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専決処分の報告並びにその承認を求めることにつ
1 いて【上天草市病院事業管理者の給料の臨時特例
に関する条例】

総務課
0964-56-1111
内線1236

平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、病院事業管理者の
給料月額の100分の5の額を減額するため、専決処分により条例を制
定したことを報告し、承認を求めるものです。

専決処分の報告並びにその承認を求めることにつ
2 いて【平成２５年度上天草市一般会計補正予算
（第２号）】

財政課
0964-56-1111
内線1240

過疎地域等自立活性化推進交付金を受けて、湯島において実施す
る、域・学連携による「談合島」観光振興実証実験について、1,000
万円を増額補正したことを報告し、承認を求めるものです。

専決処分の報告並びにその承認を求めることにつ
いて【和解及び損害賠償額の決定】

建設課
0969-28-3350
内線2226

市道の転落防護柵の腐食により発生した人身事故について、専決
処分により和解及び損害賠償額の決定をしたことを報告し、承認を
求めるものです。

上天草市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
4 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
0964-56-1111
内線1236

新たな特別職の設置等に伴い、非常勤職員の報酬を定めるため、
条例の一部を改正するものです。

5 上天草市地域振興基金条例の制定について

財政課
0964-56-1111
内線1239

上天草市が実施する地域振興事業及び地域住民が主体的に取り組
む地域づくり事業の推進を図るために必要な経費に充てることを目
的とした基金を設置するため、条例を制定するものです。

3

1 ページ

税務課
0964-26-5519
内線1108

地方税法の一部を改正する法律等の公布に伴い、関係規定を整備
する必要があるため、条例の一部を改正するものです。主な改正内
容は次のとおりです。
・市民税の公的年金等からの特別徴収についての改正
・株式等に係る譲渡所得等の分離課税についての改正

上天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条
7
例の制定について

税務課
0964-26-5519
内線1108

地方税法の一部を改正する法律等の公布に伴い、関係規定を整備
する必要があるため、条例の一部を改正するものです。主な改正内
容は次のとおりです。
・株式等に係る譲渡所得等の分離課税についての改正

8 上天草市子ども・子育て会議条例の制定について

福祉課
0969-28-3351
内線2136

子ども・子育て支援法の施行に伴い、子ども・子育て支援法第77
条第1項に規定する合議制の機関として上天草市子ども・子育て会議
を設置するため、条例を制定するものです。
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9

10

上天草市税条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

上天草市立上天草総合病院使用料等徴収条例の一
部を改正する条例の制定について

平成２５年度上天草市一般会計補正予算（第３
号）

平成２５年度上天草市国民健康保険特別会計（事
11
業勘定）補正予算（第１号）

上天草看護専門学校の教育機材の充実及び教育環境の整備並びに
上天草総合病院
0969-62-1122 他の公立看護専門学校の授業料との均衡を図る必要があることか
ら、授業料の引上げを行うため、条例の一部を改正するものです。
内線5345

財政課
0964-56-1111
内線1239

職員給与引き下げによる人件費6,861万円の減額、道路舗装費
3,000万円の増額、フィッシャリーナ天草の桟橋補修県工事負担金
3,200万円の増額、防犯灯改修工事430万円の増額、上天草市地域振
興基金積立金10億円の増額、減債基金積立金5億円の増額など総額16
億5,571万1千円の増額補正予算を計上するものです。

保健課
0969-28-3354
内線2130

前年度繰越金の確定、国民健康保険税率の改定、前年度の療養給
付費交付金の確定及び本年度の後期高齢者支援金等の決定等に伴
い、1億8,860万9千円を増額し、歳入歳出それぞれ51億689万4千円と
するものです。歳入は主に、国民健康保険税3,856万8千円、繰越金1
億5,200万8千円を増額し、歳出は主に、療養給付費交付金返納金
1,449万7千円、予備費1億8,012万4千円を増額するものです。
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平成２５年度上天草市診療所特別会計補正予算
（第１号）

保健課
0969-28-3354
内線2126

前年度繰越金の確定、地域医療連携システムの導入及び前年度の
へき地診療所運営補助金の超過交付に伴い、271万円を増加し、歳入
歳出それぞれ7,100万5千円とするものです。歳入は県補助金16万3千
円、前年度繰越金254万7千円を増額し、歳出は主に、備品購入費16
万3千円、へき地診療所運営費補助金返納金133万円を増額するもの
です。

歳入歳出の予算にそれぞれ9,357万7千円を増額し、予算総額を35
億4,788万円とするものです。歳入は、平成24年度決算による繰越金
高齢者ふれあい課 6,544万5千円及び介護給付費の確定に伴う国庫支出金等の過年度精
平成２５年度上天草市介護保険特別会計補正予算
0969-56-3360 算交付金2,813万2千円を計上しています。歳出は、平成24年度の介
13
（第１号）
護給付費及び地域支援事業費の確定に伴い、国、県等への返還金
内線2119
1,708万5千円及び繰出金2,229万8千円と繰越金等の歳入調整として
予備費に5,419万4千円を計上しています。

平成２５年度上天草市斎場特別会計補正予算（第
14
１号）

平成２５年度上天草市天草四郎メモリアルホール
15
特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度上天草市公共下水道事業特別会計補
16
正予算（第１号）
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平成２５年度上天草市物揚場造成事業特別会計補
正予算（第１号）

環境衛生課
0964-26-5524
内線1134

前年度繰越金の確定に伴い、402万2千円を増額し、歳入歳出それ
ぞれ2,057万1千円とするものです。（予算総額は、前年度同期比68
万9千円の減となります。）歳入は、繰越金402万2千円を増額し、歳
出は、予備費402万2千円を増額するものです。

予算総額2,629万4千円に補正額284万6千円を増額し、歳入歳出そ
観光おもてなし課
れぞれ2,914万円とするものです。補正額の主なものは、歳入で前年
0964-26-5512
度繰越金245万6千円を計上し、歳出で光熱水費・修繕費77万円を増
内線1132
額するものです。
都市整備課
0969-56-1111
内線2230

予算総額3億3,750万6千円に補正額1,079万3千円を増額し、歳入歳
出それぞれ3億4,829万9千円とするものです。歳入は繰入金358万5千
円、繰越金720万8千円を増額し、歳出は人件費358万5千円、予備費
720万8千円を増額するものです。

建設課
0969－28－3350
内線2222
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歳入予算において前年度繰越金を10万円計上するものです。

平成２５年度上天草市後期高齢者医療特別会計補
18
正予算（第１号）

保健課
0969-28-3354
内線2131

前年度繰越金の確定に伴い、166万1千円を増額し、歳入歳出それ
ぞれ3億7,156万7千円とするものです。

平成２５年度上天草市水道事業会計補正予算（第
１号）

水道局
0964-56-1111
内線3202

水道事業費用において、職員の異動に伴い人件費を366万7千円、
企業債借入利率の確定による企業債利息を1,422万9千円を減額し、
予備費1,789万6千円を増額するものです。資本的支出においては、
人件費30万円を減額し、倉江浄水場の継続事業費確定により企業債
の借入額の変更があったため、553万9千円を減額するものです。
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平成２５年度上天草市立上天草総合病院事業会計
補正予算（第１号）

あらたに生じた土地の確認について（小屋河内漁
港）

職員の採用及び異動に伴い、医業費用を174万6千円減額し、健康
上天草総合病院 管理センター費用を174万6千円、訪問看護ステーション費用を161万
0969-62-1122 5千円増額し、予備費を161万5千円減額するものです。資本的収入に
おいては、企業債を8,120万円、補助金を1,357万2千円増額し、資本
内線5345
的支出においては、建設改良費を9,561万9千円増額するものです。

農林水産課
0964-26-5516
内線1210

22 字の区域の変更について（小屋河内漁港）

農林水産課
0964-26-5516
内線1210

23 あらたに生じた土地の確認について（干切漁港）

農林水産課
0964-26-5516
内線1210

国道266号線道路改築事業に伴い、あらたに生じた土地を確認する
ものです。（場所：1工区1-1 龍ヶ岳町高戸字下脇地先 面積：
315.99㎡ 用途：道路用地）（場所：1工区1-2 龍ヶ岳町高戸字上
脇地先 面積：111.53㎡ 用途：道路用地）（場所：2工区 龍ヶ岳
町高戸字八久保並びに楠川地先 面積：2,230.03㎡ 用途：道路用
地）
国道266号線道路改築事業に伴い、あらたに生じた土地の区域内の
字の区域を変更するものです。（場所：1工区1-1 龍ヶ岳町高戸字
下脇地先 面積：315.99㎡ 用途：道路用地）（場所：1工区1-2
龍ヶ岳町高戸字上脇地先 面積：111.53㎡ 用途：道路用地）（場
所：2工区 龍ヶ岳町高戸字八久保並びに楠川地先 面積：2,230.03
㎡ 用途：道路用地）
干切漁港整備事業に伴い、あらたに生じた土地を確認するもので
す。（場所：松島町阿村字干切地先 面積：4,241.84㎡ 用途：漁
港施設用地）
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24 字の区域の変更について（干切漁港）

25

あらたに生じた土地の確認についての更正につい
て（永目港）

農林水産課
0964-26-5516
内線1210

干切漁港整備事業に伴い、あらたに生じた土地の区域内の字の区
域を変更するものです。（場所：松島町阿村字干切地先 面積：
4,241.84㎡ 用途：漁港施設用地）

平成25年第4回市議会定例会で議決を経た姫戸地区（永目）埋立造
成事業に伴うあらたに生じた土地の確認について、更正の必要が生
建設課
0969－28－3350 じたため再度議決を求めるものです。（場所：姫戸町姫浦地先 面
積：港湾区域11,835．75㎡、一般公共海岸19,875．64㎡ 主な用
内線2224
途：道路用地、多目的用地、公共施設用地、住宅用地）

平成25年第4回市議会定例会で議決を経た姫戸地区（永目）埋立造
成事業に伴うあらたに生じた土地の区域内の字区域の変更につい
建設課
て、更正の必要が生じたため再度議決を求めるものです。（場所：
26 字の区域の変更についての更正について（永目港） 0969－28－3350
姫戸町姫浦地先 面積：港湾区域11,835．75㎡、一般公共海岸
内線2224
19,875．64㎡ 主な用途：道路用地、多目的用地、公共施設用地、
住宅用地）

27 財産の無償貸付けについて

平成２４年度上天草市歳入歳出決算の認定につい
28
て

29

平成２４年度上天草市水道事業会計決算の認定に
ついて

産業雇用創出課
市外からの進出企業に対し、旧大道中学校の土地及び建物の一部
0964-56-1111
を3年間の期限付きで無償貸付けを行うものです。
内線1247
財政課
0964-56-1111
内線1239

地方自治法第233条第3項の規定により、平成24年度の一般会計及
び国民健康保険特別会計（事業勘定）他7件の特別会計の総額275億
4,250万円の歳入歳出決算について認定を求めるものです。

水道局
0964-56-1111
内線3202

地方公営企業法第30条第4項の規定により平成24年度上天草市水道
事業決算について認定を求めるものです。収益的収支では収入税抜
き8億4,729万円に対し支出8億4,724万円、差引き5万円の黒字決算と
なりました。資本的収支では税込み収入額8億1,311万円に対し、税
込支出額10億6,337万円、差引2億5,026万円の不足となり、この不足
分については過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税資本的
収支調整額で補てんします。
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30

平成２４年度上天草市立上天草総合病院事業会計
決算の認定について

建設課
0969-28-3350
内線2226

市道の転落防護柵の腐食により歩行者が転落し発生した家屋破損
事故について、専決処分により和解及び損害賠償額の決定をしたこ
とを報告をするものです。

平成２４年度上天草市水道事業会計継続費精算報
告書の報告について

水道局
0964-56-1111
内線3202

倉江浄水場建設に要した費用について、各年度における継続費の
確定額を報告するものです。(平成22年度4,126万5千円、平成23年度
4億1,910万円、平成24年度7億9,499万円、総額12億5,535万5千円)

平成２４年度決算に基づく健全化判断比率及び資
金不足比率の報告について

財政課
0964-56-1111
内線1241

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定によ
り、平成24年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比
率、将来負担比率の4指標及び公営企業等における資金不足比率につ
いて報告するものです。

専決処分の報告について
31
【和解及び損害賠償額の決定】

32

33

34

地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成24年度上天草市
立上天草総合病院事業決算について認定を求めるものです。総収入
は、35億2,038万円で前年度比4,830万円増となりました。総費用
上天草総合病院 は、34億2,938万円で前年度比3,866万円増となり、収益的収支で
0969-62-1122 9,100万円の純利益となりました。資本的収支は、収入が4億8,620万
円、支出が6億590万円で不足額1億1,970万円となりますが、不足分
内線5345
については、過年度損益留保資金5,368万円、当年度損益留保資金
4,886万円、当年度分消費税資本的収支調整額1,716万円で補てんし
ます。

パライゾ上天草株式会社の経営状況を説明する書
類の提出について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、地方公共団体が2分の1
産業雇用創出課 以上出資している株式会社は、その経営状況を説明する資料を議会
0964-56-1111 に提出しなければならないことになっています。そのため、上天草
市が約7割を出資しているパライゾ上天草株式会社の平成24年度の決
内線1222
算報告書と平成25年度の事業計画書を提出するものです。
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