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（報告第16号）

専決処分事項の報告について

（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）

（人　事　課）

1　専決処分した理由

広島県市町総合事務組合（以下「組合」という0）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こと

について協議があったので、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

（1）組合へ広島中央環境衛生組合を加入させ、これに伴う組合規約の変

更をする。

（2）組合から竹原広域行政組合を脱退させ、これに伴う組合規約の変更

をする。

3　専決処分年月日

平成21年8月4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5号　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

及び名称変更並びにこれらに伴う当該組合の規約を変更すること0

5　参照法令

－1－



地方自治法

第286条　一部事務組合は．、これを組織する地方公共団体の数を増減

し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変

更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、

都道府県の加入するものにあっては総務大臣・その他のものにあって

は都道府県知事の許可を受けなければならない。（以下略）

第290条　第284条第2項、第286条、第288粂及び前条の協

議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない0

一　2　－



（報告第17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）

（自治振興課）

1　専決処分した理由

平成21年7月16日宮島支所観光管理課の職員が、簡易水道工事現

場巡回用務終了後、帰庁のため、公用車を運転して宮島町1358番地

地先（藤ヶ浦付近）の青海苔水道管理道路を進行中、右前方から進行し

てきた工事現場へ向かう軽貨物自動車と接触し、同車に損傷を与えた。

この交通事故による損害賠償について示談解決を因るため、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

3　専決処分年月日

平成21年8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、これ哀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

し



決定すること。

5　参照法令

民法

第715粂　ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業

の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、

使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした

とき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この

限りでない。

－　4－



（議案第58号）

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

（人　事　課）

1　改正の理由

国家公務員の勤務時間の改定などを考慮し、職負の勤務時間を改定し

ようとするものである。

2　改正の内容

（1）勤務時間の改定

ア　職員の勤務時間を、次のとおり短縮する。

区　 分 現　 行 改正案

1 週 間の勤務時 間 4 0 時間 3 8 時 間 4 5 分

1 日の勤務時間 8 時間 7 時間 4 5 分

イ　職員の勤務時間の短縮に伴い、任期付短時間勤務職員及び再任用

短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間数の範囲を改定する。

（2）職員の給与に関する条例の一部改正

職員の勤務時間の短縮に伴い、勤務1時間当たりの給与額の算出方

法などの改正を行う。

（3）職員の育児休業等に関する条例の一部改正

ア　職員の勤務時間の短縮に伴い、育児短時間勤務の勤務形態を変更

する。

イ　条例の施行日前に改正後の勤務形態による育児短時間勤務の承認

の請求を行うことができることとするとともに、条例の施行の際改

正前の勤務形態による育児短時間勤務をしている職員については、

条例の施行日において改正後の勤務形態による育児短時間勤務の承

認があったものとみなすこととする。

3　施行期日

平成22年1月1日

4　根拠法令

－　5　－



地方公務員法

第24粂

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。

－　6・一



（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

（保　険　課）

1　提案の要旨

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次のとおり引き上げるとともに、必要な規

定の整理を行おうとするものである。

区　　　　 分 現　　　 行 改　 正　 案

出産育児一時金 3 5 万円 3 9 万円

2　施行期日

平成21年10月1日

3　根拠法令

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。ただし、特別の理由があるとき

は、その全部又は一部を行わないことができる。（以下略）

－　7　－



（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

（保　険　課）

1　改正の理由

地方税法等の一部が改正されたことに伴い、次のとおり国民健康保険

税の賦課に関する規定を改正しようとするものである。

2　改正の内容

（1）上場株式等に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合の

規定を整理する。

（2）上場株式等の譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との間の損益

通算の特例制度の適用を受ける場合の上場株式等に係る配当所得は、

損益通算後の金額とする。

（3）特定の土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の規定の適用を受け

る場合の規定を整理する。

（4）先物取引に係る雑所得等の課税の特例の適用対象が拡充されたた

め、規定を整理する。

（5）その他必要な規定の整理を行う。

3　施行期日

平成22年1月1日。ただし、2の（3）の改正規定については平成2

2年4月1日、2の（4）の改正規定については平成23年1月1日。

4　根拠法令

地方税法

第3条　地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率そ

の他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなけ

ればならない。

）



（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－

（下水道経営課）

1　提案の要旨

小規模下水道の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、峰高台下水道に係る規定を削除するとともに、

当該区域に係る使用料の経過措置として、平成22年2月から平成24

年1・月までの使用分に対して、従前の使用料を適用することなどを規定

しようとするものである。

2　施行期日

平成22年2月1日

3　根拠法令

（1）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0

（2）下水道法

第20粂　公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下

水道を使用する者から使用料を徴収することができる。

－11－



（議案第68号）

工事請負契約の締結について

（契　■約　課）

1　提案の要旨

廿日市市平良山手及び佐方地内において施工する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うとするものである。

2　請負契約の内容・

（1）工事内容　廿日市駅北土地区画整理事業造成工事（その3）

工事延長　900メートル

掘削工122．420立方メー’トル

盛土工　55，000立方メートル

場所打ち擁壁工　429立方メートル

ブロック積擁壁工　1，507平方メートル

プレキャスト擁壁工　281メートル

電線共同溝工　970メートル

法面保護工　1，120平方メートル

側溝工　2，294メートル

舗装工　18．380平方メートル

（2）請負金額

（3）請負　者

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

（4）工　　期　議決の日の翌日から

平成23年3月18日まで

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

－13　－



偉5，000万円以上の工事又は製造の請負とする0

ー14　－
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（議案第69号）

損害賠償の額を定めることについて

（維持管理課）

1　提案の理由

平成21年6月29日〇〇〇が軽乗用自動車を運転して、廿日市市大

野中山地内の市道宮内更地線を宮内方面へ進行中、左側道路法面から枯

れた木が折れて落下し、走行中の同車に当たったため、同車が損傷した。

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償

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。

2　内　容

（l）損害賠併額　588．187円

3　根拠法令

地方自治法

第96粂　普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなけれ

ばならない。

（13）法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

4　参照法令

国家賠慎法

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

る責に任ずる。

－15－



（議案第70号）

損害賠償の額を定めることについて

（住宅営繕課）

1　提案の理由

平成21年7月12日市営野坂住宅駐車場に駐車していた車両に、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ために、同車

が損傷した。

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償

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。

2　内　容

（1）損害賠償額　552，740円

3　根拠法令

議案第69号説明書に同じ。

4　参照法令

民法

第717条　土地の工作物の設置又は保存に暇庇があることによって他

人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してそ

の損害を賠償する責任を負う。（以下略）

－17－



（議案第71号）

財産の取得について

（消　防　本　部）

1提案の要旨

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

を買い入れようとするものである。

2　取得する財産

品　名　高規格救急自動車

数　量　3台

3　取得価格　49，150．500円

4　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

5　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3条　地方自治法第96粂第1項第8号の規定により議会の議決に付

さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2，000万円

以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、

1件5，000平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不

動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

－19　－



（議案第72号）

財産の取得について

（消　防　本　部）

1　提案の要旨

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

格救急自動車に横載する高度救命処置用資機材を買い入れようとするも

のである。

2　取得する財産

品　名　高度救命処置用資機材

数　量　3組

3　取得価格　33，894．000円

4　相　手方　広島市中区上職町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

5　根拠法令

議案第71号説明書に同じ。

－　21－



（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・男女共同推進課）

1　提案の要旨

（1）荒木尚子委員及び横山照良委員は、平成21年12月31日をもっ

て任期が満了するので、その後任委点を推薦しようとするものである。

（2）　後任委員

藤　咲　俊　昭（新任）

星　野　弥　生（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

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

青　木　敬　子

2　根拠法令

－　23－



人権擁護委員法

第6条

③　市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の諌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掛こ人

権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、そ

の市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員q候補者を推薦しなけ

ればならない。

一　24　－


