平成２６年第１回上天草市議会定例会
議

案

名

担当課等
電話番号
内線番号

議案概要
概

要

専決処分の報告並びにその承認を求めることについ
1 て【平成２５年度上天草市一般会計補正予算（第６
号）】

財政課
0964-56-1111
内線1239

平成25年度の一般職員の人件費について、2,663万3千円を減額補正
したことを報告し、承認を求めるものです。

上天草市表彰条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

市長公室
0964-56-1111
内線1248

表彰の種類の追加及び功労者に対する特別待遇を廃止すること等に
伴い、条例の一部を改正するものです。

上天草市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費
3 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

附属機関の名称及び特別職の職員で非常勤のものの名称を整理した
こと等に伴い、条例の一部を改正するものです。

上天草市一般職の職員の給与に関する条例の一部を
4
改正する条例の制定について

総務課
0964-56-1111
内線1236

一般職の職員の勤務１時間当たりの給与額について、労働基準法に
基づく算出方法に改めるため、条例の一部を改正するものです。

5

上天草市附属機関設置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

附属機関の名称及び設置根拠となる法令等の表記を整理したこと等
に伴い、条例の一部を改正するものです。

6

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

狂犬病予防接種手数料について、平成26年4月1日から当該予防接種
を受けた犬の所有者が当該予防接種の実施者に直接納入することとす
るため、条例の一部を改正するものです。

7

上天草市姫戸運動広場条例等を廃止する条例の制定
について

農林水産課
0964-26-5516
内線1213

上天草市姫戸運動広場、上天草市教良木河内山村広場及び上天草市
教良木河内山村広場体育館を教育委員会所管の体育施設として管理す
るため、これらの条例を廃止するものです。
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8

上天草市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定
について

農林水産課
0964-26-5516
内線1210

消費税法及び地方税法の一部改正により消費税及び地方消費税の税
率が引き上げられること等に伴い、市が管理する漁港の使用料等の額
を改めるため、条例の一部を改正するものです。

9

上天草市準用河川占用料徴収条例及び上天草市港湾
管理条例の一部を改正する条例の制定について

建設課
0969-28-3350
内線2223

消費税法及び地方税法の一部改正により消費税及び地方消費税の税
率が引き上げられること等に伴い、市が管理する準用河川及び港湾の
占用料等の額を改めるため、条例の一部を改正するものです。

上天草市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害
補償等に関する条例及び上天草市重度心身障害者医
10
療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定
について

福祉課
0969-28-3351
内線2139

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等の施行に伴い、条項ずれが
生じたため、条例の一部を改正するものです。

上天草市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営
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
高齢者ふれあい課
並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための
係法律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
11
0969-28-3360
効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の
り、介護予防支援に関する基準等に関し必要な事項を定めるため、条
内線2118
制定について
例を制定するものです。
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
上天草市介護保険法に基づき地域包括支援センター 高齢者ふれあい課
係法律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
12 の設置者が遵守すべき基準に関する条例の制定につ 0969-28-3360
り、地域包括支援センターに関する基準に関し必要な事項を定めるた
いて
内線2118
め、条例を制定するものです。
13

上天草市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正
する条例の制定について

学務課
0969-28-3364
内線2207

教良木中学校の閉校に伴い、教良木共同調理場が単独調理場となる
ため、条例の一部を改正するものです。

14

上天草市奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制
定について

学務課
0969-28-3364
内線2208

奨学金の貸与の適正化を図るため、貸与資格者の要件を見直したこ
と等に伴い、条例の一部を改正するものです。

15

上天草市大矢野自然休養村管理センター条例の一部
を改正する条例の制定について

社会教育課
0969-28-3361
内線2218

上天草市大矢野自然休養村管理センターにおいて、物品販売を目的
とした使用を許可すること等に伴い、条例の一部を改正するもので
す。
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上天草市社会教育委員設置条例の一部を改正する条
16
例の制定について

社会教育課
0969-28-3361
内線2218

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社会教育法の一部改正によ
り、社会教育委員の委嘱の基準を定めるため、条例の一部を改正する
ものです。

上天草市体育施設設置及び管理に関する条例の一部
17
を改正する条例の制定について

社会教育課
0969-28-3361
内線2218

上天草市教良木河内山村広場体育館及び上天草市教良木河内山村広
場を、教育委員会所管の体育施設として管理するため、条例の一部を
改正するものです。

消費税法及び地方税法の一部改正により消費税及び地方消費税の税
上天草市立上天草総合病院使用料等徴収条例の一部 上天草総合病院
18
率が引き上げられることに伴い、上天草総合病院の特別室の使用料の
を改正する条例の制定について
0969-62-1122
額等を改めるため、条例の一部を改正するものです。

19 平成２５年度上天草市一般会計補正予算（第７号）

財政課
0964-56-1111
内線1239

天草広域連合消防庁舎建設事業に係る今年度負担金額の確定による
9,175万8千円の減額、ソフト事業の財源として充当する過疎対策事業
債3,100万円の増額、その他事業費確定による減額に伴う予備費4億55
万9千円の増額等により、総額9,856万1千円を増額するものです。

20

平成２５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
0969-28-3354
内線2130

国民健康保険税、療養給付費交付金、繰入金等の補正に伴い、歳入
歳出それぞれ2,437万9千円を減額し、歳入歳出予算の総額を50億
8,251万5千円とするものです。歳入では、国民健康保険税1,672万6千
円及び療養給付費交付金2,161万2千円の増額、財政調整基金繰入金
5,000万円及び一般会計繰入金（法定分）1,730万5千円の減額が主な
ものです。歳出では、共同事業拠出金1,013万円及び保健事業費1,160
万2千円の減額、諸支出費3,387万6千円の増額が主なものです。

21

平成２５年度上天草市診療所特別会計補正予算（第
３号）

保健課
0969-28-3354
内線2126

予算総額の増減はなく、歳入歳出それぞれ7,100万5千円であり、実
績により人件費、旅費等の不用額146万3千円を減額し、その調整とし
て予備費を146万3千円増額するものです。

予算総額35億4,788万円に補正額1億2,256万円を減額し、歳入歳出
高齢者ふれあい課 それぞれ34億2,532万円とするものです。歳入では、介護給付費の減
平成２５年度上天草市介護保険特別会計補正予算
22
0969-28-3360 額による負担割合に応じて、国庫支出金等の減額分を計上するもので
（第３号）
内線2118
す。歳出では、実績計算により保険給付費6,266万6千円、地域支援事
業費719万8千円及び予備費5,237万3千円の減額が主なものです。
3 ページ

平成２５年度上天草市斎場特別会計補正予算（第２
23
号）
平成２５年度上天草市天草四郎メモリアルホール特
24
別会計補正予算（第２号）

環境衛生課
0964-26-5524
内線1134

上天草市立斎場施設の一般管理費を72千円減額し、予備費を72千円
増額するものです。

観光おもてなし課 予算現額2,914万円に補正額323万1千円を減額し、歳入歳出それぞ
0964-26-5512 れ2,590万9千円とするものです。歳入は、事業収入（入館料）等を減
内線1131
額し、歳出は一般管理費及び予備費等を減額するものです。

平成２５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2236

歳出において、旅費、需用費、使用料、賃借料及び公課費を21万7
千円減額し、予備費を21万7千円増額するものです。

平成２５年度上天草市後期高齢者医療特別会計補正
予算（第２号）

保健課
0969-28-3354
内線2131

後期高齢者医療保険基盤安定負担金等の減額に伴い、歳入歳出それ
ぞれ835万2千円を減額し、予算総額をそれぞれ3億6,321万5千円とす
るものです。歳入は後期高齢者医療保険料488万1千円及び繰入金312
万3千円の減額が主なものです。歳出は後期高齢者医療広域連合納付
金769万5千円の減額が主なものです。

平成２５年度上天草市水道事業会計自己資本金の額
の減少について

水道局
0969-58-2111
内線3203

地方公営企業法の改正に伴い補助金等により取得した固定資産等の
償却制度が改正されたため、これまで補助金等の資本剰余金及び利益
剰余金の全額を自己資本金として会計処理していたものを、自己資本
金から移行処理に該当する固定資産に係る国庫補助金、県補助金及び
工事負担金相当分を資本剰余金に振り替えるものです。

28 平成２６年度上天草市一般会計予算

財政課
0964-56-1111
内線1239

上天草市が最重点戦略として位置付けている、観光需要、観光消費
を拡大する事業、農林水産物の生産・加工・販売を拡大する事業に重
点配分した総額171億8,000万円を計上するものです。

平成２６年度上天草市国民健康保険特別会計（事業
29
勘定）予算

保健課
0969-28-3354
内線2130

平成26年度の当初予算額は48億7,031万4千円です。前年度予算と比
較して4,797万1千円の減額となります。主な事業は、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）等です。

30 平成２６年度上天草市診療所特別会計予算

保健課
0969-28-3354
内線2126

平成26年度の当初予算額は7,548万2千円です。前年度予算と比較し
て718万7千円の増額となります。湯島へき地診療所を運営するための
事業であり、主なものは、超音波診断装置等医療機器の整備及び歯科
診療事業です。

25

26

27
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31 平成２６年度上天草市介護保険特別会計予算

32 平成２６年度上天草市斎場特別会計予算

歳入歳出の予算総額をそれぞれ35億2,922万8千円とするものです。
歳入では、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
高齢者ふれあい課
担分を計上しています。歳出では、前年度の歳出実績を踏まえて、総
0969-28-3360
務費6,828万1千円、保健給付費33億6,698万9千円、地域支援事業費
内線2118
9,265万9千円の予算計上が主なものです。前年度と比較して7,492万5
千円の増額となります。
環境衛生課
0964-26-5524
内線1134

上天草市立斎場平成26年度の当初予算額は、2,502万5千円です。前
年度の予算額と比較して847万6千円の増額となります。歳入の主なも
のは斎場使用料並びに一般会計及び斎場基金からの繰入れです。歳出
の主なものは嘱託職員報酬、火葬炉の修繕、工事費、燃料費等です。

平成26年度の当初予算額は、歳入歳出それぞれ3,185万3千円です。
観光おもてなし課
平成２６年度上天草市天草四郎メモリアルホール特
前年度当初予算と比較して555万9千円の増額となります。歳入の主な
33
0964-26-5512
別会計予算
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
内線1131
及びアテンダントの報酬、光熱水費、施設整備費等です。

34 平成２６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2236

歳入歳出の予算総額をそれぞれ4億375万7千円とするものです。歳
入では国庫補助金5,079万円、分担金及び負担金313万3千円、使用料
及び手数料5,632万9千円、繰入金2億458万6千円、市債8,890万円、諸
収入1万9千円です。歳出は下水道建設費9,507万円、下水道管理費
8,649万7千円、公債費2億2,069万円、予備費150万円です。

35 平成２６年度上天草市物揚場造成事業特別会計予算

建設課
0969-28-3350
内線2223

平成26年度当初予算額は、1,044万4千円です。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２６年度上天草市後期高齢者医療特別会計予算

保健課
0969-28-3354
内線2131

平成26年度の当初予算額は、3億7,099万1千円です。前年度の当初
予算と比較して108万5千円の増額となります。歳出の主なものは後期
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です。

37 平成２６年度上天草市電気事業特別会計予算

監理課
0964-56-1111
内線1245

上天草市電気事業の開始に当たり、歳入については、売電による事
業収入として、総額5,295万7千円、歳出については、太陽光発電施設
リース料4,680万4千円及び予備費615万3千円の総額5,295万7千円を予
算計上するものです。
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38 平成２６年度上天草市水道事業会計予算

水道局
0969-58-2111
内線3203

平成26年度当初予算額は、収益的収入及び支出の予定額9億4,656万
6千円です。資本的収入額は7千万円、資本的支出額は4億254万6千円
の予定です。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億3,254
万6千円は過年度損益勘定保留資金3億2,419万5千円、当年度分消費税
及地方消費税資本的収支調整額835万1千円で補填します。

平成26年度予算額は、37億9,589万6千円です。業務については、年
間入院患者数66,065人、年間外来患者数121,032人を想定していま
平成２６年度上天草市立上天草総合病院事業会計予 上天草総合病院
39
す。主な建設改良事業は、施設改修費7億9,000万円（看護学校建替工
算
0969-62-1122
事）等、医療機器の購入費1億1,715万1千円（CT装置、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ等）
です。
40 上天草市第２次総合計画の策定について

企画政策課
0964-26-5511
内線1218

合併時に策定した「上天草市第１次総合計画」が平成26年3月に計
画終期を迎えるため、近年の本市を取り巻く著しい環境を鑑み、今後
の10年間を見据え新たな視点と将来の展望に立った「上天草市第２次
総合計画」を策定するものです。

41

新市まちづくり計画（新市建設計画）の変更につい
て

企画政策課
0964-26-5511
内線1219

市町村の合併の特例等に関する法律の一部改正により、東日本大震
災の被災地以外の自治体で合併特例債を活用できる期間の延長が特例
として認められ、本市においてもこの特例の適用を受けることができ
るため、「新市まちづくり計画（新市建設計画）」の一部を変更する
ものです。
なお、変更の概要は次のとおりです。
・計画期間の延長
・将来目標人口、財政計画の変更
・合併後の市民ニーズの変化、社会情勢の変化に対応する事業の追加
・事業完了に伴う部分の削除
・その他文言等の修正（法律、制度等の改正への対応）
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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

総務課
0964-56-1111
内線1236

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
26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。

上天草市職員懲戒審査委員会委員の任命につき同意
43
を求めることについて

総務課
0964-56-1111
内線1231

上天草市職員懲戒審査委員会委員の任命につき同意を求めることに
ついて、平成26年3月31日をもって任期満了となるため、地方自治法
施行規程第17条第3項の規定により、委員の任命の同意を求めるもの
です。
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