
H28.3.3提出分

議案№ 議　　　　案　　　　名 説明者

議案 承認 1

雲南市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制
定の専決処分の承認を求めることについて
・地方税法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、原則とし
て平成28年1月1日から施行されたことに伴い、雲南市税条例の一部
を改正する条例の一部を改正する条例を専決処分しましたので、議
会に報告し、承認を求めるものです。

副市長

条例 1

雲南市寄附によるふるさと政策選択条例の一部を改正する条
例について
・寄附によるふるさと政策選択条例に基づく寄附金について、雲南
市ふるさと納税制度に係る経費等を寄附金より支出できるよう条例
の改正をするもので、議会の議決を求めるものです。

副市長

2

行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
の制定について
・改正行政不服審査法等が平成28年4月1日から施行されることに伴
い、関係条例の一部を改正するもので、議会の議決を求めるもので
す。

副市長

3

雲南市行政不服審査会条例の制定について
・改正行政不服審査法の規定により、新たに設置する雲南市行政不
服審査会の組織及び運営に関する事項を定めるもので、議会の議決
を求めるものです。

副市長

4

雲南市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車
の使用の公営に関する条例の制定について
・市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公
営の実施に関し、公職選挙法第141条第8項の規定に基づき、条例を
制定するもので、議会の議決を求めるものです。

副市長

5

雲南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関す
る条例の制定について
・市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営の実施に関し、
公職選挙法第142条第11項の規定に基づき、条例を制定するもの
で、議会の議決を求めるものです。

副市長

6

雲南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ
いて
・雲南市職員の給与等の改定を行うため、条例を改正するもので、
議会の議決を求めるものです。

副市長

7

雲南市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例について
・雲南市議会の議員の期末手当の改定を行うため、条例を改正する
もので、議会の議決を求めるものです。

副市長

8

雲南市特別職の職員の給与等に関する条例及び旧雲南市教育
長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を
改正する条例について
・市長、副市長及び教育長の期末手当の改定を行うため、条例を改
正するもので、議会の議決を求めるものです。

副市長

区　　　分

平成２８年雲南市議会３月定例会　議案概要及び説明者
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9

雲南市非常勤の委員等の報酬及び費用弁償条例の一部を改正
する条例について
・雲南市非常勤の委員等の報酬の変更を行うため、条例を改正する
もので、議会の議決を求めるものです。

副市長

10
雲南市市長等の給料の特例に関する条例の制定について
・引き続き市長、副市長及び教育長の給料を減額するため、条例を
制定するもので、議会の議決を求めるものです。

副市長

11
雲南市職員の給与の特例に関する条例の制定について
・雲南市職員の給与を減額するため、条例を制定するもので、議会
の議決を求めるものです。

副市長

12

雲南市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関
する条例の一部を改正する条例について
・地方公務員災害補償法の規定に基づく補償額の改定により条例を
改正するもので、議会の議決を求めるものです。

副市長

13

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律
の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
・地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施
行に伴い、関係する条例を改正するもので、議会の議決を求めるも
のです。

副市長

14

雲南市組織機構の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例
の制定について
・平成28年4月1日から雲南市行政組織を変更するため、条例を改正
するもので、議会の議決を求めるものです。

副市長

15

雲南市立認定こども園の設置に伴う関係条例の整理に関する
条例の制定について
・雲南市立「海潮こども園」、「加茂こども園」、「斐伊こども
園」、「三刀屋こども園」の開園に伴い、関係する条例の一部を改
正するもので、議会の議決を求めるものです。

副市長

16

雲南市参考人等に対する費用弁償支給条例の一部を改正する
条例について
・農業委員会等に関する法律の改正に伴い、条例を改正するもの
で、議会の議決を求めるものです。

副市長

17

雲南市手数料徴収条例の一部を改正する条例について
・平成28年4月1日から、既存住宅に係る長期優良住宅の認定制度及
び建築物の省エネ性能向上計画の認定制度の施行されることに伴
い、雲南市手数料徴収条例に手数料を規定するため、条例を改正す
るもので、議会の議決を求めるものです。

副市長

18
雲南市都市公園条例の一部を改正する条例について
・雲南市都市公園に新たに施設を追加するため、条例を改正するも
ので、議会の議決を求めるものです。

副市長
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規約 19

雲南広域連合規約の一部を変更する規約について
・松江市から事務の委託を受けている松江市宍道町区域に係るし尿
処理に関する事務を平成27年度末をもって廃止するため、雲南広域
連合規約の一部を変更することについて、議会の議決を求めるもの
です。

副市長

一般
事件 20

過疎地域自立促進計画の策定について
・現過疎地域自立促進計画の計画期間が平成28年3月末をもって満
了することに伴い、新たに策定する過疎地域自立促進計画につい
て、過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項の規定により、議会の
議決を求めるものです。

副市長

21
～51

公の施設の指定管理者の指定について（別紙参照：31件）
・公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第
6項の規定により、議会の議決を求めるものです。

副市長

52
市道の路線変更について
・市道の変更について、道路法第10条第3項の規定により、議会の
議決を求めるものです。

副市長

予算 53 平成２７年度雲南市一般会計補正予算（第７号）
・補正額　 △198,300千円　・補正後の額　30,984,500千円

歳入は総務部長
歳出は各部長

54

平成２７年度雲南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第
４号）
【事業勘定】
・補正額　  △61,793千円　・補正後の額　 5,329,749千円
【直営診療施設勘定】
・補正額　　　 　684千円　・補正後の額　　 122,372千円

市民環境部長
健康福祉部長

55
平成２７年度雲南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
（第２号）
・補正額　   △1,427千円　・補正後の額　 1,057,954千円

市民環境部長

56
平成２７年度雲南市簡易水道事業特別会計補正予算（第４
号）
・補正額　　　 6,571千円　・補正後の額　　 516,608千円

上下水道部長

57
平成２７年度雲南市生活排水処理事業特別会計補正予算（第
３号）
・補正額　  △61,019千円　・補正後の額　 2,544,650千円

上下水道部長

58
平成２７年度雲南市土地区画整理事業特別会計補正予算（第
２号）
・補正額　   △9,500千円　・補正後の額　 　425,500千円

建設部長

59

平成２７年度雲南市水道事業会計補正予算（第４号）
【収益的収支】
・水道事業費用
　補正額    　　 506千円　　補正後の額 　　873,418千円
【資本的収支】
・資本的支出
　補正額         942千円　　補正後の額 　  620,267千円

水道局長
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60

平成２７年度雲南市工業用水道事業会計補正予算（第３号）
【収益的収支】
・水道事業費用
　補正額  　　　 346千円　　補正後の額   　 75,767千円

水道局長

61

平成２７年度雲南市病院事業会計補正予算（第４号）
【収益的収支】
・病院事業収益
　 補正額　   59,361千円　　補正後の額　 4,162,452千円
・病院事業費用
　 補正額　    1,860千円　　補正後の額　 4,243,502千円
【資本的収支】
・資本的収入
　 補正額　 △46,489千円　　補正後の額　　 873,639千円
・資本的支出
　 補正額　 △43,585千円　　補正後の額　　 948,115千円

病院事務部長

62 平成２８年度雲南市一般会計予算
・予算額　28,203,000千円

総務部長

63

平成２８年度雲南市国民健康保険事業特別会計予算
【事業勘定】
・予算額　 5,365,600千円
【直営診療施設勘定】
・予算額　　 124,900千円

市民環境部長
健康福祉部長

64 平成２８年度雲南市後期高齢者医療事業特別会計予算
・予算額　 1,098,500千円

市民環境部長

65 平成２８年度雲南市農業労働災害共済事業特別会計予算
・予算額　　　 4,900千円

産業振興部長

66 平成２８年度雲南市簡易水道事業特別会計予算
・予算額　　 789,600千円

上下水道部長

67 平成２８年度雲南市生活排水処理事業特別会計予算
・予算額　 2,822,500千円

上下水道部長

68 平成２８年度雲南市財産区特別会計予算
・予算額　　　   736千円

大東総合
センター所長

69 平成２８年度雲南市土地区画整理事業特別会計予算
・予算額　　 140,000千円

建設部長

70

平成２８年度雲南市水道事業会計予算
【収益的収支】
・水道事業収益  　888,854千円
・水道事業費用  　858,490千円　　　純利益　  　4,766千円
【資本的収支】
・資本的収入    　472,831千円
・資本的支出    　827,410千円　　　補填財源　354,579千円

水道局長
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71

平成２８年度雲南市工業用水道事業会計予算
【収益的収支】
・水道事業収益　 　49,544千円
・水道事業費用  　 68,392千円　　　純損失 　　18,848千円
【資本的収支】
・資本的収入　　　　　　0千円
・資本的支出　　　 34,088千円　　　補填財源   34,088千円

水道局長

72

平成２８年度雲南市病院事業会計予算
【収益的収支】
・病院事業収益　4,142,172千円
・病院事業費用　4,390,610千円　　　純損失　  248,438千円
【資本的収支】
・資本的収入　  2,500,061千円
・資本的支出　  2,595,623千円　　　補填財源 　95,562千円

病院事務部長

報告 1

議会の委任による専決処分の報告について
・法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること及びその和解
に関して、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決によ
り委任された事項について専決処分したので、同条第2項の規定に
より議会に報告するものです。

教育部長
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