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（報告第19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21年議案第55号により契約を締結することについて議決を得

た宮内1号幹線築造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粂第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

216，930，000円 221．8 12，500円 4，882．500円

3　専決処分年月日

平成21年10月27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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（報告第20号）

専決処分事項の報告について

（損害賠償の額を定めることについて）

（教育委貞会）

1　専決処分した理由

平成19年11月3日〇〇〇〇が、廿日市市生涯学習フェスティバル

新宮中央公園会場内の消防自動車展示コーナー付近を通行していたとこ

ろ、突風により倒れてきた展示用パネルの下敷きとなって頭部及び顔面

を地面に打ち付け、同人が負傷した。

また、国民健康保険法第64条第1項の規定により、〇〇〇〇の治療

費について保険給付した広島県建設国民健康保険組合に対し、市が当該

治療費の支払の債務を負うこととなった。

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、及び国民健康

保険法の規定による請求に応じるため、その損害賠償額の決定について、

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

損害賠倍額　83，700円

債　権　者

（56，050円）

広島市西区横川新町13番12号

広島県建設国民健康保険組合

理事長　安　元　弘　道（27．650円）

3　専決処分年月日

平成21年10月9日

4　根拠法令

（l）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
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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4号　1件50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を

決定すること。

5　参照法令

（1）　国家賠償法

第2条　道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に暇庇があっ

たために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠

償する真に任ずる。

（2）　国民健康保険法

第64条　保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合に

おいて、保険給付を行ったときは、その給付の価額（当該保険給付

が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から

当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担

金に相当する額を控除した額とする。次粂第1項において同じ。）

の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求

権を取得する。
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（議案第73号）

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（人　　事　　課）

1　改正の理由

国家公務員の給与の改定方針などを考慮し、職員の給料月額並びに期

末手当及び勤勉手当の支給割合を改定するなどの改正を行おうとするも

のである。

2　改正の内容

（1）給料表の改定

職員の給料表を、国に準じて改定する。

（2）経過措置額の改定

平成18年4月1日の給料の切替えに伴う経過措置額の算定基礎と

なる額を国に準じて減額する。

（3）期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定

ア　期末手当

期末手当の支給割合を次のとおり改定する。

支給 月 現　 行 改　 正　 案

6 月 100分の 140 100分の 125

1 2 月 100分の 160 100分の 150

イ　勤勉手当

勤勉手当の支給割合を次のとおり改定する。

支給月 現　 行 改　 正　 案

6 月 100分の 75 100分の 70

1 2 月 100分の 75 100分の 70
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（4）再任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定

ア　期末手当

期末手当の支給割合を次のとおり改定する。

支給 月 現　　 行
改　　　 正　　　 案

（ア）平成21年度 （イ）平成22年度以降

6 月 100分の75 川0分 の75 100分 の65

1 2 月 100分の85 100分 の80 100分 の85

イ　勤勉手当

勤勉手当の支給割合を次のとおり改定する。

支給 月 現　　 行
改　　　 正　　　 案

（ア）平成21年度 （イ）平成 22年度以降

6 月 100分の35 10 0分 の35 100分 の35

1 2 月 100分の40 10 0分 の40 100分 の35

3　施行期日

平成21年12月1日から施行する。ただし、2（4）のア（イ）及びイ

（イ）は、平成22年4月1日から施行する。

4　根拠法令

（l）地方自治法

第204条　普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補

助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議

会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職負、委員会の事務

局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事

務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常

勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなけ

ればならない。

②　普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地

域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特

殊勤務手当、＿特地勤務手当（これに準ずる手当を含む。）、へき地

手当（これに準ずる手当を含む。）、時間外勤務手当、宿日直手当、
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管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、

期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期

付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、

産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当（武力攻撃災

害等派遣手当を含む。）又は退職手当を支給することができる。

③　給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定

めなければならない。

（2）地方公務員法

第24条

③　職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並び

に民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなけれ

ばならない。

⑥　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
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（議案第74号）

特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例及び

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一

部を改正する条例

（人　　事　　課）

1　提案の要旨

（1）市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を、一

般職の職員に準じ、次のとおり改定する。

支給 月 現　 行 改　 正　 案

6 月 100分の215 100分 の 195

1 2 月 100分の235 100分 の220

（2）その他必要な規定の整理を行う。

2　施行期日

平成21年12月1日

3　根拠法令

（1）　地方自治法

第203条

③　普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当

を支給することができる。

④　議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条

例でこれを定めなければならない。

第204条　普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補

助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議

会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務

局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委貞の事

務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常

勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなけ

ればならない。
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②　普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地

域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特

殊勤務手当、特地勤務手当（これに準ずる手当を含む。）、へき地

手当（これに準ずる手当を含む。）、時間外勤務手当、宿日直手当、

管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、

期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期

付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、

産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当（武力攻撃災

害等派遣手当を含む。）又は退職手当を支給することができる。

③　給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定

めなければならない。

（2）教育公務員特例法

第16条

②　教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件については、他の一般

職に属する地方公務員とは別個に、当該地方公共団体の条例で定め

る。
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