
H25.2.28提出分

議案№ 議　　　　案　　　　名 説明者

議案 条例 1

雲南市総合計画策定委員会条例の制定について
・次期総合計画策定に向け、地方自治法第138条の4第3項の規定に
基づき、雲南市総合計画策定委員会を設置することに伴い、条例の
制定が必要となることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

2

雲南市高齢者活動促進施設条例の一部を改正する条例につい
て
・平成25年度から交流センター職員を地域自主組織による直接雇用
方式に変更することに伴い、条例の改正が必要となることから、議
会の議決を求めるものです。

副市長

3

雲南市交流センター条例の一部を改正する条例について
・平成25年度から交流センター職員を地域自主組織による直接雇用
方式に変更することなどに伴う関係条項の改正及び多根交流セン
ターの改築に伴い使用料等を定めるための条例の改正が必要となる
ことから、議会の議決を求めるものです。

副市長

4
地域委員会の設置に関する条例を廃止する条例について
・地域委員会の見直しに伴い、平成24年度末をもって地域委員会を
廃止することから、議会の議決を求めるものです。

副市長

5

雲南市ＵＩターン促進賃貸住宅入居者審査委員会条例の一部
を改正する条例について
・審査委員の追加と会長の選出方法の改正に伴い、条例の改正が必
要となることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

6

雲南市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例につい
て
・移動通信用鉄塔の新設に伴い、条例の改正が必要となることか
ら、議会の議決を求めるものです。

副市長

7
雲南市防災会議条例の一部を改正する条例について
・災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の改正
が必要となることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

8

雲南市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例の
一部を改正する条例について
・効率的な消防団運営を行える体制を整備するため、雲南市消防団
本部に団本部長を副団長格として設置するため、条例の改正が必要
となることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

9

雲南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に
ついて
・地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を
講ずるための関係法律の整備に関する法律が平成24年6月27日に公
布されたことに伴い、条例の改正が必要となることから、議会の議
決を求めるものです。

副市長

10
雲南市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について
・新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布されたこと伴い、条
例の制定が必要となることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

11

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
・地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を
講ずるための関係法律の整備に関する法律が平成24年6月27日に公
布されたことに伴い、条例の改正が必要となることから、議会の議
決を求めるものです。

副市長

12

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
・人事院勧告に伴い、条例の改正が必要となることから、議会の議
決を求めるものです。

副市長

区　　　分

平成２５年雲南市議会３月定例会　議案概要及び説明者
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13

雲南市市長及び副市長の給料の特例に関する条例の一部を改
正する条例について
・引き続き市長及び副市長の給料を減額するために条例の改正が必
要となることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

14

雲南市教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条
例について
・引き続き教育長の給料を減額するために条例の改正が必要となる
ことから、議会の議決を求めるものです。

副市長

15

雲南市職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する
条例について
・引き続き職員の特殊勤務手当を支給しないために条例の改正が必
要となることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

16

雲南市土地開発基金条例の一部を改正する条例について
・土地開発基金に属する土地のうち、取得目的を達成することが困
難となったもの又は必要でなくなったものについては、時価におい
て処分する事が出来るようにするため、条例の改正が必要となるこ
とから、議会の議決を求めるものです。

副市長

17

雲南市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について
・地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を
講ずるための関係法律の整備に関する法律が平成24年6月27日に公
布されたことに伴い、条例の改正が必要となることから、議会の議
決を求めるものです。

副市長

18

雲南市乳幼児等医療費助成条例の一部を改正する条例につい
て
・乳幼児等に対する医療費助成について、対象年齢を小学校修了ま
で引き上げることとし、併せて制度の名称を子ども医療とするため
に条例改正するもので、議会の議決を求めるものです。

副市長

19

雲南市不燃性廃棄物処理施設設置条例を廃止する条例につい
て
・雲南市加茂廃棄物処理場を平成25年4月1日から雲南市・飯南町事
務組合へ移管することとしたため条例の廃止が必要なることから、
議会の議決を求めるものです。

副市長

20

雲南市手数料徴収条例の一部を改正する条例について
・都市の低炭素化の促進に関する法律の施行による低炭素建築物の
認定に係る手数料の追加と、雲南市不燃性廃棄物処理施設条例の廃
止による不燃性廃棄物処理手数料の削除に伴い、条例改正が必要で
あることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

21

雲南市立保育所保育業務委託事業者選考委員会条例の制定に
ついて
・市立保育所の保育業務委託に伴い、委託事業者選考に必要な委員
会を設置するために、地方自治法138条の4第3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

22

雲南市立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例につ
いて
・介護保険法の改正等に伴い条例の改正が必要となることから、議
会の議決を求めるものです。

副市長

23
雲南市高齢者交流施設条例の一部を改正する条例について
・雲南市日登高齢者交流施設の表示登記の変更に伴い、条例の改正
が必要となることから、議会の議決を求めるものです。

副市長
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24

雲南市地域特産品流通販売促進施設条例の一部を改正する条
例について
・掛合町の道の駅に電気自動車用急速充電施設を設置し、使用料の
規定を追加する必要があり条例の改正が必要なことから、議会の議
決を求めるものです。

副市長

25

雲南市道の構造の技術的基準等を定める条例の制定について
・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行による道路法の一部改正に伴
い、市道の構造の技術的基準等を定める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

26
雲南市準用河川管理条例の制定について
・準用河川の管理に関する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

27

雲南市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
の制定について
・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行による河川法の一部改正に伴
い、準用河川管理施設等の構造について、河川管理上必要とされる
技術的基準等を定める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

28

雲南市営住宅条例の一部を改正する条例について
・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行による公営住宅法の一部改正に
伴うもの、及び、市営住宅の管理の全部又は一部を島根県住宅供給
公社に行わせることができること、並びに改良住宅の管理を指定管
理者に行わせるための条例の改正が必要であることから、議会の議
決を求めるものです。

副市長

29
雲南市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例について
・特定公共賃貸住宅の管理を指定管理者に行わせるための条例の改
正が必要であることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

30

雲南市定住促進住宅条例の一部を改正する条例について
・定住促進住宅の管理を指定管理者に行わせるための条例の改正が
必要であること及び、独立行政法人高齢者・障害・求職者雇用支援
機構から取得予定の雇用促進住宅３団地の管理について条例の改正
が必要であることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

31

雲南市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関
する基準を定める条例の制定について
・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行により、都市公園の特定公園施
設の設置に関する移動等円滑化基準を定める条例の制定が必要であ
ることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

32

雲南市都市公園条例の一部を改正する条例について
・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行により、都市公園及び公園施設
の設置基準を規定するため条例の改正が必要であることから、議会
の議決を求めるものです。

副市長

33

雲南市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制
定について
・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行により、下水道法については公
共下水道の構造上の基準並びに終末処理場の維持管理に関する基準
について条例を制定する必要があることから、議会の議決を求める
ものです。

副市長
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34

雲南市掛合町ふるさと活性化センター設置条例の一部を改正
する条例について
・多根ふるさと活性化センターの廃止に伴い、条例の改正が必要と
なることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

35
雲南市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について
・地方自治法の一部を改正する法律の施行により、条例の改正が必
要となることから、議会の議決を求めるものです。

副市長

36

雲南市スクールバス条例の制定について
・平成25年4月から三刀屋町中野地区の児童が三刀屋小学校への通
学に使用するスクールバスの設置条例を制定する必要があり、これ
に併せ、現在あるスクールバス設置条例3本を整理統合し、新たに
条例を制定するため、議会の議決を求めるものです。

副市長

37

雲南市重要有形民俗文化財菅谷たたら山内保存整備審議会条
例の制定について
・来年度より重要有形民俗文化財菅谷たたら山内保存整備検討委員
会を廃止し、新たに審議会を設置することに伴い、地方自治法138
条の4第3項の規定により条例の制定が必要となることから、議会の
議決を求めるものです。

副市長

38

雲南市旧大原郡家等範囲確認調査審議会条例の制定について
・来年度より旧大原郡家等範囲確認調査検討委員会を廃止し、新た
に審議会を設置することに伴い、地方自治法138条の4第3項の規定
により条例の制定が必要となることから、議会の議決を求めるもの
です。

副市長

39
雲南市木の国文化館条例を廃止する条例について
・雲南市木の国文化館を廃止することから、議会の議決を求めるも
のです。

副市長

40

雲南市立病院建設委員会条例の制定について
・雲南市立病院の建設に関し委員会を設置することに伴い、地方自
治法第138条の4第3項の規定により条例の制定が必要となることか
ら、議会の議決を求めるものです。

副市長

41

雲南市木次農村環境改善センター条例の一部を改正する条例
について
・平成25年度から交流センター職員を地域自主組織による直接雇用
方式に変更することに伴い、条例の改正が必要となることから、議
会の議決を求めるものです。

副市長

規約 42

雲南圏域１市２町障害程度区分認定審査会共同設置規約の一
部を変更する規約について
・地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を
講じるための関係法律の整備に関する法律が平成24年6月27日に公
布されたことに伴い、1市2町の規約変更が必要となることから議会
の議決を求めるものです。

副市長

一般
事件 43

新市建設計画の変更について
・東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例
に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、新市建設計画の
計画期間延長等の変更が必要となることから、旧市町村の合併の特
例に関する法律第5条第7項の規定により議会の議決を求めるもので
す。

副市長

44

字の区域の廃止について
・大東町小河内の地籍調査の実施に伴い、区域内の字が存続するこ
とにより十分な成果が得られないことから、小河内の区域内すべて
の字を廃止するために、地方自治法第260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
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45

字の区域の変更について
・島根県住宅供給公社が行う飯田住宅地は、分譲する為に全体を合
筆し、その後、住宅4区画及び道路用地に分割する必要があるが、
合筆には、同一行政区域であることが条件となっているため字の区
域変更を行う必要があり、地方自治法第260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

46

宇寿荘並びに笑寿苑の建物等の無償譲渡について
・平成22年3月の民間移管に伴い、かも福祉会に普通財産として無
償貸付を行っている宇寿荘・笑寿苑の建物・設備を、平成25年4月1
日に民営化方針に基づき無償譲渡したいので、地方自治法第96条第
1項の規定により、議会の議決を求めるものです。

副市長

47

さくら苑敷地（市有地）の有償貸付について
・特別養護老人ホーム等の民営化方針により、これまで無償貸付を
行っていたきすき福祉会のさくら苑の敷地である市有地を平成25年
5月21日から有償貸付したいので、地方自治法第96条第1項の規定に
より、議会の議決を求めるものです。

副市長

48

市道の路線認定について
・飯田住宅団地造成事業、向島地域住宅交付金事業及び中国横断自
動車道尾道松江線建設事業に伴う新設路線の認定について、道路法
第8条の規定により議会の議決を求めるものです。

副市長

49

市道の路線変更について
・中国横断自動車道尾道松江線、雲南吉田インターの設置に伴う市
道の名称変更及び向島地域住宅交付金事業に伴う市道の終点変更に
ついて、道路法第10条の規定により議会の議決を求めるものです。

副市長

50
市道の路線廃止について
・向島地域住宅交付金事業に伴う市道の廃止について、道路法第10
条の規定により議会の議決を求めるものです。

副市長

51～83
公の施設の指定管理者の指定について（別紙参照：33件）
・地方自治法第244条の2第6項の規定により、公の施設の指定管理
者の指定を行うものです。

副市長

84

調停の申立てについて
・加茂岩倉遺跡周辺整備事業の実施に伴い、物件の移転に係る補償
の額を確定させるため調停を申立てることについて、地方自治法第
96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものです。

副市長

予算 85 平成２４年度雲南市一般会計補正予算（第８号）
・補正額　273,100千円　・補正後の額　29,792,000千円

歳入は総務部長
歳出は各部長

86

平成２４年度雲南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第
３号）
【事業勘定】
・補正額　△136,319千円　・補正後の額　4,617,671千円
【直営診療施設勘定】
・歳入組替え　　　　　　 ・補正後の額　　120,741千円

市民環境部長
健康福祉部長

87
平成２４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　△4,071千円　・補正後の額　467,403千円

上下水道部長

88
平成２４年度雲南市生活排水処理事業特別会計補正予算（第
４号）
・補正額　△14,726千円　・補正後の額　2,396,915千円

上下水道部長

89
平成２４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　△18,700千円　・補正後の額　201,100千円

建設部長
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90
平成２４年度雲南市ダム対策事業特別会計補正予算（第４
号）
・補正額　△1,390千円　・補正後の額　72,946千円

政策企画部長

91 平成２４年度雲南市清嵐荘事業特別会計補正予算（第２号）
・歳入組替え　　　　　 ・補正後の額　42,569千円

吉田総合
センター所長

92

平成２４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　1,079千円　　補正後の額　771,042千円
【資本的収支】
・資本的収入
　補正額　202,863千円　　補正後の額　349,971千円
・資本的支出
　補正額　200,000千円　　補正後の額　678,350千円

水道局長

93

平成２４年度雲南市工業用水道事業会計補正予算（第２号）
【資本的収支】
・資本的収入
　補正額　 △65,000千円　補正後の額　35,000千円
・資本的支出
　補正額　 △65,000千円　補正後の額　45,363千円

水道局長

94

平成２４年度雲南市病院事業会計補正予算（第３号）
【収益的収支】
・事業収益
　補正額　　29,270千円　補正後の額　4,013,438千円
・事業費用
　補正額　△21,333千円　補正後の額　4,093,788千円
【資本的収支】
・資本的収入
　補正額   △1,130千円　補正後の額　240,301千円
・資本的支出
　補正額　 △1,500千円　補正後の額　356,974千円

病院事務部長

95 平成２５年度雲南市一般会計予算
・予算額　28,130,000千円

総務部長

96
平成２５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　4,751,000千円
【直営診療施設勘定】　・予算額　　134,500千円

市民環境部長
健康福祉部長

97 平成２５年度雲南市後期高齢者医療事業特別会計予算
・予算額　1,059,500千円

市民環境部長

98 平成２５年度雲南市農業労働災害共済事業特別会計予算
・予算額　5,200千円

産業振興部長

99 平成２５年度雲南市簡易水道事業特別会計予算
・予算額　445,600千円

上下水道部長

100 平成２５年度雲南市生活排水処理事業特別会計予算
・予算額　2,471,900千円

上下水道部長

101 平成２５年度雲南市財産区特別会計予算
・予算額　717千円

大東総合
センター所長

102 平成２５年度雲南市土地区画整理事業特別会計予算
・予算額　125,600千円

建設部長

103 平成２５年度雲南市ダム対策事業特別会計予算
・予算額　137,800千円

政策企画部長

104 平成２５年度雲南市清嵐荘事業特別会計予算
・予算額　43,100千円

吉田総合
センター所長
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105

平成２５年度雲南市水道事業会計予算
【収益的収支】
・水道事業収益　　　760,155千円
・水道事業費用　　　783,324千円　　純損失　　34,671千円
【資本的収支】
・資本的収入　　　　303,425千円
・資本的支出　　　　650,446千円　　補填財源 347,021千円

水道局長

106

平成２５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　　　117,427千円
・水道事業費用　　　116,595千円　　純利益　　　 550千円
【資本的収支】
・資本的収入　　　　 33,593千円
・資本的支出　　　　 63,861千円　　補填財源  30,268千円

水道局長

107

平成２５年度雲南市病院事業会計予算
【収益的収支】
・事業収益　　　　　　　　　　・事業費用
　予算額　4,023,320千円　　　　 予算額　4,100,184千円
【資本的収支】
・資本的収入　　　　　　　　　・資本的支出
　予算額　307,378千円　　　　　 予算額　476,789千円

病院事務部長

諮問 1
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
・人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市長が市議会の意見を
聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦するものです。

総務部長

2
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
・人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市長が市議会の意見を
聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦するものです。

総務部長

3
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
・人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市長が市議会の意見を
聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦するものです。

総務部長

報告 1

住宅新築資金貸付金に関する権利（債権）の放棄について
・雲南市私債権の管理に関する条例第13条第1項の規定に基づき、
貸付金に関する権利（債権）を放棄したので、同条例第13条第2項
の規定により議会に報告するものです。

総務部長
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