
H29.3.1提出分

議案№ 議　　　　案　　　　名 説明者

議案 承認

1

雲南市税条例等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
・「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う
ための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を
改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令等の一
部を改正する政令」が平成28年11月28日にそれぞれ公布され、いず
れも原則として公布の日から施行されたことに伴い、雲南市税条例
等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

2

雲南市国民健康保険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
・平成28年12月26日に公布された「健康保険法等の一部を改正する
政令」及び平成28年5月25日に公布された「外国人等の国際運輸業
に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律
施行令等の一部を改正する政令」により、「国民健康保険法施行令
の一部を改正する政令」が公布され、いずれも平成29年1月1日から
施行されることに伴い、雲南市国民健康保険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
雲南市行政組織条例等の一部を改正する条例について
・平成29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

2

雲南市個人情報保護条例等の一部を改正する条例について
・「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法
律」の一部施行による「行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律」の一部改正に伴い、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

3

雲南市特別職の職員の給与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

4
雲南市職員の給与の特例に関する条例の制定について
・引き続き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

5

雲南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す
る条例について
・雲南市職員における育児又は介護を行う者の勤務時間の改正を行
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

6

雲南市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
について
・雲南市職員の育児休業制度における対象者等の改正を行うため、
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
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7

田井小水力発電所管理運営基金条例を廃止する条例について
・田井小水力発電所を平成28年8月1日に島根県に譲渡したので、田
井小水力発電所管理運営基金条例を廃止するため、議会の議決を求
めるものです。

副市長

8

雲南市行財政改革審議会条例の制定について
・行財政改革に関し、調査、審議を行う審議会を設置することに伴
い、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、条例の制定が必
要になることから、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
・雲南市消防団員の出動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

10

雲南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
の一部を改正する条例について
・「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法
律」の一部施行による「行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（番号法）」の一部改正に伴い、条
例において引用する番号法の条ずれを整理するもので、議会の議決
を求めるものです。

副市長

11
雲南市立認定こども園条例の一部を改正する条例について
・雲南市立認定こども園に「大東こども園」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

12

雲南市児童クラブ条例の一部を改正する条例について
・長期休業日における使用料について、設定を細分化し利用者の利
便性向上に資するため、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

13

雲南市手数料徴収条例の一部を改正する条例について
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、
認定等の手数料について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

雲南市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例について
・人口の社会増に向けた入居者支援事業を特定公共賃貸住宅の2団
地へ拡大することに伴い、条例の改正が必要になることから、議会
の議決を求めるものです。

副市長

15

雲南市高齢者コミュニティセンター条例の一部を改正する条
例について
・地域自主組織新市いきいき会の事務所移転に伴い、雲南市高齢者
コミュニティセンターの貸館業務を変更するため、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

16
雲南市診療施設条例の制定について
・木次町、吉田町に設置している診療施設について、条例を定める
もので、議会の議決を求めるものです。

副市長

17

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
・雲南市立病院職員の給与の基準についての改正を行うため、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
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一般
事件 18

相互救済事業の委託について
・相互救済事業（建物総合損害共済事業・自動車損害共済事業）を
公益社団法人全国市有物件災害共済会に委託することについて、地
方自治法第263条の2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

19

公の施設の指定管理者の指定の変更について
・地方自治法第244条の2第6項の規定により、雲南市木次堆肥セン
ターの指定管理者の指定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

20
市道の路線廃止について
・市道の路線廃止について、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

21
市道の路線変更について
・市道の路線変更について、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

22
市道の路線認定について
・市道の路線認定について、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

予算 23 平成２８年度雲南市一般会計補正予算（第５号）
・補正額　 　361,300千円　・補正後の額　29,791,319千円

歳入は総務部長
歳出は各部長

24

平成２８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　  △48,370千円　・補正後の額　 5,261,829千円
【直営診療施設勘定】
・補正額　　　 △164千円　・補正後の額　　 126,593千円

市民環境部長
健康福祉部長

25
平成２８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　   △5,671千円　・補正後の額　 1,101,117千円

市民環境部長

26
平成２８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　   　　200千円　・補正後の額　 　837,060千円

上下水道部長

27
平成２８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　  △58,147千円　・補正後の額　 2,788,935千円

上下水道部長

28
平成２８年度雲南市土地区画整理事業特別会計補正予算（第
１号）
・補正額　  △41,000千円　・補正後の額　 　 99,000千円

建設部長

29

平成２８年度雲南市水道事業会計補正予算（第４号）
【資本的収支】
・資本的収入
　補正額   　△4,000千円　　補正後の額 　　540,101千円
【資本的支出】
・資本的支出
　補正額     △4,000千円　　補正後の額 　  891,796千円

水道局長
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30

平成２８年度雲南市病院事業会計補正予算（第３号）
【収益的収支】
・病院事業収益
　 補正額　   42,718千円　　補正後の額　 4,227,717千円
・病院事業費用
　 補正額　 △22,281千円　　補正後の額　 4,306,049千円
【資本的収支】
・資本的収入
　 補正額　△135,221千円　　補正後の額　 2,374,920千円
・資本的支出
　 補正額　△140,112千円　　補正後の額　 2,469,054千円

市立病院
事務部次長

31 平成２９年度雲南市一般会計予算
・予算額　28,098,000千円

総務部長

32

平成２９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　 5,352,400千円
【直営診療施設勘定】
・予算額　　 119,500千円

市民環境部長
健康福祉部長

33 平成２９年度雲南市後期高齢者医療事業特別会計予算
・予算額　 1,119,100千円

市民環境部長

34 平成２９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
農林振興担当

統括監

35 平成２９年度雲南市生活排水処理事業特別会計予算
・予算額　 2,488,400千円

上下水道部長

36 平成２９年度雲南市財産区特別会計予算
・予算額　　　   708千円

大東総合
センター所長

37 平成２９年度雲南市土地区画整理事業特別会計予算
・予算額　　  84,100千円

建設部長

38

平成２９年度雲南市水道事業会計予算
【収益的収支】
・水道事業収益  1,408,518千円
・水道事業費用  1,320,528千円　　　純利益　   87,990千円
【資本的収支】
・資本的収入    　358,731千円
・資本的支出    　819,438千円　　　補填財源　460,707千円

水道局長

39

平成２９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　 　49,565千円
・水道事業費用  　 65,436千円　　　純損失 　△15,871千円
【資本的収支】
・資本的収入　　　　　　0千円
・資本的支出　　　 34,823千円　　　補填財源   34,823千円

水道局長

40

平成２９年度雲南市病院事業会計予算
【収益的収支】
･病院事業収益　 4,195,945千円
･病院事業費用　 4,463,269千円　　　純損失　  267,324千円
【資本的収支】
 ･資本的収入　　6,251,033千円
 ･資本的支出　　6,369,315千円　　　補填財源  118,282千円

市立病院
事務部次長
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同意 1

雲南市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
て
・条例改正に伴う新たな雲南市教育委員の任命について、地方教育
行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会
の同意を求めるものです。

副市長

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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