
３広報おのみち・平成24年５月2 広報おのみち・平成24年５月

　平成24年第 1回定例会は、2月22日から３月21日までの29日間にわたり開会しました。
　市長からは、報告 3件、平成23年度一般会計補正予算案、平成24年度一般会計当初予算案など81議案と人事議案 6件が提案さ
れました。
　審査にあたっては、２月22日に議長を除く全議員で構成される予算特別委員会（福原謙二委員長）を設置し、2月23日の委員
会では、平成23年度一般会計補正予算案等について審査を行い、原案のとおり可決しました。
　 2月27日の本会議では、平成23年度一般会計補正予算案等すべての議案について原案のとおり可決しました。また、議案第81
号損害賠償の額を定めることについてが追加提案され、予算特別委員会に付託しました。
　3月 7日、8日の両日には、各会派を代表して新年度予算に対する総体質問を行いました。
　 3月12日から15日にかけての予算特別委員会では、まず追加提案された議案第81号損害賠償の額を定めることについての審
査を行い、その後、平成24年度当初予算案をはじめ各条例案等について審査を行い、原案のとおり可決しました。
　 3月21日の本会議では、予算総額約1,153億円の平成24年度当初予算案等すべての議案について原案のとおり可決し、人事議
案6件について同意しました。
　また、議員からは、尾道市議会委員会条例の一部を改正する条例案が建議案として提案され、原案のとおり可決しました。さらに、
意見書案2件が建議案として提案され、可決後、意見書については、関係行政庁に送付しました。
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■上程議案
◎平成23年度関係
●予算
◇一般会計補正予算（第7号）
　2,424万9,000円を追加し、歳入歳出予
算総額を561億7,959万5,000円にするも
のです。主なものは、職員退職手当につ
いて、勧奨退職者が当初見込みを上回
ることによる追加を行う必要が生じた
こと、また、バス事業者への生活交通路
線維持費補助金及び土生・三原航路の
維持のための生活航路維持確保対策事
業費補助金の追加、予防接種事業や健
康診査事業の追加などと、このほか、西
藤小学校耐震改修事業に伴う仮設校舎
の経費や、地域ケア拠点づくり補助金、
消防団安全対策施設整備事業の追加、
特別会計への繰出金の増減調整、それ
に併せて事業費確定の見込みが立つも
のについて増減調整をするものです。
さらに、旧瀬戸田西小学校解体撤去事
業外27件の繰越明許費の追加、地域商
業活性化事業の債務負担行為を追加す
るものです。財源は、法人市民税及び市
たばこ税の増収が見込まれることから
市税の追加や、事業費の確定に係る国・
県支出金、市債等の増減調整と、財政調
整基金からの繰入れなどを行って調整
するものです。
◇国民健康保険事業特別会計補正予算
（第5号）ほか10特別会計
◇病院事業会計補正予算（第2号）
●条例改正
◇尾道市職員退職手当支給条例
　尾道市を退職し、公立大学法人尾道
市立大学に役員として採用される職員
に対し、退職手当を支給しないことと
するための条例改正です。

◇尾道市児童遊園地設置及び管理条例
　開発行為により整備され、寄附を受
けた遊園地を児童遊園地として管理す
るための条例改正です。
◇議会の議員の議員報酬及び費用弁償
等に関する条例
　議会の議員が議会だより編集委員会
に出席する場合に、費用弁償として交
通費の実費を支給するための条例改正
です。
●条例廃止　
◇備後圏都市計画事業栗原中部第一土
地区画整理事業施行に関する条例
　備後圏都市計画事業栗原中部第一土
地区画整理事業の完了に伴い、本条例
を廃止するためのものです。
◇尾道市国民健康保険高額療養費貸付
基金条例
　尾道市国民健康保険高額療養費貸付
基金及び貸付事業を廃止するためのも
のです。
◇尾道市漁業集落排水事業減債基金条例
　設置の目的を達成した漁業集落排水事
業減債基金を廃止するためのものです。
●その他の議案
◇市道路線の認定について（3件）
　平原77号線
　平原四丁目地内の宅地造成に伴い、
寄附を受けた道路を市道認定するもの
です。
　曽川4号線
　中国横断自動車道尾道松江線の施工
に伴い、移管を受けた道路を市道認定
するものです。
　向東167号線
　向東町地内の宅地造成に伴い、寄附を
受けた道路を市道認定するものです。
　曽川 1号線
　中国横断自動車道尾道松江線の施工

に伴い、市道の終点に異動が生じるた
め、路線を変更するものです。
◇土地改良事業の計画変更について
　土地改良事業市原地区区画整理事業
の計画を変更するためのものです。
◇訴えの提起について
　交通事故に係る損害賠償債務の額を確
定するため、訴えを提起するものです。
◇損害賠償の額を定めることについて
　平成22年 8 月13日午後 9 時30分頃、
尾道市因島土生町287番 3 地先の市道
において発生した事故について、損害
賠償の額を定めるものです。
●報告
◇専決処分報告（2件）
◇専決処分報告及び承認（1件）

◎平成24年度関係
●予算
◇一般会計当初予算（55,900,000千円）
◇港湾事業特別会計予算ほか12特別
会計（36,565,901千円）
◇水道事業会計（6,731,964千円）、
病院事業会計（16,153,867千円）
●条例改正
◇尾道市部設置条例
　まちづくりを効果的に進め、「活力あ
ふれ感性息づく芸術文化のまち尾道」
の実現を目指すべく、体制整備を図る
ための条例改正です。
◇尾道市職員定数条例
　適正な職員定員管理の推進並びに公
立大学法人尾道市立大学の設立及び病
院事業の地方公営企業法全部適用への
移行に伴い、各機関の職員数を定める
ための条例改正です。
◇尾道市特別職職員給与に関する条例
及び尾道市教育長の給与、勤務時間
その他の勤務条件に関する条例
　尾道市の財政状況及び社会経済状況
を考慮して、市長、副市長及び教育長の
給料月額の減額措置を引き続き 3年間
延長するため、並びに尾道市教育長の
表記を改めるための条例改正です。
◇非常勤の職員の報酬及び費用弁償に
関する条例
　嘱託人権文化館長の名称を変更し、
並びに嘱託薬局長、医療事務嘱託員及
び嘱託放射線技師を廃止し、並びに嘱
託ふれあいセンター長、千光寺公園技
能嘱託員、地域包括支援センター嘱託
員、因島フラワーセンター技能嘱託員、
医療保険事務嘱託員及び国民年金事務
嘱託員を設置するための条例改正で
す。
◇尾道市税条例
　地方税法の一部改正に伴い、市たば
こ税の税率の引き上げ、個人市民税の

分離課税に係る所得割の額の特例の廃
止及び個人市民税の雑損控除等に係る
災害関連支出の範囲の明文化、並びに
東日本大震災からの復興財源確保の法
律の制定に伴い、個人市民税の均等割
の税率の特例について定めるための条
例改正です。
◇尾道市手数料条例
　建築確認等の手数料について、審査
の事務量を勘案し、より適正な手数料
に改めるための条例改正です。
◇尾道市立いきいきサロン設置及び管
理条例
　いきいきサロン門田及びいきいきサロ
ン立花　和の設置に伴う条例改正です。
◇尾道市介護保険条例
　平成24年度から平成26年度までの第
5期介護保険事業計画の策定に伴い、第
1号被保険者の介護保険料率を改定す
るとともに、低所得者の保険料率の特
例を定めるための条例改正です。
◇尾道市人権文化センター等に関する
条例
　施設の名称統一及び利用促進を図る
ための条例改正です。
◇尾道市医師確保奨学金貸付条例
　医師の確保を図るべく、外国医師で
日本の医師免許を取得し、市民病院等
において医師として従事しようとする
者を奨学金の貸付対象者とするための
条例改正です。
◇尾道市因島フラワーセンター設置及
び管理条例
　尾道市因島フラワーセンターの事業
内容を変更し、入園料を無料とすると
ともに、管理について指定管理者制度
を解除するための条例改正です。
◇尾道市営単市住宅設置及び管理条例
　市営単市住宅の管理について、指定
管理者に管理させることができること
とするための条例改正です。
◇尾道市営住宅設置及び管理条例
　公営住宅法の一部改正に伴い、入居
者の資格に関する規定を整備するとと
もに、市営住宅の管理について指定管
理者に管理させることができることと
し、及び老朽化した立花余崎住宅を廃
止するための条例改正です。
◇尾道市営特定公共賃貸住宅設置及び
管理に関する条例
　市営特定公共賃貸住宅の管理におい
て、指定管理者に管理させることがで
きることとするための条例改正です。
◇尾道市道路占用料徴収条例
　国が管理する指定区間内の国道の占用
料の額が平成23年 4月 1日から改定され
たことに準じ、市が管理する道路の占用
料の額を改定するための条例改正です。

◇尾道市準用河川区域内占用料徴収条例
　道路占用料の改定に準じ、河川区域
内の土地占用料の額を改定するための
条例改正です。
◇尾道市都市公園条例
　道路占用料の改定に準じ、都市公園
の使用料の額を改定するための条例改
正です。
◇尾道市汚水処理施設設置及び管理条例
　汚水処理施設の下水道使用料の徴収
方法を、公共下水道の使用料の徴収方
法と統一するための条例改正です。
◇尾道市港湾施設管理条例
　重要港湾尾道糸崎港の長者原野積場
を廃止し、及び地方港湾沢港に広告物
を提出しないこととし、並びに港湾施
設の使用料を施設ごとに規定するため
の条例改正です。
◇尾道市立図書館協議会設置条例
　図書館法の一部改正に伴い、図書館
協議会の委員の委嘱又は任命の基準を
文部科学省令で定める基準を参酌して
定めるための条例改正です。
◇尾道市公民館条例
　社会教育法の一部改正に伴い、公民
館運営審議会の委員の委嘱の基準を文
部科学省令で定める基準を参酌して定
めるための条例改正です。
◇尾道市立美術館設置及び管理条例
　博物館法の一部改正に伴い、美術館
協議会の委員の委嘱の基準を文部科学
省令で定める基準を参酌して定めるた
めの条例改正です。
◇尾道市火災予防条例
　危険物の規制に関する政令の一部改
正に伴い、新たに危険物に追加された
ものの貯蔵及び取扱いの技術上の基準
に関する経過措置を定めるための条例
改正です。
◇尾道市消防手数料条例
　危険物の規制に関する政令及び地方
公共団体の手数料の標準に関する政令
の一部改正に伴い、浮き屋根式特定屋
外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外
タンク貯蔵所の設置許可の申請に係る
手数料を定めるための条例改正です。
●条例制定
◇尾道市暴力団排除条例
　暴力団が市民等に脅威を与えている
現状に鑑み、市、市民及び事業者が一体
となって暴力団の排除を推進しようと
するための条例制定です。
◇尾道市住宅団地汚水処理施設設置及
び管理条例
　住宅団地の管理組合からの汚水処理
施設の移管に伴い、当該施設を尾道市
の施設として設置し、及び管理するた
めの条例制定です。
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