費都負担金 65万円減の一般会計繰入

金 433万円減、繰越金 323万円増があります。 

＜歳出＞ 

令和３年度は 5,007万円で、前年度－143万円(前年比－2.8％)となりました。 

主な要因は、新陳代謝による総務費 399万円減、令和２年度過大交付された負担金等の返

返還金 253万円増があります。 
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[後期高齢者事業特別会計]  

＜歳入＞ 

令和３年度は 633万円で、前年度△123万円(前年比△16.2％）となりました。 

主な要因は、一般会計繰入金 152万円減があります。 

＜歳出＞ 

令和３年度は 589万円で、前年度△93万円(前年比△13.6％)となりました。 

主な要因は、広域連合への療養給付費などの分賦金 69万円減があります。 
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５ 主な財政指標 

 地方公共団体の財政力を同一の尺度で図る財政力指数（基準財政収入額を基準財政需要

額で除して得た数字の過去３年間の平均値で、数値が大きいほど財政力が強いことを表し

ます）は、0.134で、0.011ポイント悪化しました。 

 財政構造の弾力性を判断する経常収支比率（人件費・扶助費・公債費などの経常経費

に、経常一般財源がどれだけ充当されたかを示す指数。低いほど財政に余裕があり、高い

ほど硬直化した状態を表します。）は、84.9で、22.4ポイント悪化し、財政の硬直化が進

んでいることを表しています。 

（単位：％） 

 

 

６ 村民一人当たりの決算額 

令和３年度決算を住民基本台帳 R4.3.1現在の 312人の人口で除した場合の村民一人当た

りの決算額は次の通りです。（ ）内は前年度です。 

（１）村税    162,330円（ 158,087円） 

（２）地方交付税 1,383,176円（1,184,173円） 

（３）国庫支出金  242,508円（ 589,856円） 

（４）都支出金 2,116,869円（2,392,113円） 

（５）その他    880,816円（ 780,531円） 

（６）合計      4,785,699円（5,104,760円） 
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７ 基金の状況 

 村の貯金にあたる基金残高は 17億 1,148万円（15 億 5,626 万円）で、前年に比べ 1 億

5,522 万円増加しました。新たに利島村出会いと交流応援基金（残高 200 万円）を設置しました。

老朽化が進み、将来的に改修や建て替えが必要になる庁舎建設費用のための基金残高は 2

億 7,322万円になりました。 

（単位：万円） 
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８ 村債の状況 

 村の借金にあたる地方債の残高は 6億 7,307万円で、前年に比べ 6,265 万円減少しました。 

（単位：万円） 
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令和３年度決算概要調書

１　実質収支明細

歳入総額 歳出総額 差引額
翌年度へ繰越
すべき財源

実質収支

一　　般　　会　　計 1,574,495,121 1,484,784,956 89,710,165 - 89,710,165

国民健康保険事業勘定特別会計 65,722,817 60,254,263 5,468,554 - 5,468,554

国民健康保険直診勘定特別会計 75,894,361 66,764,891 9,129,470 - 9,129,470

簡易水道事業特別会計 194,974,742 169,158,022 25,816,720 - 25,816,720

合併処理浄化槽事業特別会計 67,510,004 49,593,358 17,916,646 - 17,916,646

介護保険事業勘定特別会計 53,179,290 50,073,016 3,106,274 - 3,106,274

後期高齢者医療事業会計 6,332,980 5,890,019 442,961 - 442,961

２　収支の状況

（1）　歳　　入

令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

一　　般　　会　　計 1,574,495,121 1,592,685,175 △ 18,190,054 275,321,217 △ 1.1 20.9

国民健康保険事業勘定特別会計 65,722,817 72,095,020 △ 6,372,203 2,141,786 △ 8.8 3.1

国民健康保険直診勘定特別会計 75,894,361 79,161,295 △ 3,266,934 13,242,928 △ 4.1 20.1

簡易水道事業特別会計 194,974,742 237,091,606 △ 42,116,864 △ 23,473,916 △ 17.8 △ 9.0

合併処理浄化槽事業特別会計 67,510,004 46,820,479 20,689,525 2,755,628 44.2 6.3

介護保険事業勘定特別会計 53,179,290 55,440,271 △ 2,260,981 3,408,112 △ 4.1 6.6

後期高齢者医療事業会計 6,332,980 7,559,887 △ 1,226,907 △ 389,863 △ 16.2 △ 4.9

会　　　　計　　　　名

　

会　　　　計　　　　名

対前年度増減額

（単位：円　　％）

　 対前年度増減率
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（2）　歳　　出

令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

一　　般　　会　　計 1,484,784,956 1,487,531,826 △ 2,746,870 223,730,128 △ 0.2 17.7

国民健康保険事業勘定特別会計 60,254,263 66,535,191 △ 6,280,928 1,963,814 △ 9.4 3.0

国民健康保険直診勘定特別会計 66,764,891 72,499,066 △ 5,734,175 7,621,309 △ 7.9 11.7

簡易水道事業特別会計 169,158,022 236,751,750 △ 67,593,728 △ 19,118,427 △ 28.6 △ 7.5

合併処理浄化槽事業特別会計 49,593,358 43,375,707 6,217,651 279,932 14.3 0.6

介護保険事業勘定特別会計 50,073,016 51,501,426 △ 1,428,410 177,722 △ 2.8 0.3
後期高齢者医療事業会計 5,890,019 6,817,724 △ 927,705 △ 1,093,856 △ 13.6 △ 13.8

(単位：円） ４　償還金残高明細 (単位：円）

令和３年度基金残高    令和３年度末未償還元金残高

財政調整基金 914,243,570 一    般    会    計

減債基金 149,221,926 簡易水道事業特別会計

簡易水道事業減債基金 37,714,691 合併処理浄化槽事業特別会計

82,064,188

93,686,743

介護保険給付費準備基金 17,398,027 令和３年度決算（一般会計）の特徴点

合併処理浄化槽事業減債基金 4,928,267 別紙のとおり

災害復旧資金貸付金基金 20,251,798

土地開発基金 36,084,423
奨学資金貸付基金 32,517,000

11,632,727

273,224,986

1,408,011

0

0

35,107,341
2,000,000

1,711,483,698

国民健康保険直営診療所財政調整基金

合              計国民健康保険給付費等財政調整基金

　

会       計      名

新型コロナウイルス感染症対策基金

災害復旧特別交付金積立基金

森林環境譲与税基金

住宅建設基金

利島村出会いと交流応援基金

※奨学資金貸付基金については、貸付債権が16,921,358あり、総
額49,438,358となる。公共的経済団体経営基盤安定化資金貸付
基金については、貸付債権が20,000,000あり、総額31,632,727とな
る。土地開発基金については、土地所有分が8,804,186あり、総額
44,888,609となる。

（単位：円　　％）

会　　　　計　　　　名

673,065,539

公共的経済団体経営基盤安定化資金貸付基金

486,738,412

　

基　　　金　　　名

49,005,059

対前年度増減率

137,322,068

対前年度増減額

３　基金残高明細書　　　

合　　     　　　計

庁舎建設基金
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別紙
【決算の概況】　決算規模は前年度と比較し、歳入が1.1%、歳出が0.2%の減となっている。歳入については、地方交付税の増があったものの特
定財源の減によるものである。歳出については、昨年度実施した大型普通建設事業が完了したものの今年度についても、再生可能エネルギー
事業、林道改良事業といった大型の普通建設事業や、椿油製油工場の移設・更新、焼却場の更新に向けた準備の為の物件費の増額によるも
のである。

【歳入の状況】　全体で18,152[千円]の減となっている。普通交付税は+95,335[千円]（償還金増による基準財政需要額の増および再算定が行
われた事による）、財産収入+33,046[千円]（株TOSHIMA持株売却+35,107[千円]）、諸収入+27,116[千円]（再生可能エネルギー事業補助
+17,953[千円]）の増となっているが、国庫支出金は△104,250[千円]（離島活性化交付金△83,392[千円]、新型コロナウイルス感染症に係る国
庫支出金△34,939[千円]）、都支出金は△49,851[千円]（普通建設事業費支出△24,350）、地方債は△77,286[千円]（辺地債、緊急防災対策債
分が減）となっている。

【歳出の状況】 全体で2,709[千円]の減となっている。人件費は+38,764[千円]（会計年度任用職員採用増に伴い+23,227[千円]）、物件費は
+80,404[千円]（焼却施設基本計画、国土強靭化計画等の計画策定委託で+30,184[千円]、新製油センター製造工程設計委託で+13,288[千
円]）、普通建設事業は△199,541千円（昨年度の防災行政無線更新事業等の大型事業が完了）、繰出金は+138,761[千円]（簡易水道事業会計
繰出金+111,084[千円]で海水汲み上げ井戸更新事業等による増）となっている。
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令和3年度末基金残高の状況

A B C D E F G H I J K L      （単位：円）

基　　　　金　　　　名
令和3年5月31日残高

A

令和3年度積立額（利息

額）B

令和3年度積立額（利息

額以外）C

令和3年度償還額

D

令和3年度貸付額又は土

地保有額　E

令和3年度前貸付額又は

土地保有額　F
令和3年度取崩額　G

令和4年3月31日残高

H=A+B+C+D-E-G

令和4年3月31日　E

項目込残高

I=E+F+H

令和4年

(4-5月分）

積立額 J

令和4年 (4-5月分）

取崩又は一時流用　K

令和4年5月31日残高

 L=H+J-K

1 財政調整基金 874,173,740 69,830 40,000,000 914,243,570 914,243,570 914,243,570

2 減債基金 145,271,111 62,815 3,888,000 149,221,926 149,221,926 149,221,926

3 土地開発基金 39,742,176 12,247 3,670,000 36,084,423 36,084,423 36,084,423

4 奨学資金貸付基金 12,085,000 20,000,000 1,632,000 1,200,000 32,517,000 33,717,000 32,517,000

5 災害復旧資金貸付基金 20,243,769 8,029 20,251,798 20,251,798 20,251,798

6 公共的経済団体運営安定化資金貸付基金 11,522,041 10,686 100,000 20,000,000 20,000,000 11,632,727 31,632,727 11,632,727

7 国民健康保険給付費等財政調整基金 82,048,074 16,114 82,064,188 82,064,188 82,064,188

8 国民健康保診療所財政調整基金 93,658,416 28,327 93,686,743 93,686,743 93,686,743

9 簡易水道減債等基金 37,701,915 12,776 37,714,691 37,714,691 37,714,691

10 合併処理浄化槽事業減債等基金 4,927,935 332 4,928,267 4,928,267 4,928,267

11 介護保険給付費準備基金 16,885,232 10,800 891,544 389,549 17,398,027 17,398,027 17,398,027

12 庁舎建設基金 206,760,959 19,027 66,445,000 273,224,986 273,224,986 273,224,986

13 森林環境譲与税基金 838,000 11 570,000 1,408,011 1,408,011 1,408,011

14 災害復興特別交付金積立基金 0 0 0 0

15 新型コロナウイルス感染症対策特別交付金基金 10,274,000 10,274,000 0 0 0

16 住宅建設基金 0 35,107,341 35,107,341 35,107,341 35,107,341

17 利島村出会いと交流応援基金 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

計 1,556,132,368 250,994 169,001,885 21,632,000 21,200,000 0 14,333,549 1,711,483,698 1,732,683,698 0 0 1,711,483,698

1,732,683,698

定期・定額預金額  (令和4年3月31日現在) （単位：円）

基　　　　金　　　　名 基金現在高 定期・定額貯金高 普通預金高 備　　　　考 【備考】     土地又は貸付金額（令和4年3月31日残）

1 財政調整基金 914,243,570 290,634,406 623,609,164 現金 土地又は貸付金

2 減債基金 149,221,926 94,197,234 55,024,692 36,084,423 8,804,186

3 土地開発基金 36,084,423 39,118,445 -3,034,022 ・公共的経済団体運営安定安定化資金貸付基金 11,632,727 20,000,000

4 奨学資金貸付基金 32,517,000 0 32,517,000 ・奨学資金貸付基金 32,517,000 16,921,358

5 災害復旧資金貸付基金 20,251,798 20,078,813 172,985 基金原資　\50,000,000-減免\561,642=\49,438,358-

6 公共的経済団体運営安定化資金貸付基金 11,632,727 11,000,050 632,677

7 国民健康保険給付費等財政調整基金 82,064,188 80,020,943 2,043,245

8 国民健康保険直営診療所財政調整基金 93,686,743 90,028,635 3,658,108

9 簡易水道減債等基金 37,714,691 35,008,317 2,706,374

10 合併処理浄化槽事業減債等基金 4,928,267 4,401,260 527,007

11 介護保険給付費準備基金 17,398,027 15,000,150 2,397,877

12 庁舎建設基金 273,224,986 156,779,986 116,445,000

13 森林環境譲与税基金 1,408,011 553,011 855,000

14 災害復興特別交付金積立基金 0 0 0

15 新型コロナウイルス感染症対策特別交付金基金 0 0 0

16 住宅建設基金 35,107,341 0 35,107,341

17 利島村出会いと交流応援基金 2,000,000 0 2,000,000

計 1,711,483,698 836,821,250 874,662,448

基　　金　　名

・土地開発基金
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令和3年度　投資及び出資金の状況

出資又は出捐団体 金　額 出資 出捐 摘　要

1 農林水産関係 1,830,000

（公財）東京都農林水産振興財団 580,000 ○ 証券保管

東京都漁業信用基金協会 1,250,000 ○ 証券保管

2 観光交通関係 18,110,000

伊豆諸島開発株式会社 3,610,000 ○ 証券一部のみ保管

(証券電子化に伴い)

1,110,000分のみ有

神新汽船株式会社 14,500,000 ○ 証券一部のみ保管

(証券電子化に伴い)

1,000,000分のみ有

3 その他 245,047,000

（公財）東京都島しょ振興公社 242,400,000 ○

（株）ＴＯＳＨＩＭＡ 2,500,000 ○

暴力団追放促進都民センター 107,000 ○

地方公共団体金融機構 40,000 ○

264,987,000

貸付債権の状況

貸付債権の種類 金　額

1 農林水産関係 20,000,000

経営基盤安定化資金貸付金 20,000,000 短期貸付

2 教育関係 16,921,358

奨学資金貸付金（定額運用基金分） 16,921,358

36,921,358

令和4年3月31日現在

内　容

合　　計

内　容

合　　計
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令和3年度収入未済額の状況

款 項 目 節
令和4年6月1日現在

未収入額

令和3年度

不納欠損額

令和2年度

調定分滞納残高

平成31年度

調定分滞納残高

平成30年度

調定分滞納残高

平成29年度

調定分滞納残高

平成28年度

調定分滞納残高

平成27年度

調定分滞納残高
備　　　考

村税 村民税 村民税 滞納繰越分 135,643 0 197,579 0 0 0 0 33,244

H27：発生した\77,900円の滞納解消

R2：発生した\197,579円の滞納解消

R3：新たに\135,643円の滞納発生

135,643 0 197,579 0 0 0 0 33,244

診療収入 外来収入
一部負担金

収入
現年度分 4,450 0 0 0 0 0 0 0

R3：新たに\4,450円の滞納発生

R4.6.20：￥4,450円の滞納解消

4,450 0 0 0 0 0 0 0

合　　　　　　　　　計 140,093 0 197,579 0 0 0 0 33,244

会計

一

般

会

計
小計

国

保

健

康

保

険

事

業

勘

定

直

診

事

業 小計
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千円

千円

（単位：千円）

国庫支出金 都支出金 地方債 その他

①社会福祉費 85,617 6,487 57,835 0 102

②老人福祉費 20,077 256 11,262 0 0

③児童福祉費 53,155 9,908 15,800 0 1,601

小　計 158,849 16,651 84,897 0 1,703

衛生費 ④保健衛生費 58,756 9,461 10,803 0 526

217,605 26,112 95,700 0 2,229

①社会福祉費では、社会福祉協議会補助、自立支援給付事業、国民健康保険事業繰出金等の事業を実施しています。

③児童福祉費では、子ども医療費助成事業、児童手当・児童扶養手当、保育経費等の事業を実施しています。

④保健衛生費では、各種健診事業、予防接種事業、母子保健事業等の事業を実施しています。

区分
特定財源

財源内訳

令和３年度利島村一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
充てられた社会保障施策に要する経費について

　平成26年4月1日より消費税（国・地方）が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、
その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　令和３年度利島村一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなります。

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）交付決定額 4,727

217,605

93,564

37,966

　　　　一般財源

55,598

25,846

21,193

8,559

②老人福祉費では、老人保護措置経費、介護保険事業繰出金、後期高齢者医療会計繰出金等の事業を実施しています。

うち地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

4,727

4,727

0

4,727

民生費

令和３年度
決算額

目的別

合　　計
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１．健全化判断比率 （単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

令和３年度決算 - - 6.4 -
早期健全化基準 ( 15.00 ) ( 20.00 ) ( 25.0 ) ( 350.0 )
財政再生基準 ( 20.00 ) ( 30.00 ) ( 35.0 )

２．資本不足比率 （単位：％）

令和３年度決算

-

- 令第17条第3号の規定により事業の規模を算定

簡易水道事業特別会計

特別会計の名称

合併処理浄化槽事業特別会計

実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない場合は、
「－」で記載されます。

健全化判断比率及び資本不足比率

資本不足がない（資金不足比率が算定されない）場合は、「－」で記載されます。

備　 考

令第17条第3号の規定により事業の規模を算定
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令和３年度償還金一覧

借入年度事業区分 借入額 利率 借入先 令和2年度末未償還元金９月償還元金 ９月償還利子 ３月償還元金 ３月償還利子 令和3年度元利償還金合計 令和3年度末未償還元金

13 臨時財政対策債 18,400,000 1.4→0.6 財政融資資金 1,165,612 581,933 3,497 583,679 1,751 1,170,860 0
14 臨時財政対策債 38,500,000 0.7→0.4 財政融資資金 4,714,227 1,175,027 9,429 1,177,377 7,079 2,368,912 2,361,823
15 臨時財政対策債 41,400,000 1.4→0.4 財政融資資金 7,767,146 1,288,067 15,534 1,290,643 12,958 2,607,202 5,188,436
16 臨時財政対策債 31,000,000 1.2→0.2 郵貯資金 7,643,067 952,045 7,643 952,997 6,691 1,919,376 5,738,025
17 臨時財政対策債 24,000,000 2.0→0.1 郵貯資金 7,563,335 754,633 3,782 755,011 3,404 1,516,830 6,053,691
18 臨時財政対策債 22,000,000 1.7→0.01 財政融資資金 8,221,745 684,957 411 684,991 377 1,370,736 6,851,797
19 臨時財政対策債 20,000,000 1.5→0.03 財政融資資金 8,663,558 618,625 433 618,655 403 1,238,116 7,426,278
20 臨時財政対策債 18,500,000 1.4→0.01 財政融資資金 9,128,453 570,314 457 570,343 428 1,141,542 7,987,796
21 臨時財政対策債 29,000,000 1.3→0.03 財政融資資金 16,044,292 891,236 241 891,249 228 1,782,954 14,261,807
22 臨時財政対策債 32,500,000 1.2→0.04 財政融資資金 19,912,739 993,747 3,982 993,945 3,784 1,995,458 17,925,047
23 臨時財政対策債 24,000,000 0.80 財政融資資金 15,898,772 692,784 63,595 695,555 60,824 1,512,758 14,510,433
24 臨時財政対策債 20,000,000 0.60 財政融資資金 14,327,580 576,644 42,982 578,374 41,252 1,239,252 13,172,562
25 臨時財政対策債 17,000,000 0.60 財政融資資金 13,154,344 487,219 39,463 488,681 38,001 1,053,364 12,178,444
26 臨時財政対策債 16,396,000 1.00 財政融資資金 13,602,797 469,616 34,007 470,790 32,833 1,007,246 12,662,391
27 臨時財政対策債 16,911,000 0.10 財政融資資金 14,936,356 494,278 7,468 494,525 7,221 1,003,492 13,947,553
28 臨時財政対策債 13,078,000 0.02 財政融資資金 12,309,935 384,090 1,231 384,128 1,193 770,642 11,541,717
29 臨時財政対策債 13,280,000 0.03 財政融資資金 13,280,000 389,622 1,992 389,681 1,933 783,228 12,500,697
30 臨時財政対策債 12,441,000 0.01 財政融資資金 12,441,000 435 435 870 12,441,000
31 臨時財政対策債 9,009,000 0.01 財政融資資金 9,009,000 360 360 720 9,009,000
2 臨時財政対策債 9,000,000 0.06 財政融資資金 9,000,000 1,804 2,700 4,504 9,000,000
3 臨時財政対策債 11,000,000 財政融資資金 11,000,000 0 0 0 11,000,000

臨時財政対策債計 229,783,958 12,004,837 238,746 12,020,624 223,855 24,488,062 205,758,497防災対策事業債計 0 0 0 0 0 0 0
29 緊防(場外離着陸場) 32,700,000 0.60 地方公共団体金融機構 29,488,516 804,879 29,489 805,684 28,684 1,668,736 27,877,953
2 緊防(防災無線整備) 67,200,000 地方公共団体金融機構 67,200,000 3,356,809 4,271 3,357,145 6,384 6,724,609 60,486,046

緊急防災減災事業債計 96,688,516 4,161,688 33,760 4,162,829 35,068 8,393,345 88,363,999
29 一廃処理事業（し尿・補助裏） 24,400,000 0.09 財政融資資金 20,933,076 867,706 9,420 868,097 9,029 1,754,252 19,197,273
30 一廃処理事業（し尿・補助裏） 100,000,000 0.06 財政融資資金 86,718,601 3,322,840 26,016 3,323,837 25,019 6,697,712 80,071,924

一廃処理事業（補助裏）計 124,400,000 107,651,677 4,190,546 35,436 4,191,934 34,048 8,451,964 99,269,197
一廃処理事業計 124,400,000 107,651,677 4,190,546 35,436 4,191,934 34,048 8,451,964 99,269,197
7 義務教育施設整備事業（中） 25,000,000 3.40 財政融資資金 0 0 0 0 0 0 0

義務教育施設整備事業計 0 0 0 0 0 0 0
29 辺地（通信インフラ） 11,000,000 0.01 財政融資資金 8,556,411 610,974 427 611,004 397 1,222,802 7,334,433

30 辺地（通信インフラ） 73,400,000 0.01 財政融資資金 65,247,706 4,076,453 3,262 4,076,656 3,059 8,159,430 57,094,597

2 辺地（村内情報基盤） 11,600,000 財政融資資金 11,600,000 1,159,948 77 1,159,959 105 2,320,089 9,280,093

辺地債計 84,400,000 85,404,117 5,847,375 3,766 5,847,619 3,561 11,702,321 73,709,12311 村営住宅 30,000,000 1.00 振興基金 0 0 0
14 村営住宅用地造成 17,000,000 0.55 振興基金 5,633,172 791,558 35,312 826,870 4,841,614
15 村営住宅 30,000,000 0.90 振興基金 11,598,902 1,404,806 104,390 1,509,196 10,194,096
16 村営住宅 22,000,000 0.85 振興基金 5,464,787 1,348,901 46,450 1,395,351 4,115,886

振興基金計 22,696,861 0 0 3,545,265 186,152 3,731,417 19,151,596
2 減収補填債 486,000 財政融資資金 486,000 0 463 0 729 1,192 486,000

一般会計合計 542,711,129 26,204,446 312,171 29,768,271 483,413 56,768,301 486,738,412
0

9 簡易水道事業 50,000,000 2.00 財政融資資金 16,587,997 1,109,757 165,880 1,120,854 154,783 2,551,274 14,357,386
30 辺地（簡水） 15,400,000 0.004 財政融資資金 15,400,000 962,356 308 962,375 289 1,925,328 13,475,269
30 簡易水道事業 15,400,000 0.40 財政融資資金 15,400,000 260,162 30,800 260,682 30,280 581,924 14,879,156
31 辺地（簡水） 25,700,000 0.005 財政融資資金 25,700,000 1,427,475 642 1,427,510 607 2,856,234 22,845,015
31 簡易水道事業 25,700,000 0.30 財政融資資金 25,700,000 424,440 38,550 425,077 37,913 925,980 24,850,483
2 辺地（簡水） 25,100,000 財政融資資金 25,100,000 1,253,808 1,677 1,253,934 2,384 2,511,803 22,592,258
2 簡易水道事業 25,100,000 財政融資資金 25,100,000 388,264 41,947 389,235 61,779 881,225 24,322,501
簡易水道事業計 148,987,997 5,826,262 279,804 5,839,667 288,035 12,233,768 137,322,068

0 0 0
8 個別排水処理施設整備 7,000,000 2.60 財政融資資金 2,112,527 163,809 27,463 165,938 25,334 382,544 1,782,780
9 個別排水処理施設整備 24,000,000 2.00 財政融資資金 7,962,239 532,683 79,623 538,010 74,296 1,224,612 6,891,546
10 個別排水処理施設整備 36,000,000 1.70 財政融資資金 13,214,129 774,495 112,320 781,078 105,737 1,773,630 11,658,556
11 個別排水処理施設整備 31,000,000 2.00 財政融資資金 12,969,302 661,202 129,693 667,814 123,081 1,581,790 11,640,286
12 個別排水処理施設整備 16,900,000 1.60 財政融資資金 7,576,099 350,818 60,609 353,625 57,802 822,854 6,871,656
13 個別排水処理施設整備 16,000,000 2.10 財政融資資金 8,074,427 328,174 84,782 331,620 81,336 825,912 7,414,633
12 個別排水処理施設整備 8,100,000 1.40 公営企業金融公庫 3,116,398 184,751 21,815 186,045 20,521 413,132 2,745,602

浄化槽事業計 55,025,121 2,995,932 516,305 3,024,130 488,107 7,024,474 49,005,059
臨時措置分
8 個別排水処理施設整備 7,000,000 2.60 財政融資資金 0
9 個別排水処理施設整備 24,000,000 2.00 財政融資資金 177,560 26,540 179,336 24,765 408,201
10 個別排水処理施設整備 36,000,000 1.70 財政融資資金 279,678 40,559 282,055 38,182 640,474
11 個別排水処理施設整備 31,000,000 2.00 財政融資資金 230,354 45,183 232,657 42,879 551,073

浄化槽事業計 0 687,592 112,282 694,048 105,826 1,599,748 0
臨時措置以外分
8 個別排水処理施設整備 7,000,000 2.60 財政融資資金 163,809 27,463 165,938 25,334 382,544
9 個別排水処理施設整備 24,000,000 2.00 財政融資資金 355,123 53,083 358,674 49,531 816,411
10 個別排水処理施設整備 36,000,000 1.70 財政融資資金 494,817 71,761 499,023 67,555 1,133,156
11 個別排水処理施設整備 31,000,000 2.00 財政融資資金 430,848 84,510 435,157 80,202 1,030,717

浄化槽事業計 0 1,444,597 236,817 1,458,792 222,622 3,362,828 0
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報告第 ６ 号 

 

  株式会社ＴＯＳＨＩＭＡ令和４年度事業計画並びに令和３年度事業にかかる 

  決算について 

 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの令和３年度

事業計画並びに令和４年度事業にかかる決算についてこれを報告する。 

 

 

  令和 ４年 ９月１２日 

 

 

             提出者   東京都利島村長  村 山 将 人 
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利島村出資法人等経営状況報告書（令和３年度分） 

 

１． 法人等の概要 

名称 株式会社 TOSHIMA 所在地 〒100-0301 

東京都利島村東山 753 

代表者名 代表取締役 清水 雄太 設立年月日 平成 27 年 4 月 1 日 

業務内容 定期航路運営業務 

（利島港における旅客の乗

降や荷役作業） 

契約形態 東海汽船㈱、伊豆七島海運㈱、神新汽船㈱と  

利島村とが代理店契約を結んでいる業務を委託

契約 

資本金 

(村出資額) 

10,000千円 

(2,500 千円 25％) 

役職等 

( 令 和 ４ 年 

６月現在) 

役員数：１名 

職員数：９名（事務職３名含む） 

契約社員：２名 

その他 TEL：04992-9-0303 

ホームページアドレス：k-toshima.co.jp 

メールアドレス：info@k-toshima.co.jp 

管理施設 船客待合施設、日除け雨避け施設 

 

２． 利島村による点検評価 

経営状況につ

いての予備的

診断における

評価 

 

A 

A：経営努力は行いつつ事業は継続 

B：事業内容は大幅な見直し等の抜本的な経営改善が必要 

C：深刻な経営難の状況にあり、経営の観点から事業の存続を含めた検討が必要 

① 事業は適切であるか 

（村の負担額以上に効果が上がってい

るか） 

B A： 

 適正 

 

 

B： 

 改 善

が必要 

 

 

C： 

不適正 

村の住宅事情に伴い人材の確保が滞っている状

況で新たな事業展開が見込めない。新たな事業展

開に向けた努力が必要。 

② 赤字を圧縮するために効率経営の

自助努力を十分行っているか 

（維持管理経費の節減、収入増につなが

る経営など効率経営を十分に行ってい

るか） 

A デジタル技術の導入等、効率的な業務推進と経費

削減、収入増に向けた企業努力として社内人員で

の荷役作業等の企業改善努力が適宜行われてい

る。 

③ 事業を継続するための必要最低限

の収支、財務状況を維持しているか

（純損益が±ゼロ以上の状態とな

っているか） 

A 適正な財務状況となっている。 

④ 今後の方向性に関

するコメント、克

服すべき課題 

令和４年度をもって、東海汽船㈱，伊豆七島海運㈱，神新汽船㈱との直接代理店契

約となるが、更なる業務効率化と人材確保に向けて自社でも住宅確保に努め、行政

と連携して進めていく必要がある。 

 

３． その他特記事項 

 新型コロナウィルス感染症の拡大による緊急事態宣言の影響などにより、乗降客数の大幅な減少、物価高に

伴う貨物輸送の減少等みられた。 

 このような状況下においても黒字計上しており、経営状況に問題なしと評価する。 

 

令和４年 ８月４日 

利島村長  村山 将人 
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令和４年度事業計画 

 

１ 令和４年度の事業計画 

昨年度に引き続き、乗客の方が安心・安全に就航できるように定期航路運営

業務のさらなる安定化と就航率の向上を目指すとともに事業の多角化にも積極

的に取り組んでいく。 

（１）人材確保 

   従業員の欠員状況が深刻化しており、あらゆる手段を講じて早期の現場

作業員の確保を図るとともに、従業員の定着のために労働環境や福利厚生

の向上を図る。 

（２）事業の多角化 

   定期航路運営業務の他、村の賑わい造り（観光関連etc…）、船客待合

所スペースでのお土産販売 

（３）社宅、本社事務所整備 

   村営住宅の他、社宅を整備することにより採用をスムーズに実施する。 

   また、事業多角化の際、船客待合所では実施困難な業務を本社機能があ

る事務所を整備することで実施していく。 

（４）資格取得の推進 

   昨年度は感染症対策で思うような資格取得を勧められなかったため、今

期は計画的に進められるように取り組む。 

(５)情報公開の推進 

   会社ホームページを作成する。また、定期船の運航案内等はIP告知端末

や専用ダイヤルを活用していく。また、SNS等の活用も実施する。 

 

２ 当社のミッションについて 

利島で生きる---- 
島を支える人材育成と、次代を担う事業推進。 

利島での生活は船を着けることが絶対の基本と考

えている。物の流れも船、人の流れも船である。 

島の玄関口を担う業務を主軸として各々が利島を

支える為、次代の為に日々業務に励んでいる。都会

にいても利島にいても１日２４時間は変わりないの

で、限りある時間を有効活用して社員一人ひとりが

働く中で「利島で生きる」ことを実践していく。 
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議案第４７号  

 

 

令和４年度東京都利島村一般会計補正予算＜第２号＞ 

 

 

令和４年度東京都利島村一般会計補正予算＜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 １２４，４３１ 千円を増額し、 

    歳入歳出の総額を １,７９８,９８６ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当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表歳入歳出予算の補正」による。 

 

 

〔地方債の補正〕 

第２条 地方債の補正は、「第２表地方債の補正」による。 

 

 

令和４年 ９月１２日 

 

                  提出者 東京都利島村長   村 山  将 人  

 

議決第   号 

 

令和４年 ９月  日     原案  決 

 

 

                      東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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令和４年度一般会計補正予算＜第２号＞の概要 

 

1 概要 

歳入では、都の携帯電話不感地域解消の為の計画策定に係る補助金29,700千円、町村会か

らの事務処理効率化推進事業助成金10,000千円、農機具倉庫施設に係る補助金9,535千円を

計上。また、前年度からの繰越金として89,709千円の計上を行った。 

歳出では、前年度からの繰越金から財政調整基金に30,000千円、庁舎建設基金に20,000千

円を計上。システム改修経費 20,619千円、ストックヤード改修工事 10,519千円、教職員住

宅整備に係る用地造成追加費用 2,601千円を計上した。 

その他人件費の実態にあわせた補正（いわゆる新陳代謝）を行った。 

※（○頁）は、議案書の頁番号を表している。 

 

2 一般会計補正予算 

（１）予算規模 

 

  補正前の額：1,674,555千円 補正額：124,431千円  計： 1,798,986千円  

 

歳 入 の 補 正 歳 出 の 補 正 

村税 

地方譲与税 

利子割交付金 

配当割交付金 

株式等譲渡所得割交付金 

法人事業税交付金 

地方消費税交付金 

環境性能割交付金 

地方特例交付金 

地方交付税 

使用料及び手数料 

国庫支出金 

都支出金 

財産収入 

寄付金 

基金繰入金 

繰越金 

諸収入 

村債 

38 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

934 

40,854 

 

 

△4,346 

89,709 

13,639 

△16,456 

議会費 

総務費 

民生費 

衛生費 

労働費 

農林水産業費 

商工費 

土木費 

消防費 

教育費 

災害復旧費 

予備費 

 

100,216 

4,812 

7,322 

285 

9,774 

△83 

7,155 

30 

△5,080 
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（２）補正予算の事業（主要なもの） 

 

① 財政状況説明書作成支援業務委託（総務費・総務課） 990千円（171項中段） 

【内容】 

村民の方へ村の財政状況（当初予算および決算）をより詳しく、分かりやすくお伝えす 

る為に年に２回パンフレットを作成し配布する。 

今年度はパンフレット作成までの業務基盤を構築し決算状況についてのパンフレットを 

作成、村民の方々へ配布を行う。 

 

② 業務効率化・環境改善委託料（総務費・総務課） 10,560千円（171項中段） 

【内容】 

ペーパーレス化および業務効率向上に向けたシステム導入、開発・改修に係る委託料。 

ペーパーレス化については本議会より試行頂いているタブレット等を活用したシステム 

となる。議会以外の庁内打合せの際にも活用していく。 

業務効率向上に向けたシステム開発・改修については、今年度総務課で試行している業 

務見える化（業務案件、業務に対してのストレス等を月毎に集計しグラフ化）について 

エクセルで管理しているところを既存システムに追加機能として開発・改修を行い、デ 

ータ入力の際の負荷を軽減する事で全庁的に導入していく。 

本委託については町村会の補助（10,000千円）を活用する。 

 

③ 再生可能エネルギー設備整備事業発注者支援業務（総務費・環境建設課）3,000 千円（171項中段） 

【内容】 

 浄水場に太陽光パネルを設置するにあたり、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

を受けるための要件として建屋の耐震診断を実施し耐震性能の証明書類を提出する必要

が生じたため。 

 なお財源について、雑入の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の交付決定通知を

受け、決定額に増額、また、地産地消型再エネ増強プロジェクト（補助率 2/3）から、

島しょ地域における太陽光発電設備等導入事業（補助率 3/4）にメニューを変更、見か

け上額が減っているが、地産地消型再エネ増強プロジェクト（補助率 2/3）の補助率 

2/3をかけ忘れて計上してしまったことが起因。 

 

④ 携帯電話不感地帯解消計画策定委託（総務費・総務課）29,700 千円（171項下段） 

【内容】 

島内の携帯電話不感地帯の解消に向けた計画を策定する為の委託料となる。 

本委託については都の補助金（１０分の１０）を活用し行っていく。 

 

⑤ 財政調整基金への積立（総務費・総務課）30,000 千円（175項上段） 

【内容】 

 今後の大型建設事業のために、30,000 千円を基金に積む。 
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⑥ 庁舎建設基金への積立（総務費・総務課）20,000 千円（175項中段） 

【内容】 

 将来的な庁舎建替えの為に、20,000 千円を基金に積む。 

 

⑦ 地方税共通納税システム対応委託（総務費・総務課）4,620 千円（175項中段） 

【内容】 

国からの必須対応事案である固定資産税納付書QRコード付記に対応する為の委託料。 

 

⑧ 住民基本台帳システム改修（総務費・住民課）15,999 千円（177項上段） 

【内容】 

行政手続きのワンストップサービスを進める為のシステム改修費用となる。 

 

⑨ 国民健康保険事業勘定会計繰出金（民生費・住民課）1,169 千円（179項上段） 

【内容】 

人件費の新陳代謝による増額分を計上。 

 

⑩ 子育て世帯への臨時特別給付金（民生費・住民課）1,300 千円（181項中段） 

【内容】 

新型コロナウイルスの影響を受けている住民税非課税世帯等への支援金。 

 

⑪ 新型コロナウイルス感染対策看護師謝礼金（衛生費・総務課）2,564千円（185項上段） 

【内容】 

新型コロナウイルス感染対策として臨時看護師を雇用する為の費用。 

  国の地方創生臨時交付金を活用して実施する。 

 

⑫ 国民健康保険診療所会計繰出金（衛生費・住民課） 7,920 千円（185項中段） 

【内容】 

診療所入口に風除室を設け、室内への外気の流入を抑制し、新型コロナウイルス感染症

のエアロゾル感染の発生に防ぐ。 

国の地方創生臨時交付金を活用して実施する。 

 

⑬ ストックヤード改修工事（衛生費・環境建設課）10,519 千円（185項下段） 

【内容】 

ジシンガ沢ストックヤードの開放に際し監視カメラを設置する為の改修工事費用。 

 

⑭ 農機具倉庫施設等整備補助金（農業費・産業観光課） 9,535 千円（191項上段） 

【内容】 

利島農協が事業主体となり農機具倉庫施設の整備を行う。 

本補助事業は、都から農協への直接補助ができないため、村を通した間接補助となる。

そのため、歳入歳出ともに9,535千円を補正する。 
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⑮ 教職員住宅整備に係る用地造成（教育費・教育委員会） 2,601 千円（197項中段） 

【内容】 

  ハウス撤去時に発生した当初予算に含まれていない廃棄物の撤去費用分を増額計上。 

 

⑯ 学校管理経費 水光熱（教育費・教育委員会） 1,173 千円（197項中段） 

【内容】 

  原油価格高騰の影響による電気代値上げに伴う増額補正。 
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村税１ 48,715 38 48,753

２固定資産税 22,323 38 22,361

地方特例交付金１０ 1 59 60

１地方特例交付金 1 59 60

国庫支出金１４ 50,330 934 51,264

１国庫負担金 5,211 590 5,801

２国庫補助金 44,228 344 44,572

都支出金１５ 636,553 40,854 677,407

２都補助金 625,269 40,854 666,123

繰入金１８ 393,435 △4,346 389,089

１基金繰入金 393,435 △4,346 389,089

繰越金１９ 1 89,709 89,710

１繰越金 1 89,709 89,710

諸収入２０ 116,041 13,639 129,680

４雑入 113,930 13,639 127,569

村債２１ 20,000 △16,456 3,544

１村債 20,000 △16,456 3,544

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,674,555 124,431 1,798,986

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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総務費２ 485,825 100,216 586,041

１総務管理費 430,126 78,820 508,946

２徴税費 35,117 5,397 40,514

３戸籍住民基本台帳費 18,054 15,999 34,053

６選挙費 1,662 0 1,662

民生費３ 171,489 4,812 176,301

１社会福祉費 104,872 730 105,602

２老人福祉費 22,580 250 22,830

３児童福祉費 44,037 3,832 47,869

衛生費４ 297,034 7,322 304,356

１保健衛生費 44,138 11,874 56,012

２清掃費 105,605 12,177 117,782

３上下水道費 147,291 △16,729 130,562

労働費５ 21,750 285 22,035

１労働費 21,750 285 22,035

農林水産業費６ 146,089 9,774 155,863

１農業費 75,656 9,774 85,430

商工費７ 122,074 △83 121,991

２離島交通受託事業費 90,770 △83 90,687

土木費８ 140,105 7,155 147,260

１土木管理費 14,413 2,087 16,500

３住宅費 78,360 3,579 81,939

４港湾費 9,716 1,489 11,205

消防費９ 29,841 30 29,871

１消防費 29,841 30 29,871

教育費１０ 150,618 △5,080 145,538

１教育総務費 35,169 △1,625 33,544

２小学校費 71,832 1,933 73,765

４保健体育費 24,469 155 24,624

５社会教育費 16,468 △5,543 10,925

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,674,555 124,431 1,798,986

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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第２表　地　方　債　の　補　正

限度額 起債の方法 利率 償　　還　　の　　方　　法

1．臨時財政対策債 20,000千円
証書借入又
は証券発行

4.00％以内
（但し、利率見
直し方式で借入
れる政府資金
及び地方公共
団体金融機構
資金等につい
て、利率見直し
を行った後にお
いては、当該見
直し後の利
率。）

　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、村財政の都合により据
置期間及び償還期間を短縮し、も
しくは繰上償還または低利に借換
えることができる。

計 20,000千円

限度額 起債の方法 利率 償　　還　　の　　方　　法

1．臨時財政対策債 3,544千円
証書借入又
は証券発行

4.00％以内
（但し、利率見
直し方式で借入
れる政府資金
及び地方公共
団体金融機構
資金等につい
て、利率見直し
を行った後にお
いては、当該見
直し後の利
率。）

補正前に同じ

計 3,544千円

起債の目的
　　　　　　補　　　　　　　　正　　　　　　　　前

起債の目的
　　　　　　補　　　　　　　　正　　　　　　　　後
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（本頁は白紙です） 

 



村税 48,715１

地方譲与税 2,146２

利子割交付金 63３

配当割交付金 337４

株式等譲渡所得割交付金 289５

法人事業税交付金 64６

地方消費税交付金 7,985７

環境性能割交付金 458９

地方特例交付金 1１０

地方交付税 354,965１１

使用料及び手数料 20,396１３

国庫支出金 50,330１４

都支出金 636,553１５

財産収入 21,176１６

寄付金 1,600１７

繰入金 393,435１８

繰越金 1１９

諸収入 116,041２０

村債 20,000２１

1,674,555歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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38 48,753

0 2,146

0 63

0 337

0 289

0 64

0 7,985

0 458

59 60

0 354,965

0 20,396

934 51,264

40,854 677,407

0 21,176

0 1,600

△4,346 389,089

89,709 89,710

13,639 129,680

△16,456 3,544

124,431 1,798,986

（単位：千円）

補正額 計
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１議会費 17,832 0 17,832

２総務費 485,825 100,216 586,041

３民生費 171,489 4,812 176,301

４衛生費 297,034 7,322 304,356

５労働費 21,750 285 22,035

６農林水産業費 146,089 9,774 155,863

７商工費 122,074 △83 121,991

８土木費 140,105 7,155 147,260

９消防費 29,841 30 29,871

１０教育費 150,618 △5,080 145,538

１２公債費 58,000 0 58,000

１４予備費 33,898 0 33,898

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,674,555 124,431 1,798,986

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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64,7705,74629,700

1,1583,654

7,322

285

2399,535

△83

7,155

30

△3,979△1,101

76,8975,74641,788

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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村税1 48,715 38 48,753

固定資産税2 22,323 38 22,361

固定資産税1 21,110 38 21,148

地方特例交付金10 1 59 60

地方特例交付金1 1 59 60

地方特例交付金1 1 59 60

国庫支出金14 50,330 934 51,264

国庫負担金1 5,211 590 5,801

民生費国庫負担金1 5,211 590 5,801

国庫補助金2 44,228 344 44,572

民生費国庫補助金2 0 1,064 1,064

教育費国庫補助金7 8,330 △720 7,610

都支出金15 636,553 40,854 677,407

都補助金2 625,269 40,854 666,123

総務費都補助金1 513,242 29,700 542,942

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １ 村税

01-02-01 固定資産税
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①現年課税分1現年課税分 38                        38

①地方特例交付金1地方特例交 59                        59
付金

②子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯）2児童福祉費 590                        10
③子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯）負担金                       580

⑯子育て世帯への臨時特別給付金1社会福祉費 1,064                     1,064
補助金

①へき地児童生徒援助費補助金1教育費補助 △720                     △720
金

⑥島しょモバイル通信ネットワーク環境整備補助金1総務費補助 29,700                    29,700
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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民生費都補助金2 19,384 2,000 21,384

農林水産業費都補助金5 50,356 9,535 59,891

教育費都補助金9 7,977 △381 7,596

繰入金18 393,435 △4,346 389,089

基金繰入金1 393,435 △4,346 389,089

基金繰入金1 393,435 △4,346 389,089

繰越金19 1 89,709 89,710

繰越金1 1 89,709 89,710

繰越金1 1 89,709 89,710

諸収入20 116,041 13,639 129,680

雑入4 113,930 13,639 127,569

雑入1 113,930 13,639 127,569

村債21 20,000 △16,456 3,544

村債1 20,000 △16,456 3,544

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １５ 都支出金

15-02-02 民生費都補助金
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④地域包括支援事業補助金1社会福祉費 2,000                   △3,000
⑦受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業補助金補助金                     5,000

②東京都山村・離島振興施設整備事業補助金1農業費補助 9,535                     9,535
金

⑭島しょ小中学校における教育のデジタルの推進補助1教育費補助 △381                     △381
　金金

①財政調整基金繰入金1財政調整基 △4,346                   △4,346
金繰入金

①前年度繰越金（純繰越金）1繰越金 89,709                    89,709

51二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金1雑入 13,639                     4,980
52島しょ地域における太陽光発電設備等導入事業                   27,700
65事務処理効率化推進事業助成金                   10,000
71社会福祉協議会補助金返還金                       971
75高齢者在宅サービスセンター運営補助金返還金                    6,922
77地産地消型再エネ増強プロジェクト                 △36,934

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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臨時財政対策債10 20,000 △16,456 3,544

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ２１ 村債

21-01-10 臨時財政対策債
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①臨時財政対策債1臨時財政対 △16,456                  △16,456
策債

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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5,74629,7002総務費 485,825 100,216 586,041

5,74629,700総務管理費1 430,126 78,820 508,946

1一般管理費 78,327 △15,449 62,878

5,74629,7002企画広報費 250,008 45,799 295,807
都支出金 諸収入

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-01 一般管理費
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64,770

43,374

△15,449 2給　　　料 △9,736            △16,584　１村長・副村長・一般職の人件費

            △9,736　　２給　　　料

            △4,280　　　特別職給料
3職員手当等 △4,243 　　　　副村長給料

            △5,456　　　一般職給料
　　　　一般職給料

4共　済　費 △1,907             △4,243　　３職員手当等

            △1,151　　　管理職手当
　　　　管理職手当

11役　務　費 57                △78　　　扶養手当
　　　　扶養手当

            △2,575　　　期末勤勉手当
13使用料及び 380 　　　　期末勤勉手当

賃借料                △80　　　児童手当
　　　　児童手当

                465　　　時間外勤務手当
　　　　時間外手当

                208　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

              △428　　　地域手当
　　　　地域手当

              △288　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              △316　　　管理職員特別勤務手当
　　　　管理職員特別勤務手当

            △2,605　　４共　済　費

            △2,607　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

                  2　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

                698　２労災・雇用・健康保険料

                698　　４共　済　費

                698　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

                437　７一般管理事務費

                 57　１１役　務　費

                 57　　　保険料
　　　　団体地方公務員賠償責任保険

                380　１３使用料及び賃借料

                380　　　使用料及び賃借料
　　　　スマートディスカッション使用料

10,353 1報　　　酬 △853               2,772　２企画広報一般職の人件費

                525　　２給　　　料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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29,700 5,746

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-02 企画広報費
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2給　　　料 525                 525　　　一般職給料
　　　　一般職給料

              1,876　　３職員手当等
3職員手当等 1,815                 198　　　扶養手当

　　　　扶養手当

               △89　　　期末勤勉手当
4共　済　費 215 　　　　期末勤勉手当

                150　　　児童手当
　　　　児童手当

7報　償　費 △104                 736　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                443　　　休日勤務手当
8旅　　　費 0 　　　　休日勤務手当

                363　　　住居手当
　　　　住居手当

                 75　　　退職手当組合負担金
10需　用　費 △2 　　　　退職手当組合負担金

                371　　４共　済　費

                371　　　共済組合費負担金
11役　務　費 △20 　　　　共済組合負担金

             11,550　３企画広報事務費

             11,550　１２委　託　料
12委　託　料 44,250              11,550　　　業務委託料

                990　　　　財政状況説明書作成支援業務委託

             10,560　　　　業務効率・環境改善委託料
13使用料及び △27                  98　５島外イベント出展経費

賃借料                  98　　８旅　　　費

                 98　　　旅費
　　　　普通管外旅費

              3,000　６再生可能エネルギー利用事業

              3,000　１２委　託　料

              3,000　　　業務委託料
　　　　再生可能エネルギー設備整備事業発注者支援
　　　　業務

             29,700１１村内情報通信基盤網整備

             29,700　１２委　託　料

             29,700　　　業務委託料
　　　　携帯電話不感地帯解消計画策定委託

            △1,117１３地域おこし協力隊人件費

              △863　　１報　　　酬

              △863　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　地域おこし協力隊報酬

               △81　　３職員手当等

               △81　　　期末勤勉手当
　　　　地域おこし協力隊期末手当

              △173　　４共　済　費

              △173　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

              △251１６友好町村連携事業

              △104　　７報　償　費

              △104　　　謝礼金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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3会計管理費 18,408 △1,966 16,442

4財産管理費 82,090 436 82,526

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-02 企画広報費
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　　　　檜原村払沢の滝祭り出展報償費

               △98　　８旅　　　費

               △98　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                △2　１０需　用　費

                △2　　　燃料費
　　　　燃料費

               △20　１１役　務　費

               △20　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

               △27　１３使用料及び賃借料

               △27　　　使用料及び賃借料

               △25　　　　車両借上料

                △2　　　　駐車場使用料

                 47１９集落支援員人件費

                 10　　１報　　　酬

                 10　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　集落支援員報酬

                 20　　３職員手当等

                 20　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当（集落支援員）

                 17　　４共　済　費

                 17　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料（集落支援員）

△1,966 2給　　　料 △750             △1,966　１会計管理一般職の人件費

              △750　　２給　　　料

              △750　　　一般職給料
3職員手当等 △755 　　　　一般職給料

              △755　　３職員手当等

              △542　　　期末勤勉手当
4共　済　費 △461 　　　　期末勤勉手当

              △109　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

               △82　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

              △110　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                 88　　　管理職員特別勤務手当
　　　　管理職員特別勤務手当

              △461　　４共　済　費

              △461　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

436 1報　　　酬 201                 814　３財産管理経費

                748　１０需　用　費

                600　　　光熱水費
3職員手当等 70 　　　　光熱水費

                148　　　修繕費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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5基金費 743 50,000 50,743

徴税費2 35,117 5,397 40,514

1徴税費 35,117 5,397 40,514

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-04 財産管理費
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4共　済　費 △649 　　　　修繕費（維持補修・庁舎）

                 66　１２委　託　料

                 66　　　業務委託料
10需　用　費 748 　　　　職員住宅衛生害獣駆除委託

              △378　５財産管理会計年度任用職員の人件費

                201　　１報　　　酬
12委　託　料 66                 201　　　会計年度任用職員の報酬

　　　　財産管理会計年度任用職員の報酬

                 70　　３職員手当等

                 70　　　期末勤勉手当
　　　　財産管理会計任用職員の期末手当

              △649　　４共　済　費

              △649　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

50,000 24積　立　金 50,000              50,000　１基金積立金

             50,000　２４積　立　金

             50,000　　　基金積立金

             30,000　　　　財政調整基金積立金

             20,000　　　　庁舎建設基金積立金

5,397

5,397 2給　　　料 158               4,623　２徴税事務費

                  3　１１役　務　費

                  3　　　手数料
3職員手当等 411 　　　　徴収取扱費

              4,620　１２委　託　料

              4,620　　　業務委託料
4共　済　費 99 　　　　地方税共通納税システム対応委託

                100　３税還付金

                100　２２償還金利子及び割引料
11役　務　費 3                 100　　　税還付金

　　　　過年度村税還付金

                  6　４徴税費負担金
12委　託　料 4,620                   6　１８負担金補助及び交付金

                  6　　　負担金
　　　　地方税共同機構負担金

18負担金補助 6                 668　５徴税一般職の人件費
及び交付金                 158　　２給　　　料

                158　　　一般職給料
　　　　一般職給料

22償還金利子 100                 411　　３職員手当等
及び割引料                 125　　　期末勤勉手当

　　　　期末勤勉手当

                  5　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                258　　　休日勤務手当

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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戸籍住民基本台帳費3 18,054 15,999 34,053

1戸籍住民基本台帳 18,054 15,999 34,053
費

選挙費6 1,662 0 1,662

4参議院議員選挙費 1,621 0 1,621

3,6543民生費 171,489 4,812 176,301

2,000社会福祉費1 104,872 730 105,602

2,0001社会福祉総務費 92,782 687 93,469
都支出金

2,000

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-02-01 徴税費
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　　　　休日勤務手当

                 23　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                 99　　４共　済　費

                 96　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合費負担金

                  3　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

15,999

15,999 12委　託　料 15,999              15,999　１戸籍住民基本台帳事務費

             15,999　１２委　託　料

             15,999　　　業務委託料
　　　　住民基本台帳システム改修

1報　　　酬 △30                   0　１参議院議員選挙経費

               △30　　１報　　　酬

               △30　　　委員報酬
3職員手当等 △27 　　　　参議院選挙報酬

               △27　　３職員手当等

               △27　　　選挙事務手当
10需　用　費 57 　　　　選挙事務手当

                 57　１０需　用　費

                 57　　　消耗品費
　　　　消耗品費

1,158

△1,270

△1,313 2給　　　料 △574               △533　５社会福祉総務一般職の人件費

              △574　　２給　　　料

              △574　　　一般職給料
3職員手当等 193 　　　　一般職給料

                193　　３職員手当等

              △555　　　管理職手当
4共　済　費 △152 　　　　管理職手当

               △78　　　扶養手当
　　　　扶養手当

22償還金利子 51                  99　　　期末勤勉手当
及び割引料 　　　　期末勤勉手当

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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2国民年金費 7,848 43 7,891

老人福祉費2 22,580 250 22,830

1老人福祉費 22,580 250 22,830

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

03-01-01 社会福祉総務費

178/277



27繰　出　金 1,169                 151　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                114　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                420　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                 42　　　管理職員特別勤務手当
　　　　管理職員特別勤務手当

              △152　　４共　済　費

              △152　　　共済組合費負担金

              △150　　　　共済組合負担金

                △2　　　　公務災害補償基金負担金

              1,169１６国民健康保険事業勘定会計繰出金

              1,169　２７繰　出　金

              1,169　　　特別会計繰出金
　　　　国民健康保険事業勘定会計繰出金

                 51１７償還金

                 51　２２償還金利子及び割引料

                 51　　　償還金

                 34　　　　障害者自立支援給付費国庫負担金返還金

                 17　　　　障害者自立支援給付費都負担金返還金

43 2給　　　料 57                  43　１国民年金一般職の人件費

                 57　　２給　　　料

                 57　　　一般職給料
3職員手当等 △92 　　　　一般職給料

               △92　　３職員手当等

                 42　　　期末勤勉手当
4共　済　費 78 　　　　期末勤勉手当

                 59　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

              △201　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                  8　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                 78　　４共　済　費

                 78　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

250

250 22償還金利子 397                 397　５老人福祉費補助金
及び割引料                 397　２２償還金利子及び割引料

                397　　　還付金
　　　　高齢者社会対策区市町村包括補助金返還金（

27繰　出　金 △147 　　　　都）

                295　６介護保険事業勘定会計繰出金

                295　２７繰　出　金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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1,654児童福祉費3 44,037 3,832 47,869

1,6541児童措置費 5,400 2,660 8,060
国庫支出金

1,654

2児童福祉施設費 38,637 1,172 39,809

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

03-02-01 老人福祉費
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                295　　　特別会計繰出金
　　　　介護保険事業勘定会計繰出金

              △442　８後期高齢者医療事業会計繰出金

              △442　２７繰　出　金

              △442　　　特別会計繰出金
　　　　後期高齢者医療事業会計繰出金

2,178

1,006 10需　用　費 354               1,006　３償還金

              1,006　２２償還金利子及び割引料

              1,006　　　償還金
19扶　助　費 1,300 　　　　児童手当等負担金償還金

              1,654　４子育て世帯への臨時特別給付金事業

                354　１０需　用　費
22償還金利子 1,006                 354　　　消耗品費

及び割引料 　　　　消耗品費

              1,300　１９扶　助　費

              1,300　　　扶助費
　　　　子育て世帯への臨時特別給付金

1,172 1報　　　酬 4,240             △4,185　１児童福祉一般職の人件費

            △1,757　　２給　　　料

            △1,757　　　一般職給料
2給　　　料 △1,757 　　　　一般職給料

            △2,066　　３職員手当等

              △851　　　期末勤勉手当
3職員手当等 △1,487 　　　　期末勤勉手当

            △1,064　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

4共　済　費 176               △100　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

               △51　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              △362　　４共　済　費

              △360　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

                △2　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

              5,357　２児童福祉会計年度任用職員の人件費

              4,240　　１報　　　酬

              4,608　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　保育士・給食調理員報酬

              △368　　　付加報酬
　　　　付加報酬

                579　　３職員手当等

                579　　　期末勤勉手当
　　　　会計年度任用職員期末手当（児福）

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

181/277



4衛生費 297,034 7,322 304,356

保健衛生費1 44,138 11,874 56,012

1保健衛生費 30,878 3,917 34,795

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

03-03-02 児童福祉施設費

182/277



                538　　４共　済　費

                538　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

7,322

11,874

3,917 2給　　　料 275                △53　１保健衛生一般職の人件費

                275　　２給　　　料

                275　　　一般職給料
3職員手当等 △77 　　　　一般職給料

              △485　　３職員手当等

                  7　　　扶養手当
4共　済　費 571 　　　　扶養手当

                 57　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

7報　償　費 2,564               △154　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

              △606　　　休日勤務手当
10需　用　費 455 　　　　休日勤務手当

                 50　　　看護業務手当
　　　　看護業務手当

11役　務　費 63                   2　　　危険手当
　　　　危険手当

                159　　　退職手当組合負担金
22償還金利子 66 　　　　退職手当組合負担金

及び割引料                 157　　４共　済　費

                156　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

                  1　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

                △9　２精神保健福祉事業等経費

                △9　１１役　務　費

               △19　　　保険料
　　　　傷害保険料

                 10　　　手数料
　　　　車検手数料

                 66　３成人保健事業

                 66　２２償還金利子及び割引料

                 66　　　償還金
　　　　医療保健政策区市町村包括補助事業返還金

                527１８新型コロナウイルス対策事業

                455　１０需　用　費

                455　　　消耗品費
　　　　新型コロナウィルス感染症対策消耗品費

                 72　１１役　務　費

                 72　　　通信運搬費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

183/277



2環境衛生費 283 37 320

3診療所費 12,977 7,920 20,897

清掃費2 105,605 12,177 117,782

1ごみ処理費 66,588 12,177 78,765

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

04-01-01 保健衛生費

184/277



　　　　通信運搬費

              3,386１９新型コロナウィルス対策事業

                408　　３職員手当等

                408　　　防疫作業手当
　　　　防疫作業手当

                414　　４共　済　費

                414　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

              2,564　　７報　償　費

              2,564　　　謝礼金
　　　　新型コロナウイルス対策看護師等謝礼金

3711役　務　費 37                  37　１ねこ去勢・避妊事業

                 37　１１役　務　費

                 37　　　通信運搬費
　　　　ねこ運搬費

7,920 27繰　出　金 7,920               7,920　１国民健康保険診療所会計繰出金

              7,920　２７繰　出　金

              7,920　　　特別会計繰出金
　　　　国民健康保険診療所会計繰出金

12,177

12,177 1報　　　酬 195                 197　１清掃センター管理経費

                197　　８旅　　　費

                197　　　旅費
2給　　　料 490                 128　　　　普通管外旅費

                 69　　　　研修旅費

                 19　２焼根山一般廃棄物安定型最終処分場管理経費
3職員手当等 117                  19　１２委　託　料

                 19　　　業務委託料
　　　　焼根山一般廃棄物安定型最終処分場埋立測量

4共　済　費 251 　　　　委託料

             10,831　３ごみ処理経費

                 36　　７報　償　費
7報　償　費 36                  36　　　謝礼金

　　　　ごみ処理補助者への謝礼金

                276　１１役　務　費
8旅　　　費 197                 264　　　通信運搬費

　　　　ごみ処理施設通信運搬費

                 12　　　手数料
　　　　破傷風ワクチン予防接種手数料

11役　務　費 276              10,519　１４工事請負費

             10,519　　　工事請負費
　　　　ストックヤード改修工事

12委　託　料 19                  77　４ごみ処理費負担金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

185/277



上下水道費3 147,291 △16,729 130,562

1簡易水道事業費 68,530 △701 67,829

2合併処理浄化槽事 78,761 △16,028 62,733
業費

5労働費 21,750 285 22,035

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

04-02-01 ごみ処理費

186/277



14工事請負費 10,519                  77　１８負担金補助及び交付金

                 77　　　負担金
　　　　研修負担金

18負担金補助 77                 824　５ごみ処理一般職の人件費
及び交付金                 490　　２給　　　料

                490　　　一般職給料
　　　　一般職給料（ごみ処理）

                 97　　３職員手当等

                132　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当（ごみ処理）

                  4　　　時間外勤務手当
　　　　時間外手当（ごみ処理）

                 35　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当（ごみ処理）

                 70　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金（ごみ処理）

              △144　　　ごみ手当
　　　　ごみ手当（ごみ処理）

                237　　４共　済　費

                237　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金（ごみ処理）

                229　６ごみ処理会計年度任用職員の人件費

                195　　１報　　　酬

                 10　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　ごみ処理会計年度任用職員の報酬

                185　　　付加報酬
　　　　付加報酬

                 20　　３職員手当等

                 20　　　期末勤勉手当
　　　　ごみ処理会計年度任用職員の期末手当

                 14　　４共　済　費

                 14　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

△16,729

△70127繰　出　金 △701               △701　１簡易水道事業会計繰出金

              △701　２７繰　出　金

              △701　　　特別会計繰出金
　　　　簡易水道事業会計繰出金

△16,028 27繰　出　金 △16,028            △16,028　１合併処理浄化槽事業会計繰出金

           △16,028　２７繰　出　金

           △16,028　　　特別会計繰出金
　　　　合併処理浄化槽事業会計繰出金

285

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

187/277



労働費1 21,750 285 22,035

1勤労福祉会館費 21,750 285 22,035

9,5356農林水産業費 146,089 9,774 155,863

9,535農業費1 75,656 9,774 85,430

2農業総務費 8,503 239 8,742

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ５ 労働費

05-01-01 勤労福祉会館費

188/277



285

285 1報　　　酬 91                 119　１勤労福祉会館一般職の人件費

                 10　　２給　　　料

                 10　　　一般職給料
2給　　　料 10 　　　　一般職給料

                 21　　３職員手当等

                 20　　　期末勤勉手当
3職員手当等 61 　　　　期末勤勉手当

                  1　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

4共　済　費 123                  88　　４共　済　費

                 88　　　共済組合費負担金

                 87　　　　共済組合負担金

                  1　　　　公務災害補償基金負担金

                166　４勤労福祉会館会計年度任用職員の人件費

                 91　　１報　　　酬

                 20　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　勤労福祉会館会計年度任用職員報酬

                 71　　　付加報酬
　　　　付加報酬

                 40　　３職員手当等

                 40　　　期末勤勉手当
　　　　勤労福祉会館会計年度任用職員期末勤勉手当

                 35　　４共　済　費

                 35　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　勤労福祉会館会計年度任用職員の雇用保険料
　　　　・健康保険料

239

239

239 2給　　　料 57                 239　１農業総務一般職の人件費

                 57　　２給　　　料

                 57　　　一般職給料
3職員手当等 164 　　　　一般職給料

                164　　３職員手当等

                556　　　管理職手当
4共　済　費 18 　　　　管理職手当

                 84　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

              △461　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

              △247　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                  8　　　退職手当組合負担金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

189/277



9,5353農業振興費 41,718 9,535 51,253
都支出金

9,535

7商工費 122,074 △83 121,991

離島交通受託事業費2 90,770 △83 90,687

1離島交通受託事業 90,770 △83 90,687
費

8土木費 140,105 7,155 147,260

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

06-01-02 農業総務費

190/277



　　　　退職手当組合負担金

                224　　　管理職員特別勤務手当
　　　　管理職員特別勤務手当

                 18　　４共　済　費

                 18　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

18負担金補助 9,535               9,535１０農業振興費補助金
及び交付金               9,535　１８負担金補助及び交付金

              9,535　　　補助金
　　　　農機具倉庫施設等整備補助金

△83

△83

△83 1報　　　酬 △84                  75　１離島交通会計年度任用職員の人件費

               △84　　１報　　　酬

               △83　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　離島交通会計年度任用職員の報酬

2給　　　料 10                 △1　　　付加報酬
　　　　付加報酬

                141　　３職員手当等
3職員手当等 31                 141　　　期末勤勉手当

　　　　離島交通会計年度任用職員の期末手当

                 18　　４共　済　費
4共　済　費 △40                  18　　　労災・雇用・健康保険料

　　　　労災・雇用・健康保険料

              △158　２離島交通一般職の人件費

                 10　　２給　　　料

                 10　　　一般職給料
　　　　一般職給料

              △110　　３職員手当等

                 20　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

               △59　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

               △72　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                  1　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

               △58　　４共　済　費

               △58　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

7,155

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

191/277



土木管理費1 14,413 2,087 16,500

1土木総務費 14,413 2,087 16,500

住宅費3 78,360 3,579 81,939

1住宅管理費 68,664 3,579 72,243

港湾費4 9,716 1,489 11,205

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 土木費

08-01-01 土木総務費

192/277



2,087

2,087 2給　　　料 705               2,087　１土木総務一般職の人件費

                705　　２給　　　料

                705　　　一般職給料
3職員手当等 975 　　　　一般職給料

                975　　３職員手当等

                550　　　期末勤勉手当
4共　済　費 407 　　　　期末勤勉手当

                471　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

              △104　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                101　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

               △43　　　管理職員特別勤務手当
　　　　管理職員特別勤務手当

                407　　４共　済　費

                407　　　共済組合費負担金

                405　　　　共済組合負担金

                  2　　　　公務災害補償基金負担金

3,579

3,579 2給　　　料 955                  14　１村営住宅管理経費

                 14　１４工事請負費

                 14　　　工事請負費
3職員手当等 1,741 　　　　村営住宅修繕工事

              3,565　２住宅管理一般職の人件費

                955　　２給　　　料
4共　済　費 869                 955　　　一般職給料

　　　　一般職給料

              1,741　　３職員手当等
14工事請負費 14                 719　　　期末勤勉手当

　　　　期末勤勉手当

                589　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                295　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                138　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                869　　４共　済　費

                869　　　共済組合費負担金

                870　　　　共済組合負担金

                △1　　　　公務災害補償基金負担金

1,489

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

193/277



1港湾管理費 9,716 1,489 11,205

9消防費 29,841 30 29,871

消防費1 29,841 30 29,871

1非常備消防費 6,707 30 6,737

△1,10110教育費 150,618 △5,080 145,538

△720教育総務費1 35,169 △1,625 33,544

2事務局費 22,840 △4,226 18,614

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 土木費

08-04-01 港湾管理費

194/277



1,489 2給　　　料 87               1,489　１港湾管理一般職の人件費

                 87　　２給　　　料

                 87　　　一般職給料
3職員手当等 1,337 　　　　一般職給料

              1,337　　３職員手当等

                120　　　期末勤勉手当
4共　済　費 65 　　　　期末勤勉手当

              1,181　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                 24　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                 12　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                 65　　４共　済　費

                 65　　　共済組合費負担金

                 64　　　　共済組合負担金

                  1　　　　公務災害補償基金負担金

30

30

30 10需　用　費 30                  30　１消防団活動経費

                 30　１０需　用　費

                 30　　　光熱水費
　　　　光熱水費

△3,979

△905

△4,226 2給　　　料 △2,095             △4,395　１教育長、一般職の人件費

            △2,095　　２給　　　料

            △3,090　　　特別職給料
3職員手当等 △1,889 　　　　教育長給料

                995　　　一般職給料
　　　　一般職給料

4共　済　費 △411             △1,889　　３職員手当等

                556　　　管理職手当
　　　　管理職手当

8旅　　　費 169                  78　　　扶養手当
　　　　扶養手当

            △1,328　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

                 43　　　時間外勤務手当

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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△7203教育総務費 6,240 0 6,240
国庫支出金

△720

4教育総務施設整備 5,316 2,601 7,917
費

△381小学校費2 71,832 1,933 73,765

△3811学校管理費 69,242 1,933 71,175
都支出金

△381

保健体育費4 24,469 155 24,624

2学校給食費 17,537 155 17,692

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

10-01-02 事務局費
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　　　　時間外勤務手当

              △295　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

            △1,003　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                 60　　　管理職員特別勤務手当
　　　　管理職員特別勤務手当

              △411　　４共　済　費

              △411　　　共済組合費負担金

              △406　　　　共済組合負担金

                △5　　　　公務災害補償基金負担金

                169　２教育事務局事務費

                169　　８旅　　　費

                169　　　旅費
　　　　赴任旅費

720

2,601 12委　託　料 2,601               2,601　１教員住宅施設整備事業

              2,601　１２委　託　料

              2,601　　　業務委託料
　　　　教員住宅整備に係る用地造成・擁壁等詳細設
　　　　計業務

2,314

2,314 10需　用　費 1,173               1,933　１学校管理経費

              1,173　１０需　用　費

              1,173　　　光熱水費
13使用料及び 391 　　　　光熱水費

賃借料                 391　１３使用料及び賃借料

                391　　　使用料及び賃借料
　　　　教職員用パソコンリース料

14工事請負費 369                 369　１４工事請負費

                369　　　工事請負費

           △23,546　　　　学校施設改修工事

             23,915　　　　学校施設修繕工事

155

155 1報　　　酬 △57                  18　１学校給食会計年度任用職員の人件費

               △57　　１報　　　酬

                 20　　　会計年度任用職員の報酬

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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社会教育費5 16,468 △5,543 10,925

4学童保育費 5,972 △5,543 429

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

10-04-02 学校給食費
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3職員手当等 40 　　　　学校給食調理員報酬

               △77　　　付加報酬
　　　　付加報酬

4共　済　費 35                  40　　３職員手当等

                 40　　　期末勤勉手当
　　　　学校給食会計年度任用職員の期末手当

17備品購入費 137                  35　　４共　済　費

                 35　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

                137　２学校給食運営費

                137　１７備品購入費

                137　　　備品購入費
　　　　備品購入費

△5,543

△5,543 1報　　　酬 △4,633             △5,543　１学童保育会計年度任用職員の人件費

            △4,633　　１報　　　酬

            △4,290　　　会計年度任用職員の報酬
3職員手当等 △492 　　　　学童保育会計年度任用職員の報酬

              △343　　　付加報酬
　　　　付加報酬

4共　済　費 △418               △492　　３職員手当等

              △492　　　期末勤勉手当
　　　　学童保育会計年度任用職員の期末手当

              △418　　４共　済　費

              △418　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分
備考

補  正  後
49

補  正  前
51

比　　　較

  

   

職員手当等

の  

内　　　　訳

 

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 25

補  正  前 26

比　　　較

  

   

職員手当等

の  

内　　　　訳

 

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 24

補  正  前 25

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

管理職員 住　　　居 通　　　勤

特別勤務手当 55 手　　　当 363 手　　　当 -

防疫作業 ご　　　み 選挙事務

手　　　当 408 手　　　当 Δ144 手　　　当 Δ27

宿  日  直 保健看護業務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

-

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 337

-

管　理　職 扶　　　養 退職手当

手　　　当 - 手　　　当 - 組合負担金

150

防疫作業 ご　　　み 選挙事務

手　　　当 408 手　　　当 Δ144 手　　　当 Δ27

47,553 - 8,329 55,882 6,985

（単位：千円）

宿  日  直 保健看護業務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 52 手　　　　当

207

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 1,857 手　　　当 Δ330 手　　　　当 Δ995

127 組合負担金

147,715 27,601 175,316

△ 1 - △ 4,213 1,129 △ 3,084 367 △ 2,717

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

△ 583 △ 1,146

- 84,159 63,556

△ 1 △ 900 - 337 △ 563

62,867

48,453 - 7,992 56,445 7,568 64,013

退職手当

手　　　当 Δ594 手　　　当

手　　　　当 150

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 1,857

△ 900

手　　　当 Δ330 手　　　　当

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 79,946 64,685 144,631 27,968 172,599

報　　酬 給　　料
職員手
当等

計

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料
職員手
当等

計 共済費 合計
職員数

(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職員手
当等

計

管　理　職 扶　　　養 退職手当

79,946 73,014 200,513 34,953

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 4,092

補正前 4,003

Δ658

宿  日  直 保健看護業務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 52

管理職員 住　　　居 通　　　勤

-特別勤務手当 55 手　　　当 363 手　　　当

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

△ 2

48,453

207

△ 4,213 1,466 △ 3,647 △ 216 △ 3,863

手　　　当 Δ594 手　　　当 127 組合負担金

47,553 235,466

84,159 71,548 204,160 35,169 239,329(25)

(24)
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1．特　別　職　　(1)　村　長　等　

区         分
備考

補  正  後 2

補  正  前 2

比　　　較

1．特　別　職　　(2)　議　　員

区         分
備考

補  正  後 5

補  正  前 5

比　　　較

1．特　別　職　　(3)　その他　

区         分
備考

補  正  後

補  正  前

比　　　較

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

人　　数 報　　酬 給　　料
職　員
手当等

計
共済費

26,585

合計

- 13,860 8,990 22,850 3,732 26,582

- 13,860 8,991 22,851 3,734

Δ6,936

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

人　　数 報　　酬 給　　料
職　員
手当等

計
共済費 合計

- - Δ4,280 Δ1,548 Δ5,828 Δ1,108

12,740

7,860 - 2,223 10,083 2,657 12,740

7,860 - 2,223 10,083 2,657

-

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料
職　員
手当等

計
共済費 合計

- - - - - -

18,241

7,555 6,180 2,945 16,680 1,560 18,240

7,555 6,180 2,945 16,680 1,561

Δ6,034- Δ3,090 Δ2,025 Δ5,115 Δ919
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（本頁は白紙です） 
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議案第４８号  

 

 

令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算＜第１号＞ 

 

 

令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）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は歳入歳出それぞれ ４，８４０ 千円を増額し、歳入歳出 

予算の総額を ７９,９３５ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当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」による。 

 

 

 

 

 

令和４年 ９月１２日 

 

                 提出者 東京都利島村長  村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ９月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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繰入金１１ 8,090 △628 7,462

１他会計繰入金 6,293 1,169 7,462

２基金繰入金 1,797 △1,797 0

繰越金１２ 1 5,468 5,469

１繰越金 1 5,468 5,469

歳　　　　入　　　　合　　　　計 75,095 4,840 79,935

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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総務費１ 8,105 1,169 9,274

１総務管理費 8,084 1,169 9,253

保険給付費２ 26,023 85 26,108

１療養諸費 23,204 85 23,289

基金積立金７ 468 3,228 3,696

１基金積立金 468 3,228 3,696

諸支出金８ 24,887 358 25,245

１償還金及び還付加算金 1,003 358 1,361

歳　　　　出　　　　合　　　　計 75,095 4,840 79,935

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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国民健康保険税 6,928１

都支出金 60,067７

財産収入 5９

繰入金 8,090１１

繰越金 1１２

諸収入 4１３

75,095歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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0 6,928

0 60,067

0 5

△628 7,462

5,468 5,469

0 4

4,840 79,935

（単位：千円）

補正額 計
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１総務費 8,105 1,169 9,274

２保険給付費 26,023 85 26,108

３国民健康保険事業費納付金 13,192 0 13,192

６保健事業費 920 0 920

７基金積立金 468 3,228 3,696

８諸支出金 24,887 358 25,245

９予備費 1,500 0 1,500

歳　　　　出　　　　合　　　　計 75,095 4,840 79,935

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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1,797△628

85

3,228

358

5,468△628

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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繰入金11 8,090 △628 7,462

他会計繰入金1 6,293 1,169 7,462

一般会計繰入金1 6,293 1,169 7,462

基金繰入金2 1,797 △1,797 0

国民健康保険給付費等1 1,797 △1,797 0
財政調整基金繰入金

繰越金12 1 5,468 5,469

繰越金1 1 5,468 5,469

繰越金1 1 5,468 5,469

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １１ 繰入金

11-01-01 一般会計繰入金
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①職員給与費等繰入金3職員給与費 1,169                     1,169
等繰入金

①国民健康保険給付費等財政調整基金繰入金1国民健康保 △1,797                   △1,797
険給付費等
財政調整基
金繰入金

①前年度繰越金1前年度繰越 5,468                     5,468
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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△6281総務費 8,105 1,169 9,274

△628総務管理費1 8,084 1,169 9,253

△6281一般管理費 8,074 1,169 9,243
その他

△628

2保険給付費 26,023 85 26,108

療養諸費1 23,204 85 23,289

3一般被保険者療養 44 85 129
費

7基金積立金 468 3,228 3,696

基金積立金1 468 3,228 3,696

1国民健康保険給付 468 3,228 3,696
費等財政調整基金

8諸支出金 24,887 358 25,245

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 一般管理費
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1,797

1,797

1,797 2給　　　料 345               1,169　１国民健康保険一般職の人件費

                345　　２給　　　料

                345　　　一般職給料
3職員手当等 569 　　　　一般職給料

                569　　３職員手当等

                153　　　期末勤勉手当
4共　済　費 255 　　　　期末勤勉手当

                191　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                176　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                 49　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                255　　４共　済　費

                255　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

85

85

85 18負担金補助 85                  85　１一般被保険者療養費負担金
及び交付金                  85　１８負担金補助及び交付金

                 85　　　負担金
　　　　一般被保険者療養費

3,228

3,228

3,228 24積　立　金 3,228               3,228　１積立金

              3,228　２４積　立　金

              3,228　　　基金積立金
　　　　国民健康保険給付費等財政調整基金積立金

358

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

213/277



償還金及び還付加算金1 1,003 358 1,361

5保険給付費等交付 1,000 358 1,358
金償還金

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 諸支出金

08-01-05 保険給付費等交付金償還金
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358

358 22償還金利子 358                 358　１保険給付費等交付金償還金
及び割引料                 358　２２償還金利子及び割引料

                358　　　償還金
　　　　保険給付費等交付金償還金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
1

補  正  前
1

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 1

補  正  前 1

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 -

補  正  前 -
比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

-

-

345 569 914 255 1,169

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

- 6,183

2,637 1,577 4,214 800 5,014

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 5,128

補正前 4,214

153
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 -
退職手当

組合負担金 49

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

2,982 2,146 5,128 1,055

-

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 2,982 2,146 5,128 1,055 6,183

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

手　　　　当 -

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 191 手　　　当 176 手　　　　当

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

-

- 2,637 1,577

- - -

-

- - - - - -

住　　　　居

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

4,214 800 5,014

- 345 569 914 255 1,169

-

153
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

時間外勤務 休日勤務

-
退職手当

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

期末・勤勉

手　　　　当 191 手　　　当 176 手　　　　当

-
時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

- - - - -

（単位：千円）

組合負担金 49

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

( )

( )
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議案第４９号  

 

 

令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算＜第１号＞ 

 

 

令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）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は歳入歳出それぞれ １７，０４８ 千円を増額し、歳入歳出 

予算の総額を ８６,３４４ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当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」による。 

 

 

 

 

 

令和４年 ９月１２日 

 

                 提出者 東京都利島村長  村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ９月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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繰入金６ 36,860 7,920 44,780

１他会計繰入金 36,860 7,920 44,780

繰越金７ 1 9,128 9,129

１繰越金 1 9,128 9,129

歳　　　　入　　　　合　　　　計 69,296 17,048 86,344

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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総務費１ 57,556 9,128 66,684

１施設管理費 57,556 9,128 66,684

施設整備費３ 0 7,920 7,920

１施設整備費 0 7,920 7,920

歳　　　　出　　　　合　　　　計 69,296 17,048 86,344

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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診療収入 15,317１

都支出金 16,151３

使用料及び手数料 46４

財産収入 36５

繰入金 36,860６

繰越金 1７

諸収入 885８

69,296歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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0 15,317

0 16,151

0 46

0 36

7,920 44,780

9,128 9,129

0 885

17,048 86,344

（単位：千円）

補正額 計
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１総務費 57,556 9,128 66,684

２医業費 11,290 0 11,290

３施設整備費 0 7,920 7,920

４予備費 450 0 450

歳　　　　出　　　　合　　　　計 69,296 17,048 86,344

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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9,232△104

7,920

17,152△104

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）

223/277



繰入金6 36,860 7,920 44,780

他会計繰入金1 36,860 7,920 44,780

一般会計繰入金2 12,977 7,920 20,897

繰越金7 1 9,128 9,129

繰越金1 1 9,128 9,129

繰越金1 1 9,128 9,129

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ６ 繰入金

06-01-02 一般会計繰入金
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①一般会計繰入金1一般会計繰 7,920                     7,920
入金

①前年度繰越金1前年度繰越 9,128                     9,128
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）
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△1041総務費 57,556 9,128 66,684

△104施設管理費1 57,556 9,128 66,684

△1041一般管理費 47,462 972 48,434
その他

△104

3国民健康保険財政 36 8,156 8,192
調整基金

3施設整備費 0 7,920 7,920

施設整備費1 0 7,920 7,920

1施設整備費 0 7,920 7,920

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 一般管理費
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9,232

9,232

1,076 1報　　　酬 511                 524　１診療所一般職の人件費

              △100　　２給　　　料

              △100　　　一般職給料
2給　　　料 △100 　　　　一般職給料

                627　　３職員手当等

                108　　　扶養手当
3職員手当等 531 　　　　扶養手当

                 50　　　児童手当
　　　　児童手当

4共　済　費 30                 470　　　特地手当
　　　　特地手当

                △1　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                △3　　４共　済　費

                △3　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

                448　２診療所会計年度任用職員の人件費

                511　　１報　　　酬

                281　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　診療所会計年度任用職員の報酬

                230　　　付加報酬
　　　　診療所会計年度任用職員の付加報酬

               △96　　３職員手当等

               △96　　　期末勤勉手当
　　　　診療所会計年度任用職員の期末手当

                 33　　４共　済　費

                 33　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

8,156 24積　立　金 8,156               8,156　１積立金

              8,156　２４積　立　金

              8,156　　　基金積立金
　　　　国民健康保険直営診療所財政調整基金積立金

7,920

7,920

7,920 14工事請負費 7,920               7,920　１診療所施設整備事業

              7,920　１４工事請負費

              7,920　　　工事請負費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）
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特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 施設整備費

03-01-01 施設整備費
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　　　　診療所施設改修工事

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）
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2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
4

補  正  前
4

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

  

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 3

補  正  前 3

比　　　較

  

職員手当等

の   

内　　　　訳

  

  

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 1

補  正  前 1
比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

  

組合負担金 Δ1

扶　　　養 時間外勤務 休日勤務

3,212 - 339 3,551 435

（単位：千円）

手　　　当 -

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

初任給調整 特　　　地 特殊勤務

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
危　　　険 退職手当

手　　　当 - 組合負担金 -

-
期末・勤勉 児　　　童 地　　　域

手　　　　当 Δ96 手　　　当 - 手　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

-
初任給調整 特　　　地 特殊勤務

期末・勤勉 児　　　童

-
危　　　険 退職手当

手　　　当 - 手　　　当 470 手　　　　当

地　　　域

手　　　　当 - 手　　　当 50 手　　　当

- 手　　　　当

24,692 4,355 29,047

- - △ 100 627 527 △ 3 524

-

職員数
(人)

扶　　　養 時間外勤務

33 448

- 10,802 13,890

- 511 - △ 96 415

3,986

2,701 - 435 3,136 402 3,538

休日勤務

手　　　当 108 手　　　当

手　　　　当 -

期末・勤勉 児　　　童 地　　　域

手　　　　当 Δ96 手　　　当 50 手　　　当

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 10,702 14,517 25,219 4,352 29,571

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

扶　　　養 時間外勤務 休日勤務

10,702 14,856 28,770 4,787

511

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 7,193

補正前 6,957

-
初任給調整 特　　　地 特殊勤務

手　　　当 - 手　　　当 470
危　　　険 退職手当

手　　　当 - 組合負担金 Δ1

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

2,701

-

△ 100 531 942 30 972

手　　　当 108 手　　　当 - 手　　　　当

3,212 33,557

10,802 14,325 27,828 4,757 32,585

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

(1)

(1)

(1)

(1)
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議案第５０号  

 

 

令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算＜第２号＞ 

 

 

令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算＜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は歳入歳出それぞれ １６，３７７ 千円を増額し、歳入歳出 

予算の総額を ９９,９９６ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当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」による。 

 

 

 

 

 

令和４年 ９月１２日 

 

                 提出者 東京都利島村長  村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ９月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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都支出金３ 6,075 9,793 15,868

１都補助金 6,075 9,793 15,868

繰入金５ 68,530 △701 67,829

１一般会計繰入金 68,530 △701 67,829

繰越金６ 1 7,285 7,286

１繰越金 1 7,285 7,286

歳　　　　入　　　　合　　　　計 83,619 16,377 99,996

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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施設費１ 70,862 16,377 87,239

１施設管理費 62,183 △2,452 59,731

２施設整備費 8,679 18,829 27,508

歳　　　　出　　　　合　　　　計 83,619 16,377 99,996

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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使用料及び手数料 9,001１

都支出金 6,075３

財産収入 12４

繰入金 68,530５

繰越金 1６

83,619歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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0 9,001

9,793 15,868

0 12

△701 67,829

7,285 7,286

16,377 99,996

（単位：千円）

補正額 計
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１施設費 70,862 16,377 87,239

２公債費 12,257 0 12,257

３予備費 500 0 500

歳　　　　出　　　　合　　　　計 83,619 16,377 99,996

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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△2,6319,2159,793

△2,6319,2159,793

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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都支出金3 6,075 9,793 15,868

都補助金1 6,075 9,793 15,868

簡易水道都補助金1 6,075 9,793 15,868

繰入金5 68,530 △701 67,829

一般会計繰入金1 68,530 △701 67,829

一般会計繰入金1 68,530 △701 67,829

繰越金6 1 7,285 7,286

繰越金1 1 7,285 7,286

繰越金1 1 7,285 7,286

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ３ 都支出金

03-01-01 簡易水道都補助金

238/277



①簡易水道補助金（都）1簡易水道補 9,793                     9,793
助金

①一般会計繰入金1一般会計繰 △701                     △701
入金

①前年度繰越金1前年度繰越 7,285                     7,285
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計
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9,2159,7931施設費 70,862 16,377 87,239

179施設管理費1 62,183 △2,452 59,731

1総務費 31,766 △2,631 29,135

1793施設管理費 30,405 179 30,584
その他

179

9,0369,793施設整備費2 8,679 18,829 27,508

9,0369,7931施設整備費 8,679 18,829 27,508
都支出金 その他

9,793 9,036

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 施設費

01-01-01 総務費
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△2,631

△2,631

△2,631 2給　　　料 △1,180             △2,631　１簡易水道一般職の人件費

            △1,180　　２給　　　料

            △1,180　　　一般職給料
3職員手当等 △746 　　　　一般職給料

              △746　　３職員手当等

              △719　　　期末勤勉手当
4共　済　費 △705 　　　　期末勤勉手当

                 50　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                 95　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

              △172　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              △705　　４共　済　費

              △706　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

                  1　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

12委　託　料 179                 179　１簡易水道施設管理経費

                179　１２委　託　料

                179　　　業務委託料
　　　　自家用電気工作物保守管理委託料

12委　託　料 1,275               1,275　３老朽管更新事業

              1,275　１２委　託　料

              1,275　　　業務委託料
14工事請負費 17,554             △7,525　　　　配水管敷設替工事実施設計業務

              8,800　　　　排水管布設替設計業務委託

             17,554　６浄水場更新事業

             17,554　１４工事請負費

             17,554　　　工事請負費
　　　　簡水井戸増設工事

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計
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2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
2

補  正  前
2

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 2

補  正  前 2

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 -

補  正  前 -
比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

- - - - -

（単位：千円）

組合負担金 Δ172

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

-
時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

Δ719
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

時間外勤務 休日勤務

-
退職手当

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

期末・勤勉

手　　　　当 50 手　　　当 95 手　　　　当

- 手　　　　当

13,985 2,859 16,844

- - △ 1,180 △ 746 △ 1,926 △ 705 △ 2,631

-

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

- -

- 7,034 6,951

- - - - -

-

- - - - - -

住　　　　居

手　　　当 - 手　　　当

手　　　　当 -

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 50 手　　　当 95 手　　　　当

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 5,854 6,205 12,059 2,154 14,213

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

5,854 6,205 12,059 2,154

-

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 6,030

補正前 6,993

Δ719
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 -
退職手当

組合負担金 Δ172

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

-

-

△ 1,180 △ 746 △ 1,926 △ 705 △ 2,631

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

- 14,213

7,034 6,951 13,985 2,859 16,844

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

( )

( )
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議案第５１号  

 

 

令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計補正予算＜第２号＞ 

 

 

令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計補正予算＜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は歳入歳出それぞれ １，８８７ 千円を増額し、歳入歳出 

予算の総額を ８６,０７１ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当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」による。 

 

 

 

 

 

令和４年 ９月１２日 

 

                 提出者 東京都利島村長  村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ９月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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繰入金５ 78,761 △16,028 62,733

１一般会計繰入金 78,761 △16,028 62,733

繰越金６ 1 17,915 17,916

１繰越金 1 17,915 17,916

歳　　　　入　　　　合　　　　計 84,184 1,887 86,071

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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施設費１ 76,127 1,887 78,014

１施設管理費 71,127 1,887 73,014

歳　　　　出　　　　合　　　　計 84,184 1,887 86,071

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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分担金及び負担金 152１

使用料及び手数料 5,269２

繰入金 78,761５

繰越金 1６

財産収入 1７

84,184歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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0 152

0 5,269

△16,028 62,733

17,915 17,916

0 1

1,887 86,071

（単位：千円）

補正額 計
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１施設費 76,127 1,887 78,014

２公債費 7,025 0 7,025

３予備費 1,032 0 1,032

歳　　　　出　　　　合　　　　計 84,184 1,887 86,071

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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17,915△16,028

17,915△16,028

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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繰入金5 78,761 △16,028 62,733

一般会計繰入金1 78,761 △16,028 62,733

一般会計繰入金1 78,761 △16,028 62,733

繰越金6 1 17,915 17,916

繰越金1 1 17,915 17,916

繰越金1 1 17,915 17,916

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ５ 繰入金

05-01-01 一般会計繰入金
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①一般会計繰入金1一般会計繰 △16,028                  △16,028
入金

①前年度繰越金1前年度繰越 17,915                    17,915
・前年度の歳計剰余金￥17,916,646.―当初金
　予算￥1,000.

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合併処理浄化槽事業特別会計
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△16,0281施設費 76,127 1,887 78,014

△16,028施設管理費1 71,127 1,887 73,014

△16,0281施設管理費 71,126 1,887 73,013
その他

△16,028

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 施設費

01-01-01 施設管理費
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17,915

17,915

17,915 2給　　　料 33                 867　１合併処理浄化槽一般職の人件費

                 33　　２給　　　料

                 33　　　一般職給料
3職員手当等 642 　　　　一般職給料

                642　　３職員手当等

                 89　　　時間外勤務手当
4共　済　費 192 　　　　時間外勤務手当

                548　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

10需　用　費 1,020                   5　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                192　　４共　済　費

                193　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

                △1　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

              1,020　３汚泥再生処理センター管理経費

              1,020　１０需　用　費

              1,020　　　光熱水費
　　　　光熱水費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

合併処理浄化槽事業特別会計
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2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
1

補  正  前
1

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 1

補  正  前 1

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 -

補  正  前 -
比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

- - - - -

（単位：千円）

組合負担金 5

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

-
時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

-
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

時間外勤務 休日勤務

-
退職手当

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

期末・勤勉

手　　　　当 89 手　　　当 548 手　　　　当

- 手　　　　当

6,698 1,224 7,922

- - 33 642 675 192 867

-

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

- -

- 3,489 3,209

- - - - -

-

- - - - - -

住　　　　居

手　　　当 - 手　　　当

手　　　　当 -

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 89 手　　　当 548 手　　　　当

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 3,522 3,851 7,373 1,416 8,789

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

3,522 3,851 7,373 1,416

-

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 7,373

補正前 6,698

-
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 -
退職手当

組合負担金 5

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

-

-

33 642 675 192 867

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

- 8,789

3,489 3,209 6,698 1,224 7,922

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

( )

( )
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議案第５２号  

 

 

令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算＜第１号＞ 

 

 

令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）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は歳入歳出それぞれ ３,４８０ 千円を増額し、歳入歳出 

予算の総額を ５３,３５４ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当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」による。 

 

 

 

 

 

令和４年 ９月１２日 

 

                 提出者 東京都利島村長  村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ９月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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繰入金６ 16,443 375 16,818

１一般会計繰入金 14,981 295 15,276

２基金繰入金 1,462 80 1,542

繰越金７ 1 3,105 3,106

１繰越金 1 3,105 3,106

歳　　　　入　　　　合　　　　計 49,874 3,480 53,354

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

256/277



総務費１ 8,696 295 8,991

１総務管理費 8,566 295 8,861

諸支出金６ 2 3,185 3,187

１償還金 1 3,185 3,186

歳　　　　出　　　　合　　　　計 49,874 3,480 53,354

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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保険料 7,469１

国庫支出金 10,197２

支払基金交付金 9,410３

都支出金 6,353４

財産収入 1５

繰入金 16,443６

繰越金 1７

49,874歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額

258/277



0 7,469

0 10,197

0 9,410

0 6,353

0 1

375 16,818

3,105 3,106

3,480 53,354

（単位：千円）

補正額 計
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１総務費 8,696 295 8,991

２保険給付費 34,860 0 34,860

４地域支援事業費 6,015 0 6,015

５基金積立金 1 0 1

６諸支出金 2 3,185 3,187

７予備費 300 0 300

歳　　　　出　　　　合　　　　計 49,874 3,480 53,354

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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295

3,10580

3,105375

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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繰入金6 16,443 375 16,818

一般会計繰入金1 14,981 295 15,276

その他一般会計繰入金4 8,989 295 9,284

基金繰入金2 1,462 80 1,542

介護給付費準備基金繰1 1,462 80 1,542
入金

繰越金7 1 3,105 3,106

繰越金1 1 3,105 3,106

繰越金1 1 3,105 3,106

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ６ 繰入金

06-01-04 その他一般会計繰入金
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①職員給与費等繰入金1職員給与費 295                       295
等繰入金

①介護給付費準備基金繰入金1介護給付費 80                        80
準備基金繰
入金

①前年度繰越金1繰越金 3,105                     3,105

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）
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2951総務費 8,696 295 8,991

295総務管理費1 8,566 295 8,861

2951一般管理費 8,565 295 8,860
その他

295

806諸支出金 2 3,185 3,187

80償還金1 1 3,185 3,186

801償還金 1 3,185 3,186
その他

80

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 一般管理費
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2給　　　料 10                 295　１介護保険一般職の人件費

                 10　　２給　　　料

                 10　　　一般職給料
3職員手当等 196 　　　　一般職給料

                196　　３職員手当等

                 20　　　期末勤勉手当
4共　済　費 89 　　　　期末勤勉手当

                186　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

              △119　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                108　　　住居手当
　　　　住居手当

                  1　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                 89　　４共　済　費

                 89　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

3,105

3,105

3,105 22償還金利子 3,185               3,185　１償還金
及び割引料               3,185　２２償還金利子及び割引料

              3,185　　　償還金

              2,865　　　　過年度介護給付費国庫負担金返還金

                 26　　　　過年度地域支援事業国庫交付金返還金

                 13　　　　過年度地域支援事業都交付金返還金

                263　　　　過年度社会保険診療報酬支払基金返還金

                 18　　　　過年度介護給付費都負担金返還金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）
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2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
1

補  正  前
1

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 1

補  正  前 1

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 -

補  正  前 -
比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

- - - - -

（単位：千円）

組合負担金 1

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

住　　　　居 特殊勤務 児　　　　童

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

-
時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

20
住　　　　居 特殊勤務 児　　　　童

時間外勤務 休日勤務

-
退職手当

手　　　　当 108 手　　　当 - 手　　　　当

期末・勤勉

手　　　　当 186 手　　　当 Δ119 手　　　　当

- 手　　　　当

3,744 646 4,390

- - 10 196 206 89 295

-

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

- -

- 2,285 1,459

- - - - -

-

- - - - - -

住　　　　居

手　　　当 - 手　　　当

手　　　　当 -

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 186 手　　　当 Δ119 手　　　　当

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 2,295 1,655 3,950 735 4,685

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

2,295 1,655 3,950 735

-

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 3,950

補正前 3,744

20
住　　　　居 特殊勤務 児　　　　童

手　　　　当 108 手　　　当 -
退職手当

組合負担金 1

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

-

-

10 196 206 89 295

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

- 4,685

2,285 1,459 3,744 646 4,390

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

( )

( )
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議案第５３号  

 

 

令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算＜第１号＞ 

 

 

令和４年度東京都利島村後期高齢者医療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は歳入歳出それぞれ、 １,１０９ 千円を増額し、歳入 

歳出予算の総額を ７,５０６ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当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」による。 

 

 

 

 

 

令和４年 ９月１２日 

 

                 提出者 東京都利島村長  村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ９月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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後期高齢者医療保険料１ 1,933 1,109 3,042

１後期高齢者医療保険料 1,933 1,109 3,042

繰入金３ 4,126 △442 3,684

１他会計繰入金 4,126 △442 3,684

繰越金４ 1 442 443

１繰越金 1 442 443

歳　　　　入　　　　合　　　　計 6,397 1,109 7,506

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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広域連合納付金３ 4,809 1,109 5,918

１広域連合納付金 4,809 1,109 5,918

歳　　　　出　　　　合　　　　計 6,397 1,109 7,506

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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後期高齢者医療保険料 1,933１

繰入金 4,126３

繰越金 1４

諸収入 337５

6,397歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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1,109 3,042

△442 3,684

442 443

0 337

1,109 7,506

（単位：千円）

補正額 計
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１総務費 924 0 924

２葬祭費 200 0 200

３広域連合納付金 4,809 1,109 5,918

４保険事業費 213 0 213

５諸支出金 1 0 1

６予備費 250 0 250

歳　　　　出　　　　合　　　　計 6,397 1,109 7,506

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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1,551△442

1,551△442

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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後期高齢者医療保険料1 1,933 1,109 3,042

後期高齢者医療保険料1 1,933 1,109 3,042

後期高齢者医療保険料1 1,933 1,109 3,042

繰入金3 4,126 △442 3,684

他会計繰入金1 4,126 △442 3,684

一般会計繰入金1 4,126 △442 3,684

繰越金4 1 442 443

繰越金1 1 442 443

繰越金1 1 442 443

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １ 後期高齢者医療保険料

01-01-01 後期高齢者医療保険料
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①現年度分後期高齢者医療保険料1現年度分 1,109                     1,109

①一般会計繰入金1一般会計繰 △442                     △442
入金

①前年度繰越金1繰越金 442                       442

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

後期高齢者医療事業特別会計
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△4423広域連合納付金 4,809 1,109 5,918

△442広域連合納付金1 4,809 1,109 5,918

△4421広域連合分賦金 4,809 1,109 5,918
その他

△442

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 広域連合納付金

03-01-01 広域連合分賦金
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1,551

1,551

1,551 18負担金補助 1,109               1,109　１広域連合分賦金
及び交付金               1,109　１８負担金補助及び交付金

              1,109　　　負担金
　　　　広域連合負担金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

後期高齢者医療事業特別会計
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