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平成３０年米子市議会１２月定例会議案
平成３０年１２月４日
議案番号
８３

案

件

主 管 課

説

明

米子市消防団の設置等に関する 防災安全 機能別消防団員制度の導入に当たり、機能別団
条例等の一部を改正する条例の

員の報酬の年額及び支給方法を定めるほか、所

制定について

要の整備を行おうとするもの
〔主な改正内容〕
１

米子市消防団の設置等に関する条例の一
部改正関係
団員の種類を、次のとおり定めることと
する。

２

⑴

基本団員

⑵

機能別団員

米子市非常勤消防団員に係る退職報償金
の支給に関する条例の一部改正関係
機能別団員として勤務していた期間は、
退職報償金の支給の基礎となる勤務年数に
算入しないこととする。

３

米子市消防団員の報酬及び費用弁償に関
する条例の一部改正関係
機能別団員の報酬は、年額１万円とする

こととする。
〔施行期日〕
平成31年１月１日
８４

米子市の議会の議員及び長の選 選挙管理 公職選挙法の一部改正により、議会の議員の選
挙における選挙運動の市費負担 委員会事 挙において、選挙運動のためのビラを頒布する
に関する条例の一部を改正する 務局

ことができることとされ、市は、条例で定める

条例の制定について

ところにより当該選挙の候補者のビラの作成に
ついて条例で定める限度額の範囲内で無料とす
ることができることとされたことに伴い、本市
の当該選挙運動用ビラの作成に係る市費負担に
ついて定めようとするもの
〔改正内容〕

1

市は、限度額の範囲内で議会の議員の選挙
における候補者が無料で選挙運動用ビラを作
成することができるよう、その費用を負担す
るものとすることとする。
限度額・・・候補者１人について、７円51
銭に選挙運動用ビラの作成枚
数（法定枚数（４千枚）を上
限）を乗じて得た金額
〔施行期日〕
平成31年３月１日
〔関係法令〕
公職選挙法の一部を改正する法律（平成29
年法律第66号）
平成29年６月21日公布・平成31年３月１日施行

８５

米子市地方活力向上のための固 固定資産

地域再生法に基づく本市の地方活力向上地域内

定資産税の不均一課税に関する 税

に、東京都の特別区からの移転により整備され

条例の一部を改正する条例の制 経済戦略
定について

た特定業務施設用の固定資産に対する固定資産
税の課税免除を行うこととし、当該課税免除に
関し必要な事項を定めるほか、地域再生法の一
部改正に伴う所要の整備を行おうとするもの
〔主な改正内容〕
１

題名を「米子市地方活力向上のための固

定資産税の課税免除及び不均一課税に関す
る条例」に改めることとする。
２

認定事業者が、計画認定を受けた日から

２年を経過する日までの間に、本市の地方
活力向上地域内において東京都の特別区か
らの移転により特定業務施設（※）を整備
した場合の当該固定資産については、新た
に固定資産税を課することとなった年度か
ら起算して３年度分に限り、固定資産税を
課さないこととする。
（現行「不均一課税」→「課税免除」へ）
（※）特定業務施設
本店又は主たる事務所その他の地域における就
業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するもの
として内閣府令に定める次に掲げる業務施設
ア 事務所であって、次のいずれかの部門のため
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に使用されるもの
調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、
その他管理業務
イ 研究所
ウ 研修所

３

この条例の適用を受ける認定事業者は、

平成32年３月31日までに地方活力向上地域
等特定業務施設整備計画について認定を受
けたものとすることとする。（２年延長）
〔施行期日〕
公布の日
〔関係法令〕
１

地域再生法の一部を改正する法律（平成

30年法律第38号）平成30年６月１日公布・施行
２

地域経済牽引事業の促進による地域の成

長発展の基盤強化に関する法律第25条の地
方公共団体等を定める省令及び地域再生法
第17条の６の地方公共団体等を定める省令
の一部を改正する省令（平成30年総務省令
第16号）
平成30年３月30日制定・平成30年４月１日施行

３

地域再生法第17条の６の地方公共団体等

を定める省令の一部を改正する省令（平成
30年総務省令第33号）
平成30年６月１日制定・地域再生法の一部を改
正する法律の施行の日（平成30年６月１日）施行

８６

米子市一般廃棄物処理施設技術 クリーン

専門職大学の制度化に伴う環境省令の一部改正

管理者の資格を定める条例の一 推進

により、一般廃棄物処理施設の技術管理者の資

部を改正する条例の制定につい

格要件について見直しが行われたことに伴い、

て

本市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術
管理者の資格要件について所要の整備を行おう
とするもの
〔改正内容〕
一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格要
件に関し、学校教育法による短期大学には、
同法による専門職大学の前期課程を含むこと
とする。
〔施行期日〕
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平成31年４月１日
〔関係法令〕
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規
則の一部を改正する省令（平成29年環境省令
第27号）
平成29年11月８日制定・平成31年４月１日施行

８７

米子市老人憩の家条例を廃止す 長寿社会

平成31年３月31日をもって米子市老人憩の家を

る条例の制定について

廃止するため、その設置及び管理について定め
た条例を廃止しようとするもの
※廃止する施設
・名称 米子市老人憩の家
・位置 米子市皆生温泉四丁目17番１号
〔施行期日〕
平成31年４月１日

８８

米子市水道布設工事監督者に監 水 道 局

専門職大学の制度化に伴う水道法施行令等の一

督を行わせる水道の布設工事及

部改正により、水道布設工事監督者及び水道技

び水道布設工事監督者の資格を

術管理者の資格要件について見直しが行われた

定める条例及び米子市水道技術

ことに伴い、本市の水道事業における当該資格

管理者の資格を定める条例の一

要件について所要の整備を行おうとするもの

部を改正する条例の制定につい

〔改正内容〕

て

水道布設工事監督者及び水道技術管理者の
資格要件に関し、学校教育法による短期大学
には、同法による専門職大学の前期課程を含
むこととする。
〔施行期日〕
平成31年４月１日
〔関係法令〕
１

学校教育法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係政令の整備に関する政令（平成
29年政令第232号）
平成29年９月１日公布・平成31年４月１日施行

２

学校教育法の一部を改正する法律の施行

に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関す
る省令（平成30年厚生労働省令第15号）
平成30年２月16日制定・平成31年４月１日施行
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８９

米子市弓浜コミュニティー広場 地域振興 米子市弓浜コミュニティー広場の指定管理者を
の指定管理者の指定について

次のとおり指定しようとするもの
指定管理者に指定する者
米子市大篠津町125番地２
特定非営利活動法人ひだまり
理事長 岡 田

隆

指定の期間
平成31年４月１日から
平成36年３月31日まで
９０

米子国際会議場の指定管理者の

観

光 米子国際会議場の指定管理者を次のとおり指定

指定について

しようとするもの
指定管理者に指定する者
米子市末広町294番地
公益財団法人とっとりコンベンションビュ
ーロー
理事長 石 村 隆 男
指定の期間
平成31年４月１日から
平成36年３月31日まで

９１

平成３０年度米子市一般会計補 財

政 明細別紙

正予算（補正第３回）
９２

平成３０年度米子市国民健康保 財

政 明細別紙

険事業特別会計補正予算（補正
第１回）
９３

平成３０年度米子市介護保険事 財

政 明細別紙

業特別会計補正予算（補正第１
回）
９４

平成３０年度米子市後期高齢者 財

政 明細別紙

医療特別会計補正予算（補正第
１回）
９５

平成３０年度米子市下水道事業 下水道企
会計補正予算（補正第１回）

画
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明細別紙

報告１４ 議会の委任による専決処分につ 防災安全 法律上、市の義務に属する物損事故による損害
いて（損害賠償に係る和解及び

賠償について、和解し、及び損害賠償の額を決

損害賠償の額の決定について）

定したもの
処分年月日 平成30年10月16日
市側の過失割合 10割
損害賠償額 ６万6,550円
相 手

方 松江市在住の個人

事故の概要
平成30年７月２日、総務部所属の小型貨物
自動車（以下「市自動車」という。
）を米子市
役所有料駐車場内に駐車しようとしたとこ
ろ、相手方が当該駐車場内に駐車していた小
型乗用自動車（以下「相手方自動車」という。）
に市自動車が接触し、相手方自動車の車体の
一部を損傷させたもの。人身事故なし。
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報告１５ 議会の委任による専決処分につ 農

林 法律上、市の義務に属する物損事故による損害

いて（損害賠償に係る和解及び

賠償について、和解し、及び損害賠償の額を決

損害賠償の額の決定について）

定したもの
処分年月日 平成30年11月13日
市側の過失割合 10割
損害賠償額 １万4,644円
相 手

方

事故の概要
平成30年７月２日に相手方経営農地付近で
転作確認のため飛行させていた市所有の無人
航空機（ドローン）
（以下「市所有ドローン」
という。
）が、機器の不具合により操縦が不能
となり、その行方及び落下した場所が不明と
なっていた。同年10月５日に相手方従業員が
当該農地で相手方所有のコンバイン（以下「相
手方コンバイン」という。
）により稲刈りを行
っていたところ、当該農地内にあった市所有
ドローンを相手方コンバインの刈取部分が巻
き込み、当該刈取部分の一部及び市所有ドロ
ーンが損傷したもの。人身事故なし。

（追加予定議案）
工事請負契約の締結について

住宅政策
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