
H26.3.3提出分

議案№ 議　　　　案　　　　名 説明者

議案 条例 2

雲南市総合計画策定条例の制定について
・地方自治法の一部改正により、総合計画の策定と議会による議決
を定めた第2条第4項が削除されたものの、総合計画は、雲南市のま
ちづくりの長期的な展望を示し、総合的かつ計画的な行政運営の指
針を定めるものであることから、雲南市総合計画策定条例を制定す
るもので、議会の議決を求めるものです。

副市長

3

雲南市民バスの運行に関する条例の一部を改正する条例につ
いて
・高齢者等の外出支援事業の一つとして平成24年度から始めた市民
バス優待回数乗車券について、内容を拡充し平成26年4月より延長
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

4

雲南市だんだんタクシー条例の制定について
・平成25年3月から実証運行を行っている大東町海潮区域及び三刀
屋町鍋山区域について、平成26年4月から本格運行へ移行するた
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

5

雲南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
の一部を改正する条例について
・消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正
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
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
おいて、「障害程度区分」の名称が「障害支援区分」に改正される
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

7

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、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、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

雲南市総合保健福祉計画策定委員会条例の制定について
・雲南市総合保健福祉計画の策定のため、策定委員会を設置するも
ので、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

10

雲南市障がい者計画及び障がい福祉計画策定委員会条例の制
定について
・雲南市障がい者計画及び障がい福祉計画の策定のため、策定委員
会を設置するもので、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
雲南市子育て支援センター条例の制定について
・加茂子育て支援センターの設置に伴い、条例の整備が必要となる
ことから、議会の議決を求めるものです。

副市長

区　　　分

平成２６年雲南市議会３月定例会　議案概要及び説明者
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12
雲南市健康都市宣言策定委員会条例の制定について
・健康都市宣言の策定のため、策定委員会を設置するもので、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

13

雲南市産業振興ビジョン策定委員会条例の制定について
・将来における市内の産業振興のあるべき姿を想定した産業振興ビ
ジョンを策定するため、産業振興ビジョン策定委員会を設置するも
ので、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

14

雲南市中小企業振興基本条例の制定について
・中小企業振興についての基本理念を明らかにするとともに、その
方向性を示し、中小企業振興を総合的に推進することを目的として
雲南市中小企業振興基本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

15

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26年4月1日からの消費税率の改定に伴い、雲南市手数料徴収
条例に定める建築確認申請手数料等の見直しを行なうため、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

16

雲南市教育基本計画策定委員会条例の制定について
・雲南市教育基本計画の策定のため、策定委員会を設置するもの
で、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

17
雲南市スクールバス条例の一部を改正する条例について
・小学校の閉校及び市民バスの再編に伴い、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

雲南市スポーツ推進審議会条例の制定について
・スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、雲南
市スポーツ推進審議会を設置するもので、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

19

雲南市掛合町ふるさと活性化センター条例の一部を改正する
条例について
・松笠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

20

雲南市立病院職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部
を改正する条例について
・調整手当から地域手当への変更に伴い、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

規約 21
雲南広域連合規約の一部を変更する規約について
・雲南広域連合事務所の移転に伴い、規約の一部を変更するもの
で、議会の議決を求めるものです。

副市長

22

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
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
おいて「障害程度区分」の名称が「障害支援区分」に改正されるこ
とに伴い、規約の一部を変更するもので、議会の議決を求めるもの
です。

副市長
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一般
事件

23
市道の路線認定について
・市道の認定について、道路法第8条第2項の規定により、議会の議
決を求めるものです。

副市長

24
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

25～36
公の施設の指定管理者の指定について（別紙参照：12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、議会の議決を求めるものです。

副市長

37

雲南市新庁舎建設事業雲南市新庁舎建設工事（建築主体）請
負契約について
・工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項第5号及
び雲南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す
る条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

副市長

38

雲南市新庁舎建設事業雲南市新庁舎建設工事（電気設備）請
負契約について
・工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項第5号及
び雲南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す
る条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

副市長

39

雲南市新庁舎建設事業雲南市新庁舎建設工事（機械設備）請
負契約について
・工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項第5号及
び雲南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す
る条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

副市長

予算 40 平成２５年度雲南市一般会計補正予算（第７号）
・補正額      148,800千円　・補正後の額　29,597,300千円

歳入は総務部長
歳出は各部長

41

平成２５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　  △173,379千円　・補正後の額　 4,607,583千円
【直営診療施設勘定】
・補正額　       △66千円　・補正後の額　   138,449千円

市民環境部長
健康福祉部長

42
平成２５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　    △2,965千円　・補正後の額　   452,232千円

上下水道部長

43
平成２５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　      4,539千円　・補正後の額　 2,536,489千円

上下水道部長

44 平成２５年度雲南市財産区特別会計補正予算（第１号）
・補正額　      4,229千円　・補正後の額　     4,946千円

大東総合
センター所長

45
平成２５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　   △14,400千円　・補正後の額　   114,700千円

建設部長

46
平成２５年度雲南市ダム対策事業特別会計補正予算（第３
号）
・補正額　    △1,668千円　・補正後の額　   137,037千円

政策企画部長
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47

平成２５年度雲南市水道事業会計補正予算（第４号）
【収益的収支】
・水道事業収益
  補正額　   △7,400 千円    補正後の額　  751,062 千円
・水道事業費用
  補正額        △482千円    補正後の額　   784,047千円
【資本的収支】
・資本的収入
  補正額     △13,622千円    補正後の額　   288,403千円
・資本的支出
  補正額     △13,794千円    補正後の額　   676,397千円

水道局長

48

平成２５年度雲南市工業用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　       △22千円    補正後の額　   107,341千円

水道局長

49

平成２５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　  △14,549千円　   補正後の額　 4,111,551千円
・事業費用
　補正額　  △25,224千円　   補正後の額　 4,100,719千円
【資本的収支】
・資本的収入
　補正額　   △1,146千円　   補正後の額　 　596,689千円
・資本的支出
　補正額　   △2,685千円　   補正後の額　 　732,079千円

病院事務部長

50 平成２６年度雲南市一般会計予算
・予算額　30,604,000千円

総務部長

51
平成２６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　4,767,000千円
【直営診療施設勘定】　・予算額　  132,200千円

市民環境部長
健康福祉部長

52 平成２６年度雲南市後期高齢者医療事業特別会計予算
・予算額　1,063,000千円

市民環境部長

53 平成２６年度雲南市農業労働災害共済事業特別会計予算
・予算額　    5,100千円

産業振興部長

54 平成２６年度雲南市簡易水道事業特別会計予算
・予算額  　503,800千円

上下水道部長

55 平成２６年度雲南市生活排水処理事業特別会計予算
・予算額　2,523,700千円

上下水道部長

56 平成２６年度雲南市財産区特別会計予算
・予算額　      778千円

大東総合
センター所長

57 平成２６年度雲南市土地区画整理事業特別会計予算
・予算額　  511,100千円

建設部長

58 平成２６年度雲南市ダム対策事業特別会計予算
・予算額　  119,800千円

政策企画部長

59 平成２６年度雲南市清嵐荘事業特別会計予算
・予算額　   47,600千円

吉田総合
センター所長
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60

平成２６年度雲南市水道事業会計予算
【収益的収支】
・水道事業収益　910,013千円
・水道事業費用　888,239千円　　純利益　  　   7,015千円
【資本的収支】
・資本的収入　　167,756千円
・資本的支出　　552,592千円　　補填財源　   384,836千円

水道局長

61

平成２６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　 50,280千円
・水道事業費用　 74,155千円　　純損失　　    23,875千円
【資本的収支】
・資本的収入　　 　　 0千円
・資本的支出　　 32,668千円　　補填財源      32,668千円

水道局長

62

平成２６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    　4,095,444千円　　予算額　   4,389,925千円
【資本的収支】
・資本的収入　　　　　　　　 ・資本的支出
　予算額　      793,076千円　　予算額　     886,372千円

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。

大東総合
センター所長
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