
H29.12.8提出分

議案№ 議　　　　案　　　　名 説明者

議案 承認 12

平成２９年度雲南市一般会計補正予算（第３号）の専決処分
の承認を求めることについて
・地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同
条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。
・補正額　38,200千円　補正後の額　28,759,800千円

総務部長

条例 71

雲南市支所設置条例の一部を改正する条例について
・掛合総合センターの新築移転に伴い、同センターの位置を変更す
るため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

72

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要件の改正を行うため
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

73

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
・掛合交流センターの新築移転に伴い、同センターの位置及び使用
料を変更するため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

74

雲南市児童クラブ条例の一部を改正する条例について
・かけや児童クラブを新掛合交流センター内へ移転することに伴
い、同クラブの位置を変更するため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

75

雲南市立図書館条例の一部を改正する条例について
・掛合図書センターを新掛合交流センター内へ移転することに伴
い、同図書センターの位置を変更するため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

76

雲南市漆仁の里交流館条例の一部を改正する条例について
・施設の利用料金を指定管理者の収入として収受することができる
ようにするため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

77

雲南市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例に
ついて
・雲南市立病院の改築に伴い新病院の1人室の使用料を定めるため
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

一般
事件

78～
137

公の施設の指定管理者の指定について（別紙参照：60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

予算 138
平成２９年度雲南市一般会計補正予算（第４号）
・補正額　　345,000千円　補正後の額　29,104,800千円

歳入は総務部長
歳出は各部長

139

平成２９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　　  9,485千円　補正後の額　 5,351,365千円
【直営診療施設勘定】
・補正額　　    240千円　補正後の額　   120,823千円

市民環境部長
健康福祉部長

区　　　分

平成２９年雲南市議会１２月定例会　議案概要及び説明者
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議案№ 議　　　　案　　　　名 説明者区　　　分

140
平成２９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 　 △6,900千円　補正後の額　    77,200千円

建設部長

141

平成２９年度雲南市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    　  848千円　補正後の額   1,359,997千円
【資本的収支】
・資本的収入
　　補正額 　△11,990千円　補正後の額   　348,241千円
・資本的支出
　　補正額   △11,492千円　補正後の額   　811,237千円

水道局長

142

平成２９年度雲南市工業用水道事業会計補正予算（第２号）
【収益的収支】
・水道事業収益
　　補正額　　　7,584千円　補正後の額  　  57,149千円
・水道事業費用
　　補正額　　　3,020千円　補正後の額　  　68,557千円

水道局長

143

平成２９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　　 84,704千円　補正後の額　 4,251,240千円
・病院事業費用
　  補正額　 △12,984千円　補正後の額　 4,454,569千円
【資本的収支】
・資本的収入
　　補正額　     △80千円　補正後の額　 6,251,053千円
・資本的支出
　　補正額　      100千円　補正後の額　 6,369,467千円

市立病院
事務部長

同意 22

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
・任期満了に伴う雲南市教育委員会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

諮問 5
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 26

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。

産業観光部長

27

議会の委任による専決処分の報告について
・市営住宅の家賃その他市営住宅賃貸借契約から生ずる入居者の債
務の履行の請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関して、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。

建設部長
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【別紙】

H29.12.8提出分

議案№ 指定管理施設名称 本庁 総合センター

78 雲南市木次町郷土文化保存伝習施設 地域振興課 木次総合Ｃ自治振興課

79 伊萱農業構造改善センター 地域振興課 三刀屋総合Ｃ自治振興課

80 砂子原自治会館 地域振興課 加茂総合Ｃ自治振興課

81 坂本集会センター 地域振興課 三刀屋総合Ｃ自治振興課

82 深野集落センター 地域振興課 吉田総合Ｃ自治振興課

83 川手公会堂 地域振興課 吉田総合Ｃ自治振興課

84 大宝集会所 地域振興課 吉田総合Ｃ自治振興課

85 長迫集会センター 地域振興課 掛合総合Ｃ自治振興課

86 志食集会センター 地域振興課 掛合総合Ｃ自治振興課

87 下多根集会センター 地域振興課 掛合総合Ｃ自治振興課

88 舟津集会センター 地域振興課 掛合総合Ｃ自治振興課

89 雲南市大東町地域福祉センター 健康福祉総務課 大東総合Ｃ市民福祉課

90 雲南市三刀屋健康福祉センター 健康福祉総務課 三刀屋総合Ｃ市民福祉課

91 掛合まめなかセンター 健康福祉総務課 掛合総合Ｃ市民福祉課

92 雲南市斐伊高齢者交流施設 健康福祉総務課 木次総合Ｃ市民福祉課

93 雲南市生き甲斐と創造の作業場 健康福祉総務課 木次総合Ｃ市民福祉課

94 雲南市掛合町ミニ福祉センター 健康福祉総務課 掛合総合Ｃ市民福祉課

95 雲南市木次勤労者総合福祉センター（サンワーク木次） 産業施設課

96 雲南市三刀屋明石緑が丘公園 産業施設課

97 根波生活改善センター 地域振興課 三刀屋総合Ｃ自治振興課

98 飯石生活改善センター 地域振興課 三刀屋総合Ｃ自治振興課

99 雲南市掛合酒蔵資料館 産業施設課

100 雲南市繁殖和牛センター 林業畜産課

101 雲南市きすき有機センター 林業畜産課

102 雲南市掛合農林産物加工場 林業畜産課

103 雲南市掛合集出荷センター 農政課

104 雲南市掛合多根農村公園 農林土木課

105 里坊農村公園 農林土木課

106 粟谷農村公園 農林土木課

107 給下農村公園 農林土木課

公の施設の指定管理者の指定について（一覧表）



議案№ 指定管理施設名称 本庁 総合センター

108 中野農村公園 農林土木課

109 伊萱農村公園 農林土木課

110 大吉田農村公園 農林土木課

111 曽木農村公園 農林土木課

112 川手農村公園 農林土木課

113 雲南市神話の森峯寺交流拠点施設・交流施設（峯寺遊山荘） 産業施設課

114 雲南市健康の森 産業施設課

115 雲南市吉田林業総合センター 林業畜産課

116 雲南市木次林業総合センター 林業畜産課

117 雲南市木次健康温泉センター（おろち湯ったり館） 産業施設課

118 雲南市道の駅さくらの里きすき 産業施設課

119 雲南市みとや深谷温泉「ふかたに荘」 産業施設課

120 吉田町郷土資料館 地域振興課 吉田総合Ｃ自治振興課

121 「菅谷たたら山内」及び周辺施設 地域振興課 吉田総合Ｃ自治振興課

122 食の幸ふるさと屋 地域振興課 吉田総合Ｃ自治振興課

123 鉄の未来科学館 地域振興課 吉田総合Ｃ自治振興課

124 高齢者創作活動施設「稲わら工房」 産業施設課

125 鉄とアクションとグリーンシャワーの森・栃山エリア 産業施設課

126 吉田公園 産業施設課

127 雲南市掛合波多温泉「満壽の湯」 産業施設課

128 雲南市木次経済文化会館（チェリヴァホール） 文化財課

129
雲南市特定公共賃貸住宅・雲南市定住促進住宅・雲南市営改良住
宅（１４団地）

建築住宅課

130 加茂文化ホール（ラメール） 文化財課

131 古代鉄歌謡館 文化財課

132 大東公園（丸子山除く） 社会教育課

133 雲南市幡屋体育館 社会教育課

134 加茂中央公園 社会教育課

135 雲南市三刀屋文化体育館（アスパル） 社会教育課

136 雲南市掛合体育館 社会教育課

137 雲南市掛合野球場 社会教育課


