平成２５年第２回 上天草市議会定例会（３月） 議案概要
議

案

名

担当課等
電話番号
内線番号

概

要

上天草市役所の位置を定める条例等の一部を改
正する条例の制定について

総務課
0964-56-1111
内線1233

上天草市役所松島庁舎が移転することに伴い、所在地を変更する必要がある
ため、関係条例の一部を改正するものです。

上天草市職員の旅費に関する条例等の一部を改
2
正する条例の制定について

総務課
0964-56-1111
内線1235

上天草市職員等の旅費に係る鉄道賃の額等について、関係規定を整備する
ため、条例の一部を改正するものです。

3

上天草市手数料条例の一部を改正する条例の制
定について

財政課
0964-56-1111
内線1239

中小企業退職金共済法及び小規模企業共済法の一部改正に伴い、条ズレが
生じたため、条例の一部を改正するものです。

4

上天草市龍ヶ岳山頂自然公園条例の一部を改正
する条例の制定について

商工観光課
0964-56-1111
内線1131

キャンプ場施設等の予約の受付時期を変更するとともに使用料等に関する規
定を新たに設けるなど、利用者の利便性の向上及び施設の適正な管理運営を
図るため、条例の一部を改正するものです。

5

上天草市姫戸小島公園条例の一部を改正する条
例の制定について

商工観光課
0964-56-1111
内線1131

キャンプ場施設等の予約の受付時期を変更するとともに使用料等に関する規
定を新たに設けるなど、利用者の利便性の向上及び施設の適正な管理運営を
図るため、条例の一部を改正するものです。

上天草市姫戸白嶽森林公園条例の一部を改正す
6
る条例の制定について

商工観光課
0964-56-1111
内線1131

キャンプ場施設等の予約の受付時期を変更するとともに使用料等に関する規
定を新たに設けるなど、利用者の利便性の向上及び施設の適切な管理運営を
図るため、条例の一部を改正するものです。

1
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概

要

上天草市姫戸諏訪公園条例の一部を改正する条
7
例の制定について

商工観光課
0964-56-1111
内線1131

キャンプ場施設等の予約の受付時期を変更するとともに使用料等に関する規
定を新たに設けるなど、利用者の利便性の向上及び施設の適正な管理運営を
図るため、条例の一部を改正するものです。

8 上天草市道構造基準条例の制定について

建設課
0969-56-1111
内線2208

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律
の整備に関する法律の制定に伴う道路法の一部改正により、市道の構造の技
術的基準に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものです。

建設課
0969-56-1111
内線2208

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律
の整備に関する法律の制定に伴う道路法の一部改正により、市道に設ける道
路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識（これ
らの道路標識の柱の部分を除く。）の寸法に係る基準に関し必要な事項を定め
るため、条例を制定するものです。

上天草市準用河川管理施設等の構造の技術的基
10
準を定める条例の制定について

建設課
0969-56-1111
内線2208

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律
の整備に関する法律の制定に伴う河川法の一部改正により、市で管理する準
用河川の河川管理施設等の主要な構造について河川管理上必要とされる技術
的基準に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものです。

上天草市斎場条例の一部を改正する条例の制定
11
について

環境衛生課
0964-56-1111
内線1144

地域社会における共生の実現に向けて新たな障
害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備
12
に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関
する条例の制定について

福祉課
0969-56-1111
内線2125

9

上天草市道路標識の寸法に関する条例の制定に
ついて

斎場の適正な管理運営を図るため、条例の一部を改正するものです。

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるた
めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う障害者自立支援法の一部改
正により、所要の規定の整理を行うため、条例の一部を改正するものです。
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概
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上天草市松島保健センター条例を廃止する条例
13
の制定について

保健課
0969-56-1111
内線2400

上天草市松島保健センターにおける施設の老朽化及び健診等業務を新松島庁
舎で行うことに伴い、公の施設としての上天草市松島保健センターを廃止する
ため、この条例を廃止するものです.。

上天草市新型インフルエンザ等対策本部条例の
制定について

保健課
0969-56-1111
内線2402

病原性の高い新型インフルエンザ等の危険性のある新感染症の発生に
対し、政府から緊急事態宣言が出された場合に、上天草市の新型インフ
ルエンザ等対策を総合的に推進していくためには、上天草市インフルエ
ンザ等対策本部を設置する必要があることから、条例を制定するもので
す。

14

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律
上天草市指定地域密着型サービスの事業の人
高齢者ふれあい課
の整備に関する法律の制定に伴う介護保険法の一部改正により、地域密着型
15 員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制
0969-56-1111
サービスに関する基準等に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するもの
定について
内線2129
です。
上天草市指定地域密着型介護予防サービスの事
業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型
16 介護予防サービスに係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準を定める条例の制
定について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律
高齢者ふれあい課
の整備に関する法律の制定に伴う介護保険法の一部改正により、地域密着型
0969-56-1111
介護予防サービスに関する基準等に関し必要な事項を定めるため、条例を制
内線2129
定するものです。

上天草市学校給食共同調理場設置条例の一部を
17
改正する条例の制定について

学務課
0969-56-1111
内線2302

18 平成24年度上天草市一般会計補正予算（第11号）

財政課
0964-56-1111
内線1239

龍ヶ岳共同調理場を設置したため、条例の一部を改正するものです。

主なものとして、県道満越城本線道路改築工事県負担金ほか4件の519万円
の増額並びに扶助費の事業費確定による減額及び各種事業の事業費確定に
よる減額により、総額4,226万円の減額補正予算を計上するものです。
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19

平成24年度上天草市国民健康保険特別会計（事
業勘定）補正予算（第3号）

保健課
0969-56-1111
内線2111

療養給付費及び国庫支出金等の補正に伴い、4,523万円を増額し、歳入歳出
それぞれ51億6,662万円とするものです。歳入では、療養給付費交付金5,530万
円、前期高齢者交付金3,495万円をそれぞれ増額し、共同事業交付金3,605万
円の減額が主なものです。歳出では、共同事業拠出金9,169万円、保険事業費
1,246万円をそれぞれ減額し、諸出金6,468万円の増額及び予備費8,836万円の
増額が主なものです。

20

平成24年度上天草市診療所特別会計補正予算
（第3号）

保健課
0969-56-1111
内線2111

県支出金の減額及び県支出金返還金等の補正に伴い、歳入歳出それぞれ
7,103万8千円とするものです。歳入は、県支出金を8万8千円減額し、歳出は、
総務費を32万6千円減額し、予備費を23万8千円増額するものです。

予算総額33億9,928万7千円に補正額1,548万8千円を減額し、歳入歳出それ
高齢者ふれあい課 ぞれ33億8,379万9千円とするものです。歳入では、介護給付費の減額による負
平成24年度上天草市介護保険特別会計補正予算
21
0969-56-1111
担割合に応じて、国庫支出金等の減額分を計上するものです。歳出では、実績
（第4号）
内線2128
計算により保険給付費5,401万円の減額及び地域支援事業費308万8千円の減
額が主なものです。

22

平成24年度上天草市斎場特別会計補正予算（第2
号）

環境衛生課
0964-56-1111
内線1144

斎場業務の管理面での体制強化を図ったことにより、歳出で斎場管理委託費
（賃金）を11万3千円減額するものです。補正後の予算総額は、歳入歳出それぞ
れ1,651万4千円となります。

23

平成24年度上天草市天草四郎メモリアルホール特
別会計補正予算（第3号）

商工観光課
0964-56-1111
内線1132

予算現額3,490万円に補正額613万1千円を減額し、歳入歳出それぞれ2,876
万9千円とするものです。歳入は、事業収入（入館料）及び売店貸付収入等を減
額し、歳出は基金積立金及び経費節減等による不用額を減額するものです。

24

平成24年度上天草市公共下水道事業特別会計補
正予算（第3号）

都市整備課
0969-56-1111
内線2212

歳出において、認可変更委託料を23万1千円、旅費を5万9千円、負担金を20
万円それぞれ減額し、予備費を49万円増額するものです。
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平成24年度上天草市物揚場造成事業特別会計補
25
正予算（第2号）

建設課
0969-56-1111
内線2202

阿村港野積場の使用料収入において、139万4千円の増収が見込まれるた
め、これを増額し、一般会計からの繰入金を139万4千円減額するものです。

26

平成24年度上天草市後期高齢者医療特別会計補
正予算（第3号）

保健課
0969-56-1111
内線2111

後期高齢者医療保険料134万円の増額等に伴い、歳入歳出それぞれ54万6千
円を増額し、予算総額をそれぞれ3億6,534万円とするものです。歳入は、後期
高齢者医療保険料134万円の増額及び一般会計繰入金75万円の減額が主な
ものです。歳出は、後期高齢者医療連合納付金134万円の増額及びはり灸補
助事業50万円の減額が主なものです。

27

平成24年度上天草市立上天草総合病院事業会計
補正予算（第2号）

上天草総合病院
0969-62-1122

資本的収入及び資本的支出をそれぞれ1,500万円減額するものです。資本的
収入においては、企業債を1,500万円減額し、資本的支出においては、建設改
良費を1,500万円減額するものです。

財政課
0964-56-1111
内線1239

これまで地域を支えてきた地場産業の育成を図るとともに、企業誘致を積極
的に進め、就労・雇用の促進等による活気あるまちづくりや市民の元気力向上
を推進する「産業・就業支援の充実」及び当市のあらゆる地域資源を強力な
ツールとして位置付け、それらを活用した施策の展開による観光客の受入れ態
勢の確立及び新たな地域からの観光客誘致を積極的に推進する「観光の振
興」の2つの重点施策を柱とした総額155億7,600万円を計上するものです。

保健課
0969-56-1111
内線2111

平成25年度の当初予算額は49億1,828万円です。前年度予算と比較して4,756
万円の減額となります。主な事業としては、保険給付事業（医療給付費・高額療
養費・出産育児費）及び保健事業（特定健康診査・健康増進・はり灸助成等）な
どです。

保健課
0969-56-1111
内線2111

平成25年度の当初予算額は6,829万円です。前年度予算と比較して14万円の
増額となります。主な事業としては湯島診療所運営事業、歯科診療事業です。

28 平成25年度上天草市一般会計予算

29

平成25年度上天草市国民健康保険特別会計（事
業勘定）予算

30 平成25年度上天草市診療所特別会計予算
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31 平成25年度上天草市介護保険特別会計予算

32 平成25年度上天草市斎場特別会計予算

33

平成25年度上天草市天草四郎メモリアルホール特
別会計予算

担当課等
電話番号
内線番号

概

要

歳入歳出の予算総額をそれぞれ34億5,430万3千円とするものです。歳入で
高齢者ふれあい課 は、介護給付費に対する負担割合に応じて、国庫支出金等の負担分を計上す
0969-56-1111
るものです。歳出では、前年度の歳出実績を踏まえて、保険給付費33億1,819
内線2128
万9千円、地域支援事業費7,457万6千円、総務費6,012万5千円の予算計上が
主なものです。前年度と比較して2億720万3千円の増となっています。
環境衛生課
0964-56-1111
内線1144

上天草市立斎場の維持管理費として、歳入歳出予算総額1,654万9千円を計
上するものです。

商工観光課
0964-56-1111
内線1132

平成25年度の当初予算額は、2,629万4千円です。前年度当初予算と比較して
448万8千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
品等の需用費です。

34

平成25年度上天草市公共下水道事業特別会計予
算

都市整備課
0969-56-1111
内線2212

予算総額は、歳入歳出それぞれ3億3,750万6千円を計上するものです。歳入
は、国庫補助金2,310万円、分担金及び負担金220万3千円、使用料及び手数料
5,765万3千円、繰入金1億9,153万5千円、市債6,300万円、諸収入1万5千円で
す。歳出は下水道建設費4,400万円、下水道管理費6,873万6千円、公債費2億
2,327万円、予備費150万円となっております。

35

平成25年度上天草市物揚場造成事業特別会計予
算

建設課
0969-56-1111
内線2202

平成25年度当初予算額は、1,294万9千円です。歳入の主なものは、阿村港野
積場の使用料収入と一般会計からの繰入金です。歳出の主なものは、物揚場
造成事業に係る公債費の償還金です。

36

平成25年度上天草市後期高齢者医療特別会計予
算

保健課
0969-56-1111
内線2111

平成25年度の当初予算額は、3億6,990万円です。前年度の当初予算と比較し
て1,090万円の増額となります。後期高齢者一般管理費及び後期高齢者医療保
険料の広域連合納付金事業が主なものです。
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37 平成25年度上天草市水道事業会計予算

平成25年度上天草市立上天草総合病院事業会計
38
予算

39

熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共
団体の数の減少及び規約の一部変更について

40 市道路線の認定について

担当課等
電話番号
内線番号

概

要

水道局
0969-58-2111
内線3102

平成25年度当初予算の収益的収入及び支出の予定額は、9億572万円です。
資本的収入は8,000万円、資本的支出は4億5,769万円の予定です。資本的収入
が資本的支出に対して不足する3億7,769万円は過年度分損益勘定留保資金
等で補填します。主な事業は、北部農免道路整備事業に伴う送・配水管布設替
工事3,100万円などです。

上天草総合病院
0969-62-1122

平成25年度予算額は、36億9,083万9千円です。業務につきましては、年間入
院患者数68,620人、年間外来患者数130,340人を想定しています。主な建設改
良事業は、施設改修費1,500万円（エレベーターの改修工事）、医療機器の購入
費2億7,450万円（電子カルテ、超音波診断装置等）です。

総務課
0964-56-1111
内線1235

熊本県市町村総合事務組合の構成団体である地方公共団体等が平成25年3
月31日をもって解散し、同日限りで本組合から脱退することに伴い、規約の一
部を変更するものです。

建設課
0969-56-1111
内線2208

国道改良事業等に伴う熊本県からの移管により、市道路線3路線を新たに路
線名を付しこれを認定するものです。
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