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報告第13号

市が資本金の2分の1以上を出資等している法人の経営状況

説明書について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定に

ょり、市が資本金の2分の1以上を出資等している法人の経営状況説明書

を別紙のとおり提出する。

平成21年9月8日

廿日市市長　眞　野　勝　弘

ー1－



報告第16号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、

次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する0

平成21年9月8日

廿日市市長　眞　野　勝　弘

1専決処分の内容　広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の増減及び組合規約の変更について

広島県市町総合事務組合規約の一部を改正する規約

広島県市町総合事務組合規約（昭和35年指令地第803号）の一部

を次のように改正する。

別表第1竹原広域行政組合の項を削り、同表中「三原広域市町村圏事

務組合」を「喜三笠芸芸芸芸≡芸≡組合」に改める0

別表第2の1の項中「、竹原広域行政組合」を削り、「宮島競艇施行

組合」の次に「、広島中央環境衛生組合」を加え、同表2の項中「三原

広域市町村圏事務組合」の次に「、広島中央環境衛生組合」を加える0

附　則

この規約は、平成21年10月1日から施行する0

2　専決処分年月日　平成21年8月4日

－3－



（参考事項）

広島県市町総合事務組合から、組合を組織する地方公共団体の数の増減

及びこれに伴う組合規約の変更をするごとについて協蓑があったので・専

決処分したものである。
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報告第17号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、

次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する■0

平成21年9月8日

廿日市市長　眞　野　勝　弘

1　専決処分の内容　損害賠償の額を定めることについて

損害賠償額　　　420，000円

債　権　者　　　廿日市市宮島町747番地8

有限会社　新竹建設

代表取締役　新　竹　　　寧

2．専決処分年月日　平成21年8月17日
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（参考事項）

平成21年7月16日市職員の行為によって発生した交通事故に伴う損

害賠償の額を定めるため、専決処分したものである。

一　6　－
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議案第58号

職員の勤務時間、休畷等に関する条例の一部を改正する条例案を次のよ

うに提出する。

平成21年・9月8日

廿日市市長　眞　野　勝　弘
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職員の勤務時間、休暇等に関する条例の㌻部を改正する条例

職員の勤務時間、休暇等に閑す・る条例（平成7年条例第3号）の一部を

次のように改正する。

第2粂第1項中「40時間」を「38時間45分」に改め、同条第3項

中「32時間」を「31時間」に改め、同条第4項中「16時間から32

時間まで」を「15時間30分から31時間まで」に改める0

第3条第2項中「8時間」を「7時間45分」に改める0

附　則

（施行期日）

1　この条例は、平成22年1月1日から施行する○

（職員の給与に関する条例の一部改正）

2　職員の給与に関する条例（昭和31年条例第15号）の一部を次のよ

うに改正する。

第17粂第2項中「8時間」を「7時間45分」に改め、同条第4項

中「40時間」を「38時間45分」に改める。

第20条中「8時間」を「7時間45分」に改める。

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

3　職員の育児休業等に関する条例（平成4年条例第9号）の一部を次の

ように改正する。

第10条中「20時間、24時間又は25時間」を「19時間25分、

19眉間35分、23時間15分又は24時間35分」に改める0

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

4　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後において前項の

規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例（以下「新育児休業

条例」という。）第10条に規定する育児短時間勤務をするため、新育

児休業条例第11条の承認の請求を行おうとする職員は、施行日前にお

いても、当該請求を行うことができる。

5　この条例の施行の際現に附則第3項の規定による改正前の職員の育児

B



休業等に関する条例第10条に規定する育児短時間勤務をしている職員

に係る・当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日をもってその効力を

失うものとする。この場合においては、施行日に、施行日から当該育児

短時間勤務の期間の末日までの間において、任命権者（地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第6条第1項に規定する任命権者をい

ぅ。）が定める内容の新育児休棄条例第10条に規定する育児短時間勤

務をすることの承認があったものとみなす0

二・



（提案理由）

国家公務員の勤務時間の改定などを考慮し、職員の勤務時間を改定する

ため、この条例案を提出するものである。

－10　－
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議案第59号

廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例案を次のように提出す

る。■

平成21年9月8日

廿日市市長　眞　野　勝　弘

－11－



廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例

廿日市市国民健康保険条例（昭和35年条例第17号）の一部を次のよ

うに改正する。

附則第1項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則第2項の前に

見出しとして「（経過措置）」を付し、附則に次の1項を加える0

（平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児

一時金に関する経過措置）

8　被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間

に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条第1項の規

定の適用については、同項中「35万円」とあるのは、「39万円」と

する。

附　則

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

－12－
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（提案理由）

平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る

出産育児一時金の支給額を引き上げるため、この条例案を提出するもので

ある。

一13　－



議案第60号

廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案を次のように提出

する。

平成21年9月8日

廿日市市長　眞　野　勝　弘

一15　－



廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

廿日市申国民健康保険税条例（昭和35年条例第18号）の一部を次の

ように改正する。

附則第18項を附則第20項とし・附則第9項から附則第17項までを

2項ずつ繰り下げ、附則第8項中「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加

ぇ、同項を附則第10項とし、附則第7項中「第5項」を「第6項」に改

め、同項を附則第9項とし、附則第6項の見出しを削り・同項中「附則第

35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に、「前項」

を「附則第6項」に改め、■同項を附則第8項とし、附則第5項を附則第6　ei

項とし、同項の次に次の1項を加える。

（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民健康保

険税の課税の特例）

7　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の

適用を受ける場合における附則第3項の規定の適用については、同項中

「上場株式等に係る配当所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る配

当所得の金額（法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。

附則第4項中「金軌と、」の次に「「、第35条の2第1項又は第3　〔二．

6条」とあるのは「又は第36粂」と、」を加え、同項を附則第5項とし、

附則第3項中「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加え、

同項を附則第4項とし、附則第2項の次に次の1項を加える。

（上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

3　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得を有する場合にお

ける第3条、第5条の3、第6粂及び第19条の規定の適用については、

第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の

ー16　－



金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第31．4条の2第2項」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の

金額」と、第19条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当

所得の金額」とする。

附　則

（施行期日）

1　この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

（1）附則第3項の改正規定（「第35条第1項」の次に「、第35条の

2第1項」．を加える部分に限る。）及び附則第4項の改正規定（同項・

を附則第5項とする部分を除く。）　平成22年4月1日

（2）附則第8項の改正規定（「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加え

る部分に限る。）　平成23年1月1日

（適用区分）

2　改正後の廿日市市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。

一一17　－



（提案理由）

地方税法等の一部が改正されたこと亭こ伴い、国民健康保険税に関する規

定を改正するため、この条例案を提出するものである。

－18　－



議案第61号

廿日市市小規模下水道条例及び廿日市市下水道条例等の一部を改正する

条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。

平成21年9月8日

廿日市市長　眞　野　勝　弘

－19　－



廿日市市．小規模下水道条例及び廿日市市下水道条例等の一部

を改正する条例の一部を改正する条例

（廿日市市小規模下水道条例の一部改正）

第1粂　廿日市市小規模下水道条例（昭和52年条例第43号）の一部を

次のように改正する。

別表第1中峰高台下水道の項を削る。

（廿日市市下水道条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第2粂　廿日市市下水道条例等の一部を改正する条例（平成19年条例第

30号）の一部を次のように改正する。

附則第5項を附則第6項とし、附則第4項第2号の表中峰高台下水道

の項を削り、同項を附則第5項とし、附則第3項の次に次の1項を加え

4　廿日市市小規模下水道条例及び廿日市市下水道条例等の一部を改正

する条例の一部を改正する条例（平成21年条例第　号）による改

正前の廿日市市小規模下水道条例別表第1の峰高台下水道の処理区域

の平成22年2月から平成24年1月までの使用分に係る使用料の額

は、前項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による0

附　則

1この条例は、平成22年2月1日から施行する0

2　この条例の施行の日（以下「施行日」という0）前に、この条例によ

る改正前の廿日市市小規模下水道条例（以下「旧小規模下水道条例」と

いう。）の規定によりなされた峰高台下水道に係る処分、手続その他の

行為は、廿日市市下水道条例（平成4年条例第20号）の規定によりな

された処分、手続その他の行為とみなす。

3　施行日前に、旧小規模下水道条例第6条の規定により設置された峰高

台下水道に係る排水設備は、廿日市市下水道条例の規定により設置され

た排水設備とみなす。

4　施行日前にした峰高台下水道に係る旧小規模下水道条例に違反する行

一　20　一
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為に対する罰則の適用については、旧小規模下水道条例の例による。

－　21－



（提案理由）

峰高台下水道を廃止し、その処理区域を公共下水道の処理区域に編入す

るため、この条例案を提出するものである0

ごさ　…



議案第68号

工事請負契約の締結について

議会の議決に付すべき契約及び財産め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、次のとおり廿日市駅北土地区画

整理事業造成工事（その■3）の請負契約を締結することにういて、市議会

の議決を求める。

平成21年9月8日提出

廿日市市長　眞　野　勝　弘

1工事名　廿日市駅北土地区画整理事業達成工事（その3．）

2　工事場所

3　請負金額

4　請　負　者

廿日市市平良山手及び佐方地内

567，000，000円

広島市中区小町1番25号

株式会社　大林組広島支店

常務執行役員支店長　鹿　毛　重　久

－　23　－



（提案理由）

廿日市駅北土地区画整理事業造成工事（その3）の請負契約を締結しよ

ぅとするものであるが、当該契約は、その予定価格が1億5，000万円

以上であるため、市議会の議決を求め・るものである。

－　24－



議案第69号

損害賠償の額を定めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第13号の規定

により、次のとおり損害賠償の額を定めることにフいて、市議会の議決を

求める。

平成21年9月8日提出

1　損害賠償額　588．187円

－　25　－
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（提案理由）

平成21年6月29日市道宮内更地線路上で発生した倒木落下事故に伴

う損害賠償の額を定めることについて、市議会の議決を求めるものである。

ー　26－



議案第70号

損害賠償の額を定めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第13号の規定

により、次のとおり損害賠償の額を定めることについて、市議会の議決を

求める。

平成21年9月8日提出

1　損害賠償額　552．740円

＿l‾・

廿日市市長　眞　野　勝　弘



（提案理由）

平成21年7月12日市営野坂住宅駐車場に隣接する市営住宅用地の竹

林法面から枯れた竹が倒れてきたことによる車両の損傷事故の発生に伴う

損害賠償の額を定めることについて、市議会の議決を求めるものである0

－　28－
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議案第71号

財産の取得について

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3条の規定により、次のとおり財産を取得すること

について、市議会の議決を求める。

平成21年9月8日提出

廿日市市長　眞　野　勝　弘

1　財産の表示

品　名　高規格救急自動車

数・量　3台

2　取得価格　49，150，500円

3　相手方　廿日市市桜尾本町14番4号

株式会社　タケウチ自動車

代表取締役　竹　内　利　雄

一つ



（提案理由）

廿日市消防署、廿日市消防署佐伯分署及び大野消防署に配備する車両を

取得しようとするものであるが、買い入れようとする車両の予定価格が2・

000万円以上であるため、市議会の議決を求めるものである0

一30　－



議案第72号

財産の取得について

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3条の規定により、次のとおり財産を取得すること

について、市議会の議決を求める。

平成21年9月8日提出

廿日市市長　眞　野　勝　弘

1　財産の表示

品　名　高度救命処置用資機材

数　量　3組

2　取得価格　33．894，000円

3　相　手　方　広島市中区上峨町11番3号

日本船舶薬品株式会社広島営業所

所長　神　崎　健　吾

、二：



（提案理由）

廿日市消防署、廿日市消防署佐伯分署及び大野消防署に配備する高規格

救急自動車に積載する高度救命処置用資機材を取得しようとするものであ

るが、買い入れようとする高度救命処置用資機材の予定価格が2・000

万再以上であるため、市議会の議決を求めるものである0
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諮問第1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

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第6条第3項の規定によ

り、次の者を人権擁護委員に推薦することについて、市議会の意見を求め

る。

平成21年9月8日提出

氏　名　　藤　咲　俊　昭

氏　名1　星　野　弥　生

廿日市市長　眞　野　勝　弘
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（提案理由）

人権擁護委員荒木尚子及び横山照良の任期が、平成21年12月31日

をもって満了するので、その後任委員の推薦について、市議会の意見を求

めるものである。
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