平成３１年第１回上天草市議会定例会 議案概要
議
1

案

名

上天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

担当課等及び係名
電話番号(直通)
総務課
人事研修係
0964-26-5527

上天草市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
2 費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定
について

総務課
人事研修係
0964-26-5527

概要
働き方改革を推進するに当たり、時間外勤務命令を行うことができる上限を定め
る等の措置を講ずることにより、職員の長時間勤務を是正するため、条例の一部
を改正するものです。
学校教育法施行規則第78条の2に規定する中学校における部活動指導員を新
たに設置するとともに、いじめ問題アドバイザーの報酬について、現在の勤務実態
に合わせて、これまでの月額から時間額に変更する必要があるため、条例の一部
を改正するものです。

監理課

上天草市公共施設マネジメント基金条例の制定につ
3
いて

本市の公共施設について、計画的に保全、更新、解体撤去等を行うことで、その
機能を適切に維持しつつ、次世代に負担を残さないよう効率的かつ効果的な配置
公共施設マネジメント係
を実現することを目的として、上天草市公共施設マネジメント基金を設置するた
め、条例を制定するものです。
0964-26-5547
監理課

上天草市姫戸地区土地造成基金条例を廃止する条
4
例の制定について

公共施設マネジメント係

姫戸町姫浦の永目地区における公有水面の埋立てが完了したため、上天草市
姫戸地区土地造成基金条例を廃止するものです。

0964-26-5547
上天草市子ども医療費助成に関する条例の一部を改
5
正する条例の制定について

福祉課
子育て支援係

子どもに係る医療費の助成の対象となる年齢を引き上げることにより、子育て環
境の更なる充実を図るため、条例の一部を改正するものです。

0969-28-3351
福祉課
上天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例
6
の一部を改正する条例の制定について

障がい福祉係
0969－28－3373

重度心身障害者に係る医療費の助成の対象となる範囲を拡大することにより、
重度心身障害者の福祉の更なる充実を図るため、条例の一部を改正するもので
す。

社会教育課
上天草市体育施設設置及び管理に関する条例の一
7
部を改正する条例の制定について

スポーツ推進係
0969-28-3380

旧阿村中学校の体育館を「上天草市阿村第2体育館」という名称で、市の社会体
育施設として管理運営するため、条例の一部を改正するものです。

水道局
上天草市水道事業給水条例の一部を改正する条例
8
の制定について

庶務係
0969-28-3369

上天草市水道事業の布設工事監督者及び水道技術
9 管理者に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

水道局
庶務係
0969-28-3369
財政課

10 平成30年度上天草市一般会計補正予算（第7号）

財政係
0964-26-5528
健康づくり推進課

平成30年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘
11
定）補正予算（第3号）

国保事業係
0969-28-3354
健康づくり推進課

平成30年度上天草市診療所特別会計補正予算（第3
12
号）

国保事業係
0969-28-3354
高齢者ふれあい課

13

平成30年度上天草市介護保険特別会計補正予算（第
4号）

保険給付管理係
0969-28-3360
生活環境課

14 平成30年度上天草市斎場特別会計補正予算（第3号）

環境衛生係
0964-26-5541

水道料金の統一、消費税及び地方消費税の増税並びに水道法の一部改正等に
伴い、水道料金及び給水装置工事の申込みに係る加入金の額を改める等の必要
があるため、条例の一部を改正するものです。
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う水道法施行令の一部改正等を
踏まえ、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に専門職大学の前期
課程修了者に関する規定を追加する等の必要があるため、条例の一部を改正す
るものです。
歳入歳出の予算からそれぞれ10億45万6千円を減額し、予算総額を195億5,810
万5千円とするものです。歳入の主なものは、図書館建設基金繰入金3億2,000万
円の減額、地域福祉基金繰入金2億円の減額などです。歳出の主なものは、熊本
県林業・木材産業生産性強化対策事業補助金8,639万1千円の減額、（仮称）龍ヶ
岳保育園に係る工事費6,102万2千円の減額などです。
歳入歳出の予算からそれぞれ894万2千円を減額し、予算総額を51億18万8千円
とするものです。歳入の主なものは、財政調整基金繰入金1,358万9千円の減額、
財政安定支援繰入金（法定分）508万6千円の減額などです。歳出の主なものは、
国民健康保険事業費納付金の減額、出産育児一時金420万円の減額などです。
歳入歳出の予算からそれぞれ317万1千円を減額し、予算総額を6,075万5千円と
するものです。歳入の主なものは、国民健康保険診療報酬150万円の減額、後期
高齢者医療保険報酬150万円の減額などです。歳出の主なものは、医薬材料費
170万円の減額、一般職員共済負担金50万円の減額などです。
歳入歳出の予算にそれぞれ1,834万3千円を追加し、予算総額を39億2,511万3千
円とするものです。歳入の主なものは、現年度分（支払基金）介護給付費630万4
千円の増額、現年度分（国庫）介護給付費583万7千円の増額などです。歳出の主
なものは、施設介護サービス給付費1,859万3千円の増額、居宅介護サービス給付
費1,044万円の増額などです。
歳入歳出の予算からそれぞれ1億5,206万9千円を減額し、予算総額を2,880万3
千円とするものです。歳入の主なものは、斎場火葬炉設備新規改修事業に係る合
併特例債1億1,420万円の減額、斎場基金繰入金3,200万円の減額などです。歳出
の主なものは、斎場火葬炉設備新規改修工事費1億4,677万円2千円の減額、斎
場改修工事実施設計委託料537万4千円の減額などです。

観光おもてなし課
平成30年度上天草市天草四郎ミュージアム特別会計
15
補正予算（第2号）

観光総務係
0964-26-5512
健康づくり推進課

平成30年度上天草市後期高齢者医療特別会計補正
16
予算（第2号）

国保事業係
0969-28-3375
都市整備課

17

平成30年度上天草市下水道事業会計補正予算（第3
号）

都市整備係
0969-28-3366
財政課

18 平成31年度上天草市一般会計予算

財政係
0964-26-5528
健康づくり推進課

平成31年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘
19
定）予算

国保事業係
0969-28-3354
健康づくり推進課

20 平成31年度上天草市診療所特別会計予算

国保事業係
0969-28-3354

歳入歳出の予算総額2,787万3千円に増減はありませんが、歳入予算において、
入館料（当日分）463万2千円及び入館料（売掛分）196万8千円を減額し、これらの
合計額660万円と同額を一般会計繰入金として計上するものです。
歳入歳出の予算からそれぞれ594万円を減額し、予算総額を3億8,684万9千円と
するものです。歳入は、保険基盤安定負担金の確定に伴う一般会計からの保険
基盤安定繰入金594万円の減額です。歳出は、保険基盤安定負担金の確定に伴
う広域連合保険基盤安定負担金594万円の減額です。
収益的収支については、収入予定額を430万7千円増額し、支出予定額を115万
7千円減額するものです。収入は、下水道使用料430万7千円の増額です。支出
は、処理場運転管理委託料などの処理場費67万5千円の減額及び職員給与など
の総係費48万2千円の減額です。
資本的収支については、収入予定額を3,260万円減額し、支出予定額を1,785万2
千円減額するものです。収入は、下水道事業債などの企業債2,282万円の減額及
び国庫補助金978万円の減額です。支出は、処理場施設建設改良費951万円の減
額及び管路施設建設改良費834万2千円の減額です。
歳入歳出の予算総額は、それぞれ179億6,471万2千円です。歳入の主なもの
は、地方交付税78億円、市税23億3,747万4千円、国庫支出金19億7,706万7千円
などです。歳出の主なものは、防災行政無線デジタル化整備事業4億6,170万円、
公衆無線LAN環境整備事業1億3,647万2千円、子ども医療費助成金8,691万9千円
などです。
歳入歳出の予算総額は、それぞれ45億4,782万7千円です。歳入の主なものは、
国民健康保険税7億円、県支出金34億9,006万3千円、繰入金3億4,027万1千円な
どです。歳出の主なものは、保険給付費33億7,768万2千円、国民健康保険事業費
納付金10億4,343万6千円、保健事業費5,072万9千円などです。
歳入歳出の予算総額は、それぞれ6,258万1千円です。歳入の主なものは、事業
収入3,364万1千円、繰入金2,496万2千円、県支出金273万円などです。歳出の主
なものは、医薬材料費1,800万円、歯科診療業務委託料323万8千円、へき地医療
支援病院医師派遣負担金36万円などです。

高齢者ふれあい課
21 平成31年度上天草市介護保険特別会計予算

保険給付管理係
0969-28-3360
生活環境課

22 平成31年度上天草市斎場特別会計予算

環境衛生係
0964-26-5541
観光おもてなし課

23

平成31年度上天草市天草四郎ミュージアム特別会計
予算

観光総務係
0964-26-5512
農林水産課

24 平成31年度上天草市物揚場造成事業特別会計予算

水産振興係
0964-26-5540
健康づくり推進課

25 平成31年度上天草市後期高齢者医療特別会計予算

国保事業係
0969-28-3375
監理課

26 平成31年度上天草市電気事業特別会計予算

歳入歳出の予算総額は、それぞれ4億1,769万9千円です。歳入の主なものは、
斎場大規模改修工事による合併特例債3億8,020万円、一般会計繰入金2,011万6
千円、斎場使用料919万円などです。歳出の主なものは、斎場大規模改修工事費
3億9,270万円、斎場管理嘱託職員報酬864万円、斎場大規模改修工事監理業務
委託料759万8千円などです。
歳入歳出の予算総額は、それぞれ6,765万7千円です。歳入の主なものは、一般
会計からの繰入金4,219万6千円、事業収入（入館料）2,487万6千円、諸収入34万1
千円などです。歳出の主なものは、熊本地震復興基金交付金を活用した施設の
映像コンテンツ更新業務委託料3,958万2千円、アテンダント報酬757万2千円、光
熱水費377万3千円などです。
歳入歳出の予算総額は、それぞれ201万6千円です。歳入は、使用料178万3千
円及び繰入金23万3千円です。歳出は、上天草港阿村港区の物揚場造成工事に
係る地方債元利償還金201万6千円です。
歳入歳出の予算総額は、それぞれ3億8,133万円です。歳入の主なものは、後期
高齢者医療保険料2億3,016万2千円、繰入金1億4,866万円、諸収入240万8千円
などです。歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金3億7,440万8千
円、総務費392万7千円、諸支出金231万8千円などです。
歳入歳出の予算総額は、それぞれ4,711万1千円です。歳入は、太陽光発電事業

公共施設マネジメント係 による売電収入4,711万1千円です。歳出は、太陽光発電施設等一式リース料

0964-26-5547
水道局
27 平成31年度上天草市水道事業会計予算

歳入歳出の予算総額は、それぞれ38億6,162万9千円です。歳入の主なものは、
国庫支出金10億3,572万円2千円、支払基金交付金9億9,809万1千円、介護保険
料6億1,915万円などです。歳出の主なものは、施設介護サービス給付費13億
4,536万5千円、居宅介護サービス給付費9億8,816万8千円、地域密着型介護サー
ビス費7億4,335万1千円などです。

庶務係
0969-28-3369

3,851万円、光熱水費6万6千円及び予備費853万5千円です。
収益的収入及び支出の予定額は、それぞれ9億4,718万3千円です。
資本的収入の予定額は4億4,815万円、資本的支出の予定額は8億4,999万2千
円です。
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億184万2千円は、過年度損
益勘定留保資金3億6,186万1千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支
調整額3,998万1千円で補填するものです。

都市整備課
28 平成31年度上天草市下水道事業会計予算

都市整備係
0969-28-3366
上天草総合病院

29

平成31年度上天草市立上天草総合病院事業会計予
算

経営企画係
0969-54-7632
企画政策課

上天草市第2次総合計画後期基本計画の策定につい
30
て

地方創生推進室
0964-26-5539
企画政策課

31 新市まちづくり計画（新市建設計画）の変更について

地方創生推進室
0964-26-5539
農林水産課

32 あらたに生じた土地の確認について

水産振興係
0964-26-5540
農林水産課

33 字の区域の変更について

水産振興係
0964-26-5540
建設課

34 市道路線の認定について

管理係
0969-28-3350

収益的収入の予定額は3億2,559万9千円、収益的支出の予定額は2億7,098万8
千円です。
資本的収入の予定額は1億2,761万円、資本的支出の予定額は2億6,531万4千
円です。
資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億3,770万4千円は、当年度
分消費税及び地方消費税資本的収支調整額401万4千円、当年度分損益勘定留
保資金8,309万3千円、繰越利益剰余金処分額5,059万7千円で補填するものです。
収益的収入及び支出の予定額は、それぞれ36億732万1千円です。
資本的収入の予定額は1億8,964万6千円、資本的支出の予定額は3億5,048万1
千円です。
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億6,083万5千円は、当年度分
消費税及び地方消費税資本的収支調整額305万9千円、当年度分損益勘定留保
資金1億5,777万6千円で補填するものです。
上天草市第2次総合計画前期基本計画が今年度末に終期を迎えることから、平
成31年度から5か年間を計画期間とする上天草市第2次総合計画後期基本計画を
策定するため、上天草市議会基本条例の規定により、議会の議決を経るもので
す。
東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の規定に
よる地方債を起こすことができる期間の特例が延長されたことにより、この特例の
延長の適用を受けるために新市まちづくり計画（新市建設計画）を変更する必要
があるため、市町村の合併の特例に関する法律の規定により、議会の議決を経る
ものです。
国道266号の改良工事に伴う上天草港二間戸港区内の公有水面の埋立てによ
り、あらたに土地が生じたことから、当該土地を確認するため、地方自治法の規定
により、議会の議決を経るものです。
（場所：姫戸町二間戸字権現地先／面積：291.03㎡／用途：道路用地）
上記No.32のあらたに生じた土地を本市の区域内の字に編入するに当たり、当
該字の区域を変更するため、地方自治法の規定により、議会の議決を経るもので
す。
（編入する字：姫戸町二間戸字権現／面積：291.03㎡）
大矢野町登立の岩谷地区における岩谷地区急傾斜地崩壊対策事業によって設
けられた管理道路を、新たに市道「岩谷3号線」として、道路法の規定により認定す
るため、議会の議決を経るものです。

0964-26-5540

上天草港江樋戸港区における公有水面埋立地の一部を、野積場から江樋戸・湯
島間の定期船利用者の駐車場とする用途変更について、上天草市から港湾管理
者へ意見を述べるため、公有水面埋立法の規定により、議会の議決を経るもので
す。

企画政策課

平成30年第5回上天草市議会定例会において議決された前島観光交流拠点施

農林水産課
公有水面埋立てに係る埋立地の用途変更に関する意
35
見について

36 工事請負契約の変更について

水産振興係

開発プロジェクト推進室 設等新築（建築）工事請負契約に関し、適正な工期を確保するため、工期の末日
兼架橋建設構想推進室 を平成31年3月29日から平成31年8月30日に変更する必要があることから、地方

0964-26-5546
企画政策課
37 財産の処分について

松島町合津の樋合地区の市有地（約16ヘクタール）を、樋合地区リゾート開発用

開発プロジェクト推進室
地として民間事業者に売却するため、上天草市議会の議決に付すべき契約及び
兼架橋建設構想推進室

0964-26-5546
学務課
38 訴えの提起について

自治法の規定により、議会の議決を経るものです。

学務係

財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決を経るものです。

学校用地の土地所有権の移転に伴う登記手続がなされていないため、登記簿
上の名義人に対して土地所有権移転登記手続を請求するものです。

0969-28-3364
39
上天草市職員懲戒審査委員会委員の選任につき同
～ 意を求めることについて
40

総務課
人事研修係
0964-26-5527
建設課

41

専決処分の報告について
【工事請負契約の変更について】

工務係
0969-28-3372

上天草市職員懲戒審査委員会の委員として、現在、任命している5人（市職員2
人、学識経験者3人）のうち、2人の委員につき、定年退職等により、それぞれの後
任を選任するものです。
平成30年第2回上天草市議会定例会において議決された樋島大橋補修工事請
負契約について、工事内容の変更（仮設工法及び施工方法の一部の変更）に伴う
契約金額の変更（増額）の契約締結に当たり、地方自治法に規定する議会の委任
による専決処分事項に該当するため、同法の規定により専決処分をしたことから、
議会へ報告するものです。

