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議

案

名

上天草市一般職の職員の給与に関する条例の一
1
部を改正する条例の制定について

2

5

概

要

総務課
職員に支給している職員手当について、県や他市の動向及び職員を取り巻く
0964－56－1111 環境の変化を勘案し、住居手当の段階的廃止及び広域異動手当の新設を行う
内線1236
ため、条例を一部改正するものです。

総務課
市役所内部組織における定員適正化計画による各課の職員配置を参考に、新
上天草市職員定数条例の一部を改正する条例の
0964－56－1111 規の業務への対応及び既存の業務への対応等を見極めたうえ、職員定数の
制定について
内線1236
変更を行うため、条例を一部改正するものです。

3 上天草市暴力団排除条例の制定について

4

担当課等
電話番号
内線番号

全都道府県において暴力団排除条例が施行され、社会全体で暴力団排除の
総務課
取組を強化していることから、本市においても暴力団の排除に関する基本理念
0964－56－1111
を定め、市、市民、事業者等が一体となった取組を推進するため、上天草市暴
内線1233
力団排除条例を制定するものです。

上天草市下水道条例の一部を改正する条例の制
定について

都市整備課
平成24年4月1日から公共下水道の排水設備等工事に係る排水設備工事責任
0969－56－1111 技術者の登録事務を県下一斉に公益財団法人熊本市下水道技術センターで
内線2213
実施するため、条例を一部改正するものです。

上天草市税条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地
方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律及び地方税法の
税務課
一部を改正する法律の施行に伴い条例を一部改正するものです。主なもの
0964－56－1111
は、市たばこ税の税率を1,000本につき4,618円を5,262円とし、個人市民税の税
内線1108
率を特例により平成26年度から平成35年度までの均等割について500円を加
算した額とすることとします。
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上天草市後期高齢者医療に関する条例の一部を
6
改正する条例の制定について

後期高齢者医療に係る被保険者を取り巻く社会情勢の変化に対応するため、
保健課
及び被保険者が県内において転居した際の保険料の納付時期の統一化を図
0969－56－1111
ることにより納付手続の混乱を防ぐため、普通徴収保険料の納期を10期から9
内線2112
期に変更することに伴い、条例を一部改正するものです。

介護保険法第117条及び第129条の規定に基づき、3年を1期として介護保険事
高齢者ふれあい課
上天草市介護保険条例の一部を改正する条例の
業計画及び第1号被保険者介護保険料額を定めることとなっているため、第5
7
0969－56－1111
制定について
期介護保険事業計画に基づく介護保険料の保険料率及び設定期間を変更す
内線2129
るため、条例を一部改正するものです。

上天草市適正就学指導委員会設置条例の一部を
8
改正する条例の制定について

9

学務課
学校教育法の一部改正に伴い、就学指導委員会の委員数の増加及び委員の
0969－56－1111
名称を変更する必要が生じたため等により、条例を一部改正するものです。
内線 2302

社会教育課
上天草市立図書館条例の一部を改正する条例の
図書館法の改正に伴い、上天草市立図書館協議会委員の選任にあたり満た
0969－56－1111
制定について
すべき基準を定める必要があるため、条例を一部改正するものです。
内線 2310

主なものとして、平成23年度森林・林業・木材産業づくり交付金の活用による松
財政課
平成２３年度上天草市一般会計補正予算（第９
島庁舎建設事業9億4,900万円の増額並びに扶助費の事業費確定による減額
10
0964－56－1111
号）
及び各種事業の事業費確定による減額により、総額6億9,000万円の増額補正
内線1239
予算を計上するものです。
後期高齢者支援金等の減額等に伴い、歳入歳出それぞれ3,386万円を減額す
保健課
るものです。（予算総額の歳入歳出は、それぞれ49億8,850万円となります。）歳
平成２３年度上天草市国民健康保険特別会計（事
11
0969－56－1111 入は、国庫支出金9,409万円の減額、前期高齢者交付金8,110万円の増額、共
業勘定）補正予算（第３号）
内線2112
同事業交付金3,126万円の減額等です。歳出は、後期高齢者支援金2,865万円
の減額、共同事業拠出金2,115万円の減額等です。
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歯科事業収入及び人件費の減額等に伴い、歳入歳出それぞれ228万円減額す
保健課
平成２３年度上天草市診療所特別会計補正予算
るものです。（予算総額の歳入歳出は、それぞれ8,533万円となります。）歳入
12
0969－56－1111
（第２号）
は、歯科事業収入69万円の減額、繰入金158万円の減額等です。歳出は、職
内線2112
員人件費89万円の減額、歯科診療委託料67万円の減額等です。
予算総額32億584万円を3,186万円減額し、歳入歳出それぞれ31億7,398万円と
高齢者ふれあい課
するものです。歳入の主な減額は、国庫支出金599万円、支払基金交付金893
平成２３年度上天草市介護保険特別会計補正予
0969－56－1111
13
算（第３号）
万円、市繰入金636万円。歳出は、保険給付費を2,803万円、地域支援事業費
内線2011
を324万円、総務費59万円を減額するものです。
上天草市立斎場の予算については、管理運営面の改善等による経費節減効
環境衛生課
平成２３年度上天草市斎場特別会計補正予算（第
14
0964－56－1111 果が確認されたので、不用額として29万9千円を減額するものです。
２号）
内線1135
なお、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ1,881万4千円となります。

15

商工観光課
予算現額3,132万円に補正額24万円を減額し、歳入歳出それぞれ3,108万円と
平成２３年度上天草市天草四郎メモリアルホール
0964－56－1111 するものです。歳入は、財産貸付収入等の減額で、歳出は経費節減等による
特別会計補正予算（第１号）
内線1132
不用額を減額するものです。

予算総額3億2,868万円に補正額266万円を減額し、歳入歳出それぞれ3億
都市整備課
2,602万円とするものです。歳入は使用料100万円、繰入金477万3千円を減額し
平成２３年度上天草市公共下水道事業特別会計
0969－56－1111
16
補正予算（第３号）
手数料１万３千円、市債310万円を増額するものです。歳出の主なものは需用
内線2212
費9万6千円、公債費167万3千円、予備費80万4千円を減額するものです。

17

建設課
阿村港野積場の使用料において、74万円の減収が見込まれるため、これを減
平成２３年度上天草市物揚場造成事業特別会計
0969－56－1111 額し、併せて起債償還金の不足が生じるため、74万円を繰入金として増額する
補正予算（第２号）
内線2202
ものです。
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後期高齢者医療保険料365万円の減額等に伴い、歳入歳出それぞれ832万円
保健課
を減額するものです。（予算総額の歳入歳出は、それぞれ3億5,517万円となり
平成２３年度上天草市後期高齢者医療特別会計
18
0969－56－1111 ます。）歳入は、後期高齢者医療保険料365万円の減額、一般会計繰入金398
補正予算（第２号）
内線2112
万円の減額等です。歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金634万円の減
額、はり灸補助事業115万円の減額等です。
水道事業会計予算第3条に定める収益的及び支出の予定額については、支出
水道局
平成２３年度上天草市水道事業会計補正予算（第
において230万8千円を増減するもので収入においては増減はありません。同
19
0969－58－2111
１号）
第4条に定める資本的収入及び支出の予定額については、収入の増減はあり
内線3100
ません。支出では、企業債償還金514万5千円を増額するものです。

20

緊急の高額修理（血管撮影装置、X線透視撮影）が発生したため修繕料を600
平成２３年度上天草市立上天草総合病院事業会 上天草総合病院
万円増額し、DPC（診療報酬包括請求）分析システムの導入にあたり建設改良
計補正予算（第３号）
0969－62－1122
費を153万3千円増額するものです。

21 平成２４年度上天草市一般会計予算

東日本大震災の教訓を踏まえ、大震災・津波等の災害から市民生活を守り、市
民が安心して暮らせる環境づくりに取り組む「安心安全のまちづくり（防災対策
の強化）」、地場産業の育成、雇用の確保に向けて取り組む「産業・就業支援の
財政課
充実」、九州新幹線の全線開業等、観光を取り巻く環境の変化の効果を活用
0964－56－1111
し、観光客受け入れ態勢の確立や、新たな地域からの観光客誘致に取り組む
内線1239
「観光の振興」、健康に対する市民の意識向上を図るとともに、医療費の削減と
併せて健康づくりの推進に取り組む「健康づくりの推進」の4つの重点施策を柱
とした総額152億2,200万円を計上するものです。

平成24年度当初予算額は、49億6,584万円です。前年度当初予算と比較して
保健課
平成２４年度上天草市国民健康保険特別会計（事
2,375万円（0.4％）の増額となります。主な事業としては、保険給付事業（医療給
22
0969－56－1111
業勘定）予算
付費・高額療養費・出産育児費等）及び保健事業（はり灸助成・特定健康診査・
内線2112
健康保持増進等）などです。

23 平成２４年度上天草市診療所特別会計予算

保健課
平成24年度当初予算額は、6,814万円です。前年度当初予算と比較して1,931
0969－56－1111 万円（22.1％）の減額となります。湯島診療所運営管理事業と医療費事業が主
内線2112
な事業です。
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24 平成２４年度上天草市介護保険特別会計予算

25 平成２４年度上天草市斎場特別会計予算

平成24年度当初予算額は、32億4,710万円です。主な事業としては、保険給付
高齢者ふれあい課
事業30億8,013万円（介護サービス・介護予防サービス・特定入居者介護サー
0969－56－1111
ビス等）、地域支援事業7,555万円（介護予防・包括的支援事業・任意事業等）
内線2011
です。
環境衛生課
上天草市立斎場の維持管理費として、歳入歳出予算総額1,715万円を計上す
0964－56－1111
るものです。
内線1135

平成24年度の当初予算額は、3,780万円です。前年度当初予算と比較して54万
商工観光課
平成２４年度上天草市天草四郎メモリアルホール
円の減額となります。歳入の主なものは事業収入（入館料）で、歳出の主なもの
26
0964－56－1111
特別会計予算
は管理運営に係る館長及びアテンダントの報酬や光熱水費、消耗品等の需用
内線1132
費です。

27

平成24年度当初予算額は3億2,074万円9千円です。歳出の主なものは公共下
都市整備課
平成２４年度上天草市公共下水道事業特別会計
0969－56－1111 水道費9,467万1千円（うち、下水道建設費2,320万円、下水道管理費7,147万1
予算
千円）、公債費2億2,457万8千円です。
内線2212

建設課
平成24年度当初予算額は、阿村港物揚場造成事業費償還に伴う特別会計予
平成２４年度上天草市物揚場造成事業特別会計
0969－56－1111 算として1,295万円です。阿村港野積場使用料と一般会計からの繰入金を起債
28
予算
内線2202
償還に充当します。

29

保健課
平成24年度当初予算額は、3億5,899万円です。前年度当初予算と比較して172
平成２４年度上天草市後期高齢者医療特別会計
0969－56－1111 万円（0.4％）の減額となります。後期高齢者一般管理費及び後期高齢者医療
予算
内線2112
保険料の広域連合納付金事業が主なものです。

30 平成２４年度上天草市水道事業会計予算

水道局
平成24年度当初予算額（収益的収入及び支出）は9億1千8万2千円です。主な
0969－58－2111
事業として、収益事業及び倉江浄水場築造工事等です。
内線3100
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平成24年度予算額は、36億3,300万円です。業務につきましては、入院患者数
68,620人（前年度比910人増）、年間外来患者数131,075人（前年度比525人増）
平成２４年度上天草市立上天草総合病院事業会 上天草総合病院 を想定しています。主な建設改良事業として空調設備の整備費を3億3,000万
31
計予算
0969－62－1122 円、施設改修費6,000万円（透析室の増設、胃腸センターの移設等）、医療機器
の購入費用として6,300万円（超音波診断装置、外科用ハイビジョンシステム
等）です。
指定管理者の指定について
32
【上天草市松島展望休憩所】

商工観光課
上天草市松島展望休憩所の指定管理者（特定非営利活動法人上天草アクティ
0964－56－1111 ブセンター）を指定するものです。指定期間は、平成24年4月1日から平成26年3
内線1132
月31日までの2年間です。

高齢者ふれあい課 上天草市（大矢野・姫戸・大道・樋島）老人福祉センターの指定管理者（社会福
指定管理者の指定について
33 【上天草市（大矢野・姫戸・大道・樋島）老人福祉セ 0969－56－1111 祉法人上天草市社会福祉協議会）を指定するものです。指定期間は、平成24
ンター】
内線2011
年4月1日から平成27年3月31日までの3年間です。

工事請負契約の変更について
34
【龍ヶ岳小学校改築（建築）工事】

上天草市立龍ヶ岳小学校改築（建築）工事について、基礎工において基礎杭の
学務課
増延及び地盤改良の必要が生じたため、工事内容を変更するものです。
0969－56－1111
当初契約額 380,520,000円
内線 2304
変更契約額 389,611,861円

35 市道路線の廃止及び認定について

建設課
松島庁舎建設に係る市道本口埋立線の用途廃止に伴い、市道路線を廃止し、
0969－56－1111 本路線３路線が混在しているため、新たに路線名を付しこれを認定するもので
内線2207
す。

36

総務課
上天草市職員懲戒審査委員会の委員について、平成24年3月31日をもって任
上天草市職員懲戒審査委員会委員の任命につき
0964－56－1111 期満了となるため、地方自治法施行規程第17条第3項の規定により、委員の任
同意を求めることについて
内線1236
命の同意を求めるものです。
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