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諮問第　2　号　人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに　‥‥＝67

ついて



（報告第16号）

専決処分事項の報告について

（工事請負契約の変更について）

（契　約　課）

1　専決処分した理由

平成20年議案第54号により契約を締結することについて議決を得

た佐方公民館建設工事の請負契約については、工事内容の一部変更に伴

う設計変更により、請負金額を変更する必要が生じたので、地方自治法

第180条第1項の規定により専決処分したものである。

2　専決処分の内容

現 請 負 金 額 変更請 負金 額 増　　 加　　 額

176，400．000円 183，6 12，450円 7，212．450円

3　専決処分年月日

平成20年10月17日

4　根拠法令

（1）地方自治法

第180条　普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、

その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長におい

て、これを専決処分にすることができる。

②　前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長

は、これを議会に報告しなければならない。

（2）市長の専決処分事項

第3号　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（昭和39年条例第6号）第2条の規定により議会の議決を得

た契約について、請負金額の増額又は減額が当該請負金額の100

分の5を超えない変更契約を締結すること。
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（議案第87号）

廿日市市教育委員会委員定数条例

（教育委員会）

1　制定の要旨

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、条例で

定めるところにより、教育委員会の委員の数を6人以上とすることがで

きることとされたことに伴い、その定数を6人に定めようとするもので

ある。

2　施行期日

平成20年12月24日

3　根拠法令

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第3条　教育委員会は、5人の委員をもって組織する。ただし、条例で

定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合の

うち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあっては6人

以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入する

ものの教育委員会にあっては3人以上の委員をもって組織することが

できる。
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（議案第88号）

廿日市市公民館条例の一部を改正する条例

（自治振興課）

1　提案の要旨

（1）廿日市市佐方公民館を移転することに伴い、その位置を次のとおり

変更しようとするものである。

現　　　　　　　　　 行 改　　　　 正　　　　 案

廿 日市市佐方二丁 目1 1 番 1 8 号 廿 日市市佐方一丁 目4 番 2 8 号

（2）移転後の廿日市市佐方公民館の施設の使用料の額を次のとおり定め

ようとするものである。

区　　 分

基　 本　 使　 用　 料

午　 前 午　 後 夜　 間 午前・午後 午後 ・夜間 1　 日

9 時から 13時から 17時から 9 時から 13時か ら 9 時か ら

12時30分 17時まで 21時30分 17時まで 21時30分 21時30分

まで まで まで まで

大研

修室

ホール 650円 740円 830円 1，490円 1，570円 2，320円

ステージ 480円 550円 610円 1，100円 1，160円 1，710円

第 1研修室 290円 340円 380円 680円 720円 1，060円

第 2 研修室 290円 340円 380円 680円 720円 1，060円

第 3 研修室 330円 380円 430円 770円 810円 1，200円

工作室 160円 180円 200円 370円 380円 570円

児童室 230円 260円 290円 520円 550円 810円

和

室

和室 1 190円 220円 250円 450円 470円 700円

和室 2 230円 260円 300円 530円 560円 830円

水屋 70円 80円 90円 170円 170円 260円

－　5　－



1，90 0円調

理

室

実習室 530円＿ 610円 680円 1，220円 1，290円

準備室 180円 210円 240円 420円 450円

2　施行期日等

平成21年3月23日。ただし、1の（2）については、平成20年1

2月22日から施行し、平成21年3月23日以後に廿日市市佐方公民

館を使用する場合の使用料について適用する。

3　根拠法令

（1）社会教育法

第24条　市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民

館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。

（2）地方自治法

第225条　普通地方公共団体は、第238条の4第7項の規定によ

る許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用

料を徴収することができる。

第228条　分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項につい

ては、条例でこれを定めなければならない。（以下略）
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（議案第89号）

廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例

（保　険　課）

1　提案の要旨

（1）廿日市市国民健康保険運営協議会の委員の定数を次のとおり減員し

ようとするものである。

区　　　　　　　 分 現　　　 行 改　 正　 案

被保険者 を代表す る委員 5 人 3 人

保険医又は保険薬剤師 を代表 す る委 員 5 人 3 人

公益 を代表す る委員 5 人 3 人

被用者保 険等保険者 を代表す る委 員 2 人 1 人

合　　　　　　　 計 1 7 人 1 0 人

（2）産科医療補償制度の創設により、当該制度に加入する医療機関等は

1分娩当たり3万円の掛金を要することに伴い、被保険者が出産に際

して負担する費用の増加が見込まれることから、出産育児一時金の支

給額を3万円を上限として加算できるようにしようとするものである。

2　施行期日

平成21年1月1日。ただし、1の（1）については、平成21年2月

1日

3　根拠法令

（1）　国民健康保険法

第58条　保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は

規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支

給若しくは葬祭の給付を行うものとする。（以下略）

（2）　国民健康保険法施行令

第3条　国民健康保険運営協議会（第5条第1項及び附則第1条の2

において「協議会」という。）は、被保険者を代表する委員、保険

医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数を
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もって組織する。

②　委員の定数は、条例で定める。

附則第1条の2　協議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項

に規定する委員に法附則第7条第3項に規定する被用者保険等保険

者を代表する委員を加えて組織することができる。
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（議案第90号）

廿日市市立学校設置条例の一部を改正する条例

（教育委員会）

1　改正の理由

小中一貫教育校を開校するため、吉和中学校を吉和小学校の所在地に

移転することに伴い、吉和中学校の位置を変更するなどの改正を行うと

ともに、学校教育法の一部が改正されたことに伴う規定の整理を行おう

とするものである。

2　改正の内容

（1）吉和中学校の位置を次のとおり変更する。

現　　　　　　　　 行 改　　　 正　　　 案

廿 日市市吉和 1 4 1 3 番地 廿 日市市吉和 1 5 5 5 番地 1

（2）学校の名称及び位置に係る規定の順序について、幼稚園、小学校、

中学校の順に変更する。

（3）廿日市市立学校施設使用条例の一部改正

吉和中学校の移転により、移転前の学校施設は使用を廃止すること

に伴い、吉和中学校の施設使用料の額に関する規定を削除する。

3　施行期日

平成21年4月1日

4　根拠法令

地方自治法

第244条の2　普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特

別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関す

る事項は、条例でこれを定めなければならない。
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（議案第95号）

廿日市市基本構想の全部変更について

（総合政策課）

1　変更の理由

平成の大合併により市域が拡大し、島しょ部から山間部まで、さまざ

まな自然風土や産業を持つことになった本市において、すべての市民が

安心して暮らし、未来に向けて夢と希望を育むことのできる環境を整え

るため、廿日市市基本構想の全部を変更し、新たに平成27（201

5）年度を目標年次とする基本構想を定めようとするものである。

2　変更の内容

（1）まちづくりの目標と基本方針

まちづくりの基本理念を明らかにし、めざす将来像として都市像及

び生活者像を掲げるとともに、都市像を実現するための基本目標を定

める。

（2）将来人口と都市構造の設定

目標年次である平成27（2015）年度における人口フレーム及

び就業フレームを設定するとともに、本市の特性を踏まえた今後の土

地利用の基本方向と、これに基づく都市構造の構築の方針を明らかに

する。

（3）政策目標

ア　都市像の実現に向けて、基本的視点と政策目標を設定するととも

に、政策目標ごとに市民の満足度などの意識を中心とした指標を設

け、これをまちづくりの進み具合を図るものさしとして市民と市で

共有し、計画の進捗を点検する。

イ　政策目標ごとに重点的取り組みを定めるとともに、施策体系を明

らかにする。

（4）　自治体経営の方向

本市の経営の方向を明らかにするために、経営理念と経営目標を設
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定するとともに、経営目標に対する指標と重点的取り組みを定める。

3　根拠法令

地方自治法

第2条

④　市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てそ

の地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想

を定め、これに即して行なうようにしなければならない。
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（議案第96号）

公の施設の指定管理者の指定について

（自治振興課）

1　提案の要旨

佐方三丁目集会所外121施設の指定管理者の指定期間が、平成21

年3月31日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の指定

管理者を新たに指定しようとするものである。

（1）公の施設の名称及び指定管理者となる団体の名称

公の施設 の名称 指 定 管 理 者 と な る 団 体 の 名 称

佐方三丁目集会所 佐方三丁目集会所管理運営委員会

佐万上集会所 佐万上集会所管理運営委員会

大東集会所 大東集会所管理運営委員会

桜尾二丁 目集会所 桜尾二丁目集会所管理運営委員会

上平良集会所 上平良集会所管理運営委員会

新宮一丁目集会所 新宮一丁目集会所管理運営委員会
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平良山手集会所 平良山手集会所管理運営委員会

後畑集会所 後畑集会所管理運営委員会

六本松一丁目集会所 六本松一丁目集会所管理運営委員会

扇園集会所 扇園集会所管理運営委員会

阿品台一丁目集会所 阿品台一丁目集会所管理運営委員会

阿品台二丁 目集会所 阿品台二丁目集会所管理運営委員会

阿品台三丁目集会所 阿品台三丁目集会所管理運営委員会

地御前北二丁目集会所 地御前北二丁 目集会所管理運営委員会

城内集会所 城内集会所管理運営委員会
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阿品台五丁 目第一集会

所

阿品台五丁目第一集会所管理運営委員会

佐万一丁目集会所 佐万一丁目集会所管理運営委員会

橋本集会所 橋本集会所管理運営委員会

阿品台四丁 目集会所 阿品台四丁目集会所管理運営委員会

阿品台北見晴らし集会

所
阿品台北見晴らし集会所管理運営委員会

鼓ヶ浜集会所 鼓ヶ浜集会所管理運営委員会

田尻集会所 田尻集会所管理運営委員会

阿品台山の手集会所 阿品台山の手集会所管理運営委員会

明石集会所 明石集会所管理運営委員会
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佐方西集会所 佐方酉集会所管理運営委員会

串戸五丁目集会所 串戸五丁目集会所管理運営委員会

砂原集会所 砂原集会所管理運営委員会

本町集会所 本町集会所管理運営委員会

中平良集会所 中平良集会所管理運営委員会

新宮二丁目集会所 新宮二丁目集会所管理運営委員会

下平良一丁 目集会所 下平良一丁 目集会所管理運営委員会

国実集会所 国実集会所管理運営委員会

的場集会所 的場集会所管理運営委員会
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宮迫集会所 宮迫集会所管理運営委員会

桜尾一丁目集会所 桜尾一丁目集会所管理運営委員会

四季が丘十一丁 目集会

所
四季が丘十一丁目集会所管理運営委員会

川末集会所 川末集会所管理運営委員会

阿品台五丁 目第二集会

所
阿品台五丁目第二集会所管理運営委員会

六本松二丁目集会所 六本松二丁 目集会所管理運営委員会

佐方四丁 目集会所 佐方四丁目集会所管理運営委員会

宮園上二丁目集会所 宮園上二丁目集会所管理運営委員会

地御前四丁目集会所 地御前四丁目集会所管理運営委員会
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佐方本町集会所 佐方本町集会所管理運営委員会

須賀集会所 須賀集会所管理運営委員会

宮園二丁目集会所 官園二丁目集会所管理運営委員会

四季が丘九丁目集会所 四季が丘九丁目集会所管理運営委員会

地御前三丁目堀集会所 地御前三丁目堀集会所管理運営委員会

宮園八丁目集会所 宮園八丁 目集会所管理運営委員会

北山集会所 北山集会所管理運営委員会

阿品台北中央集会所 阿品台北中央集会所管理運営委員会

阿品二丁目集会所 阿品二丁 目集会所管理運営委員会

ー18　－



四季が丘二丁 目集会所 四季が丘二丁目集会所管理運営委員会

可愛集会所 可愛集会所管理運営委員会

佐原田集会所 佐原田集会所管理運営委員会

畑口集会所 畑口集会所管理運営委員会

港町集会所 港町集会所管理運営委員会

四季が丘八丁目集会所 四季が丘八丁 目集会所管理運営委員会

速谷集会所 速谷集会所管理運営委員会

廿日市一丁目集会所 廿日市一丁目集会所管理運営委員会

北山2 区集会所 北山2 区集会所管理運営委員会

ー19　－



串戸四丁目集会所 串戸四丁目集会所管理運営委員会

廿日市光ヶ丘集会所 廿日市光ヶ丘集会所管理運営委員会

本郷集会所 本郷集会所管理運営委員会

永原集会所 永原集会所管理運営委員会

花上集会所 花上集会所管理運営委員会

吉末集会所 吉末集会所管理運営委員会

林集会所 林集会所管理運営委員会

戸屋原集会所 戸星原集会所管理運営委員会

小田原集会所 小田原集会所管理運営委員会
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中道集会所 中道集会所管理運営委員会

飯山集会所 飯山集会所管理運営委員会

友田集会所 友田集会所管理運営委員会

下川上集会所 下川上集会所管理運営委員会

大町集会所 大町集会所管理運営委員会

下乗栖集会所 下栗栖集会所管理運営委員会

平谷集会所 平谷集会所管理運営委員会

グランドハイツ集会所 グランドハイツ集会所管理運営委員会

上川上集会所 上川上集会所管理運営委員会
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佐伯光ヶ丘集会所 佐伯光ヶ丘集会所管理運営委員会

大沢集会所 大沢集会所管理運営委員会

所山集会所 所山集会所管理運営委員会

上大町集会所 上大町集会所管理運営委員会

冷川集会所 冷川集会所管理運営委員会

助藤集会所 助藤集会所管理運営委員会

成ヶ原集会所 成ヶ原集会所管理運営委員会

小吏集会所 小更集会所管理運営委員会

市野集会所 市野集会所管理運営委員会
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大虫集会所 大虫集会所管理運営委員会

昭和集会所 昭和集会所管理運営委員会

吉和第一集会所 吉和第一集会所管理運営委員会

吉和第二集会所 吉和第二集会所管理運営委員会

吉和第三集会所 吉和第三集会所管理運営委員会

石原集会所 石原集会所管理運営委員会

鍛冶屋川集会所 鍛冶屋川集会所管理運営委員会

吉和中央集会所 吉和中央集会所管理運営委員会

平良一丁目集会所 平良一丁目集会所管理運営委員会
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天神集会所 天神集会所管理運営委員会

大野 1 区集会所 大野第 1 区

大野 2 区集会所 大野第 2 区

大野 3 区集会所 大野第 3 区

大野4 区集会所 大野第 4 区

大野 6 区集会所 大野第 6 区

大野 7 区集会所 大野第 7 区

大野 8 区集会所 大野第 8 区

大野 9 区集会所 大野第 9 区
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大野 1 0 区集会所 大野第 1 0 区

福面集会所

大野第 1 区青葉台集会所

柿の浦集会所

対厳山集会所

大野第 2 区中山集会所

更地集会所

早時集会所 大野第3 区

宮島台集会所

大野第4 区

物見山東集会所

上の浜集会所 大野第 6 区

梅原集会所 大野第 7 区

沖塩屋集会所 大野第 8 区

丸石集会所 大野第 9 区
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長野集会所 長野集会所管理運営委員会

大野コミュニティセン

ター
大野第 5 区

陽光台集会所 陽光台集会所管理運営委員会

（2）指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

地方自治法

第244条の2

⑥　普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あ

らかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
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（議案第97号）

公の施設の指定管理者の指定について

（商工労政課）

1　提案の要旨

廿日市市産業交流センターの指定管理者の指定期間が、平成21年3

月31日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の指定管理

者を新たに指定しようとするものである。

（1）　公の施設の名称

廿日市市産業交流センター

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市本町5番1号

廿日市商工会議所

会頭　細　川　　　匡

（3）　指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第98号）

公の施設の指定管理者の指定について

（商工労政課）

1　提案の要旨

廿日市市宮島商工会館の指定管理者の指定期間が、平成21年3月3

1日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の指定管理者を

新たに指定しようとするものである。

（1）公の施設の名称

廿日市市宮島商工会館

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市宮島町527番地1

宮島町商工会

会長　梅　林　保　雄

（3）指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第99号）

公の施設の指定管理者の指定について

（観　　光　　課）

1　提案の要旨

はつかいちアルカディア（アルカディア・ビレッジ及びふるさと会

館）の指定管理者の指定期間が、平成21年3月31日をもって満了す

ることに伴い、次のとおり当該施設の指定管理者を新たに指定しようと

するものである。

（1）　公の施設の名称

はつかいちアルカディア（アルカディア・ビレッジ及びふるさと会

館）

（2）指定管理者となる団体の名称

広島市南区大須賀町17番5号

株式会社　ケントク中国支社

支社長　佐　藤　智　則

（3）　指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第100号）

公の施設の指定管理者の指定について

（観　　光　　課）

1　提案の要旨

はつかいちアルカディア（ふれあいの森及びさくらの里）の指定管理

者の指定期間が、平成21年3月31日をもって満了することに伴い、

次のとおり当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものである。

（1）公の施設の名称

はつかいちアルカディア（ふれあいの森及びさくらの里）

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市本町5番1号

廿日市市観光協会

会長　白　井　孝　司

（3）　指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第101号）

公の施設の指定管理者の指定について

（観　　光　　課）

1　提案の要旨

廿日市市福祉健康増進保養センターの指定管理者の指定期間が、平成

21年3月31日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の

指定管理者を新たに指定しようとするものである。

（1）　公の施設の名称

廿日市市福祉健康増進保養センター

（2）指定管理者となる団体の名称

広島市南区大須賀町17番5号

株式会社　ケントク中国支社

支社長　佐　藤　智　則

（3）　指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第102号）

公の施設の指定管理者の指定について

（観　　光　　課）

1　提案の要旨

廿日市市吉和魅惑の里の指定管理者の指定期間が、平成21年3月3

1日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の指定管理者を

新たに指定しようとするものである。

（1）公の施設の名称

廿日市市吉和魅惑の里

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市吉和291番地10

梶広建設株式会社

代表取締役　梶　本　正　五

（3）指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第103号）

公の施設の指定管理者の指定について

（観　　光　　課）

1　提案の要旨

廿日市市岩倉ファームパークの指定管理者の指定期間が、平成21年

3月31日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の指定管

理者を新たに指定しようとするものである。

（1）公の施設の名称

廿日市市岩倉ファームパーク

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市本町5番1号

廿日市市観光協会

会長　白　井　孝　司

（3）指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第104号）

公の施設の指定管理者の指定について

（農林水産課）

1　提案の要旨

廿日市漁船等巻揚施設の指定管理者の指定期間が、平成21年3月3

1日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の指定管理者を

新たに指定しようとするものである。

（1）　公の施設の名称

廿日市漁船等巻揚施設

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市地御前五丁目10番8号

地御前漁業協同組合

代表理事　黒　田　勝　敏

（3）　指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第105号）

公の施設の指定管理者の指定について

（農林水産課）

1　提案の要旨

大野漁船等巻揚施設の指定管理者の指定期間が、平成21年3月31

日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の指定管理者を新

たに指定しようとするものである。

（1）公の施設の名称

大野漁船等巻揚施設

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市沖塩屋三丁目4番21号

大野町漁業協同組合

代表理事　松　本　清　隆

（3）　指定の期間

平成・21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第106号）

公の施設の指定管理者の指定について

（農林水産課）

1　提案の要旨

宮島漁船等巻揚施設の指定管理者の指定期間が、平成21年3月31

日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の指定管理者を新

たに指定しようとするものである。

（l）公の施設の名称

宮島漁船等巻揚施設

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市宮島町974番地9

宮島漁業協同組合

代表理事　森　脇　　　賢

（3）指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第107号）

公の施設の指定管理者の指定について

（社 ∠ゝ
フ三

1　提案の要旨

廿日市市総合健康福祉センターの指定管理者の指定期間が、平成21

年3月31日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の指定

管理者を新たに指定しようとするものである。

（l）公の施設の名称

廿日市市総合健康福祉センター

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市新宮一丁目13番1号

社会福祉法人　廿日市市社会福祉協議会

会長　棲　井　正　弥

（3）指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第108号）

公の施設の指定管理者の指定について

（社 A
二三三 課）

1　提案の要旨

廿日市市吉和福祉センターの指定管理者の指定期間が、平成21年3

月31日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の指定管理

者を新たに指定しようとするものである。

（1）公の施設の名称

廿日市市吉和福祉センター

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市新宮一丁目13番1号

社会福祉法人　廿日市市社会福祉協議会

会長　櫻　井　正　弥

（3）指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第109号）

公の施設の指定管理者の指定について

（社　会　課）

1　提案の要旨

廿日市市大野福祉保健センターの指定管理者を次のとおり指定しよう

とするものである。

（1）公の施設の名称

廿日市市大野福祉保健センター

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市大野1680番地3

社会福祉法人．いもせ衆楽会

理事長　蒲　田　正　之

（3）指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説呪書に同じ。
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（議案第110号）

公の施設の指定管理者の指定について

（社 A
茶 課）

1　提案の要旨

廿日市市宮島福祉センターの指定期間が、平成21年3月31日をも

って満了することに伴い、次のとおり当該施設の指定管理者を新たに指

定しようとするものである。

（1）公の施設の名称

廿日市市宮島福祉センター

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市新宮一丁目13番1号

社会福祉法人　廿日市市社会福祉協議会

会長　横　井　正　弥

（3）　指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第111号）

公の施設の指定管理者の指定について

（高齢介護課）

1　提案の要旨

廿日市市保健福祉研修センターの指定管理者の指定期間が、平成21

年3月31日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の指定

管理者を新たに指定しようとするものである。

（1）公の施設の名称

廿日市市保健福祉研修センター

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市原362番地2

社会福祉法人　西中国キリスト教社会事業団

理事長　西　尾　正　嗣

（3）指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第112号）

公の施設の指定管理者の指定について

（維持管理課）

1　提案の要旨

廿日市駅前自転車駐車場外11施設の指定管理者の指定期間が、平成

21年3月31日をもって満了することに伴い、次のとおり当該施設の

指定管理者を新たに指定しようとするものである。

（1）公の施設の名称

廿日市駅前自転車駐車場

宮内串戸駅前自転車駐車場

大野浦自転車駐車場

山陽女子大前自転車駐車場

宮内駅前自転車駐車場

地御前駅前自転車駐車場

廿日市市役所前駅自転車駐車場

阿品駅前自転車駐車場

阿品東自転車駐車場

宮島口自転車駐車場

広電宮島口駅前自転車駐車場

前空自転車駐車場

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市下平良一丁目1番5号

社団法人　廿日市市シルバー人材センター

理事長　中　田

（3）　指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

満
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議案第96号説明書に同じ。
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（議案第113号）

工事請負契約の変更について

（下水道建設課）

1　変更の理由

平成19年議案第60号により契約を締結することについて議決を得

た廿日市市公共下水道根幹的施設建設工事の請負契約については、日本

下水道事業団が発注した工事に入札差金が発生したこと等により、請負

金額を変更する必要が生じたものである。

2　変更の内容

現　 請　 負　 金　 額 変 更 請 負 金 額 減　　　 少　　　 額

1，138，000．000 円 980，000，000 円 158，000，000 円

3　根拠法令

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　地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号

の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1

億5，000万円以上の工事又は製造の請負とする。
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（議案第114号）

公の施設の指定管理者の指定について

（教育委員会）

1　提案の要旨

はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーの指定管理者の

指定期間が、平成21年3月31日をもって満了することに伴い、次の

とおり当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものである。

（1）　公の施設の名称

はつかいち文化ホール

はつかいち美術ギャラリー

（2）指定管理者となる団体の名称

廿日市市下平良一丁目11番1号

財団法人　廿日市市文化スポーツ振興事業団

理事長　細　川　　　匡

（3）　指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第115号）

公の施設の指定管理者の指定について

（教育委員会）

1　提案の要旨

平成21年3月31日をもって指定管理者の指定期間が満了する廿日

市市スポーツセンター及び峰高公園多目的広場並びに新たに指定管理者

制度を導入する廿日市市サッカー場を一括して管理する指定管理者を次

のとおり指定しようとするものである。

（1）公の施設の名称

廿日市市スポーツセンター

峰高公園多目的広場

廿日市市サッカー場

（2）指定管理者となる団体の名称

ポラーノグループ廿日市

代表者　広島市中区鶴見町12番13号

特定非営利活動法人ポラーノ

理事長　松　村　公　市

構成員　広島市中区鶴見町12番13号

株式会社ユニサス

代表取締役　平　野　大　地

構成員　広島市中区基町5番44号

三栄産業株式会社

代表取締役　米　山　民　男

（3）　指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで

2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（議案第116号）

公の施設の指定管理者の指定について

（教育委員会）

1　提案の要旨

佐伯総合スポーツ公園体育館、佐伯総合スポーツ公園野球場、佐伯総

合スポーツ公園陸上競技場及び佐伯総合スポーツ公園テニスコートの指

定管理者の指定期間が、平成21年3月31日をもって満了することに

伴い、次のとおり当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするもの

である。

（l）公の施設の名称

佐伯総合スポーツ公園体育館

佐伯総合スポーツ公園野球場

佐伯総合スポーツ公園陸上競技場

佐伯総合スポーツ公園テニスコート

（2）指定管理者となる団体の名称

ポラーノグループさいき

代表者　広島市中区鶴見町12番13号

特定非営利活動法人ポラーノ

理事長　松　村　公　市

構成員　広島市中区鶴見町12番13号

株式会社ユニサス

代表取締役　平　野　大　地

構成員　広島市中区基町5番44号

三栄産業株式会社

代表取締役　米　山　民　男

（3）　指定の期間

平成21年4月1日から

平成26年3月31日まで
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2　根拠法令

議案第96号説明書に同じ。
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（諮問第2号）

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

（人権・男女共同推進課）

1　提案の要旨

（1）川本秀子委員及び市里尚弘委員は、平成21年3月31日をもって

任期が満了するので、その後任委員を推薦しようとするものである。

（2）　後任委員

市　里　尚　弘（再任）

青　木　敬　子（新任）

（3）　現在の委員は、次のとおりである。

貸　川　奈智枝

荒　木　尚　子

井　上　太三郎

西　本　クツ子

川　本　秀　子

市　里　尚　弘

松　本　重　隆

鬼　玉　宣　明

原　　　いち代

藤　山　節　子

山　中　攻　治

横　山　照　良

前　田　幸　子

佐々木　道　子

巌　　　克　彦

石　社　京　子

新　居　克　己

2　根拠法令
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人権擁護委員法

第6条

③　市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を

有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護につ

いて理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及

び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人

権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成貞の中から、そ

の市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなけ

ればならない。

ー　68　－


