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平成３１年米子市議会３月定例会議案 

 

                                 平成３１年２月２６日 

議案番号 案       件 主 管 課 説       明 

１ 功労者の表彰について 総務管財 功労者    23人 

 
 

２ 消費税及び地方消費税の税率

の改定に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について 
 

調 査 本年10月１日からの消費税及び地方消費税の税

率の引上げに伴い、本市が条例で定める使用料

及び手数料について相応の引上げを行おうとす

るもの 

〔制定内容〕 

  本市の条例で定める使用料及び手数料のう

ち、消費税及び地方消費税の課税対象となる

ものについて、消費税及び地方消費税の税率

の引上げ分に相応する引上げを行うこととす

る。 

  ※ 対象条例  

米子市行政財産使用料条例ほか41条例 

〔施行期日〕 

  平成31年10月１日 

〔関係法令〕 

 １ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制

の抜本的な改革を行うための消費税法の一

部を改正する等の法律（平成24年法律第68

号） 

   平成24年８月22日公布 

   平成26年４月１日施行（消費税率を100分の４か

ら100分の6.3に引き上げる部分） 

   ※ 消費税率（標準税率）を100分の6.3から100

分の7.8に引き上げる部分は、平成31年10月１

日施行 

 ２ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制

の抜本的な改革を行うための地方税法及び

地方交付税法の一部を改正する法律（平成

24年法律第69号） 

   平成24年８月22日公布 

資 料 １ 



 

2 

 
 

    平成26年４月１日施行（地方消費税率を、消費税

額の100分の25（消費税率と合わせると100分の

５）から63分の17（消費税率と合わせると100

分の８）に引き上げる部分） 

   ※ 地方消費税率を、消費税額の63分の17（消費

税率と合わせると100分の８）から78分の22（消

費税率（標準税率）と合わせると100分の10）

に引き上げる部分は、平成31年10月１日施行 
 

３ 米子市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 
 

職 員 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の制度

を導入するほか、正規の勤務時間以外の時間に

おける勤務に関し、国家公務員における措置の

内容に準じ、所要の整備を行おうとするもの 

〔主な改正内容〕 

 １ 条例に定めるもののほか、正規の勤務時

間以外の時間における勤務に関し必要な事

項は、規則で定めることとする。 

   ※ 規則において、国家公務員の例（人事院規則）

に準じ、時間外勤務を命ずる時間及び月数の上

限等について定めることとしている。 

 ２ 任命権者は、次に掲げる職員が、その子

を養育するために請求した場合には、公務

の運営に支障がある場合を除き、早出遅出

勤務（※）をさせるものとすることとする。 

  ⑴ 小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員 

  ⑵ 小学校、義務教育学校の前期課程又は

特別支援学校の小学部に就学している子

のある職員 

  （※）早出遅出勤務 

始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護

を行うためのものとしてあらかじめ定められた

特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務 

 ３ 任命権者は、要介護者のある職員が当該

要介護者を介護するために請求した場合に

は、公務の運営に支障がある場合を除き、

早出遅出勤務をさせるものとすることとす

る。 

〔施行期日〕 

  平成31年４月１日 
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４ 米子市淀江町巡回バス条例の

制定について 
 

都市創造 地域住民の生活に必要な交通手段を確保するた

め、米子市淀江町巡回バスを運行することとし、

その運行管理に関し必要な事項について定める

ため、制定しようとするもの 

〔主な制定内容〕 

 １ 巡回バスの運行に関すること。 

 ２ 巡回バスの運行日及び運行時刻に関する

こと。 

 ３ 巡回バスの使用料に関すること。 

 ４ 巡回バスの定期券の交付及び回数券の発

行に関すること。 

 ５ 巡回バスの使用者の損害賠償義務に関す

ること。 

 ６ 巡回バスの運転者の指示に関すること。 

 ７ 巡回バスへの乗車の制限に関すること。 

 ８ 巡回バスの使用に関する禁止行為に関す

ること。 

〔施行期日〕 

  平成31年４月１日（一部公布の日） 

〔関係法令及び関係条項〕 

 １ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244

条の２ 

 ２ 道路運送法（昭和26年法律第183号）第79

条 
 

５ 米子市における部落差別をはじ

めあらゆる差別をなくする条例

の一部を改正する条例の制定に

ついて 

人権政策 部落差別の解消の推進に関する法律をはじめと

する近年の差別の解消の推進に関する法律の制

定を受け、この条例はこれらの差別の解消の推

進に関する法令の趣旨を踏まえ定めるものであ

ること、及び市の相談体制の充実の努力義務に

ついて明らかにするため、改正しようとするも

の 

〔改正内容〕 

 １ この条例は、部落差別の解消の推進に関

する法律、障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律その他の差別の解消の推 
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   進に関する法令の趣旨を踏まえ定めるもの

である旨を、目的に加えることとする。 

 ２ 市は、あらゆる差別に関する相談に的確

に応ずるための体制の充実に努めるものと

し、これを明文化することとする。 

〔施行期日〕 

  公布の日 

〔関係法令〕 

 １ 部落差別の解消の推進に関する法律

（平成28年法律第109号） 

   平成28年12月16日公布・施行 

 ２ 障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律（平成25年法律第65号） 

   平成25年６月26日公布・平成28年４月１日施行 
 

６ 米子市特別会計条例の一部を

改正する条例の制定について 

人権政策 

商 工 

住宅資金貸付事業を一般会計により経理するこ

ととし、及び公営企業としての和田浜工業団地

整備事業が終了することに伴い、これらの事業

に係る歳入歳出を整理するために設けていた住

宅資金貸付事業特別会計及び和田浜工業団地整

備事業特別会計を廃止するため、改正しようと

するもの 

〔改正内容〕 

 １ 住宅資金貸付事業特別会計及び和田浜工

業団地整備事業特別会計を廃止することと

する。 

 ２ 住宅資金貸付事業特別会計及び和田浜工

業団地整備事業特別会計は、平成31年５月

31日までは、これらの会計の出納の整理に

必要な限度において、なお存続することと

する。 

〔施行期日〕 

  平成31年４月１日 
 

７ 米子市伯耆古代の丘公園条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて 

淀江振興 米子市伯耆古代の丘公園の入園料を無料とする

ため、改正しようとするもの 

〔主な改正内容〕 

 １ 入園料は、無料とすることとする。 
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     ※ 現行の入園料の額（括弧内は、指定管理者が定

めている額） 

    小学生及び中学生 100円（100円） 

    一般       310円（200円） 

 ２ 入園料の納付、減免及び還付、指定管理

者による入園料の収受等並びに入園料の額

に関する規定を削ることとする。 

〔施行期日〕 

  平成31年４月１日 
 

８ 米子市公民館条例及び米子市

特別職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の

制定について 

生涯学習 淀江公民館に置いている宇田川分館及び大和分

館について、宇田川地区及び大和地区における

社会教育及びまちづくりの充実を図ることを目

的として、それぞれ米子市宇田川公民館及び米

子市大和公民館として設置することとするた

め、所要の整備を行おうとするもの 

〔主な改正内容〕 

 １ 米子市公民館条例の一部改正関係 

  ⑴ 米子市淀江公民館宇田川分館及び米子

市淀江公民館大和分館をそれぞれ廃止

し、米子市宇田川公民館及び米子市大和

公民館を設置することとする。 

  ⑵ 分館に置く職員に係る規定を削ること

とする。 

 ２ 米子市特別職の職員の給与に関する条例

の一部改正関係 

   公民館分館長の給与に係る規定を削るこ

ととする。 

〔施行期日〕 

  平成31年４月１日 
 

９ 米子市国民健康保険条例の一部

を改正する条例の制定について 

保 険 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民

健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額の引

上げ並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割

額の５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所

得判定基準の見直しを行うため、所要の整備を

行おうとするもの 

〔主な改正内容〕 
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    １ 基礎賦課額に係る賦課限度額を引き上げ

ることとする。 

    58万円 → 61万円 

 ２ 被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

減額の対象となる世帯の所得の算定におけ

る、当該世帯の被保険者の数に乗ずべき額

を引き上げることとする。 

  ⑴ ５割軽減対象世帯 

     27万5,000円 → 28万円 

  ⑵ ２割軽減対象世帯 

     50万円 → 51万円 

〔施行期日〕 

  平成31年４月１日 

〔関係法令〕 

  国民健康保険法施行令の一部を改正する政 

 令（平成31年政令第15号） 

  平成31年１月25日公布・同年４月１日施行 
 

１０ 米子市手話言語条例の制定につ

いて 

障がい者

支援 

手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語

の理解及び普及並びに手話言語を使用しやすい

環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務

及び市民等の役割を明らかにするとともに、総

合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者

とろう者以外の者とが共生することができる地

域社会の実現を図ることを目的として制定しよ

うとするもの 

〔制定内容〕 

 １ この条例の理念及び趣旨をより明確にす

るため、前文を置くこととする。 

 ２ ろう者とろう者以外の者とが共生するこ

とができる地域社会を実現することをこの

条例の目的とすることとする。 

 ３ 手話言語の理解及び普及並びに地域にお

ける手話言語を使用しやすい環境の構築に

関し、基本理念を定めることとする。 

 ４ 市の責務を定めることとする。 
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    ５ 市民、ろう者、意思疎通支援者及び事業

者のそれぞれの役割について定めることと

する。 

 ６ 市が推進する施策及びその推進方針の策

定について定めることとする。 

 ７ 市は、手話言語に関する施策を積極的に

推進するために必要な財政上の措置を講ず

るものとすることとする。 

〔施行期日〕 

  公布の日 
 

１１ 米子市災害弔慰金の支給等に関

する条例の一部を改正する条例

の制定について 
 

長寿社会 災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰

金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴

い、災害援護資金の貸付利率の見直しを行うと

ともに、災害援護資金の償還方法として月賦償

還を加えるほか、保証人の設定に関し必要な事

項を定めるため、改正しようとするもの 

〔主な改正内容〕 

 １ 災害援護資金の貸付利率は、次のとおり

とすることとする。（現行：年３パーセン

ト） 

  ⑴ 保証人を立てる場合 

    無利子 

  ⑵ 保証人を立てない場合 

   ア 据置期間中 無利子 

   イ 据置期間経過後 年３パーセント以

内で規則で定める率（※） 

   （※）規則で定める率は、年１パーセントを予定

している。 

 ２ 災害援護資金の貸付けを受けようとする

者は、保証人を立てることができることと

する。（現行：保証人を立てなければならな

い。） 

 ３ 災害援護資金の償還方法として、月賦償

還を加えることとする。（現行：年賦・半年

賦） 
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 〔施行期日〕 

  平成31年４月１日 

〔関係法令〕 

 １ 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（平成30年法律第66号） 

   平成30年６月27日公布・平成31年６月１日施行 

    第２条 災害弔慰金の支給等に関する法律の

一部改正（この改正規定の施行日は、

平成31年４月１日） 

 ２ 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令

の一部を改正する政令（平成31年政令第16

号） 

   平成31年１月30日公布・同年４月１日施行 
 

１２ 米子市児童福祉施設条例の一部

を改正する条例の制定について 
 

子育て支

援 

米子市きんかい児童遊園地を廃止するため、所

要の整備を行おうとするもの 

〔改正内容〕 

  米子市きんかい児童遊園地を廃止するた

め、米子市が設置する児童厚生施設から米子

市きんかい児童遊園地を除くこととする。 

〔施行期日〕 

  平成31年４月１日 
 

１３ 米子市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制

定について 

子育て支

援 

保育士が不足していることに鑑み、小規模保育

事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所に

おける保育士の配置に関する基準を弾力的に適

用することができるよう、所要の整備を行おう

とするもの 

〔主な改正内容〕 

 １ 当分の間、小規模保育事業所Ａ型等を利

用する乳幼児の数が少ない時間帯において

は、配置すべき保育士の数を１人以上（現

行：最低２人）とすることができることと

し、配置される保育士の数が１人となると

きは、当該保育士に加えて、保育士と同等

の知識及び経験を有する者（※）を置かな

ければならないこととする。 
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     （※）「保育士と同等の知識及び経験を有する者」

としては、子育て支援員研修のうち、地域型保

育コースを修了した者を予定している。 

 ２ 当分の間、１日につき８時間を超えて小

規模保育事業所Ａ型等を開所する場合にお

いて、開所時間を通じて必要となる保育士

の総数が利用定員に応じて置くべき保育士

の数を超えるときは、その超える保育士の

数の範囲内で、保育士と同等の知識及び経

験を有する者を保育士とみなすことができ

ることとする。 

 ３ ２を適用する場合には、保育士の資格を

有する者を、配置すべき保育士の数の３分

の２以上、置かなければならないこととす

る。 

〔施行期日〕 

  公布の日 

〔関係法令〕 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準の一部を改正する省令（平成28年厚生

労働省令第22号） 

  平成28年２月18日制定・同年４月１日施行 
 

１４ 米子市文化活動館条例の制定に

ついて 

文化振興 勤労青少年ホームの在り方を見直し、これを廃

止するとともに、新たに、本市における様々な

文化活動を促進し、ふるさとに対する意識の高

揚及び観光の振興に寄与する活動を支援するこ

とにより本市の活性化に資することを目的とす

る米子市文化活動館として設置することに伴

い、その設置及び管理に関し必要な事項につい

て定めるため、制定しようとするもの 

〔主な制定内容〕 

（※）勤労青少年ホームにおける取扱いから変更する

事項 

 １ 文化活動館の設置及び愛称に関するこ

と。 

  （※）設置目的を変更するとともに、愛称を定める。 

    愛称：がいな館 

 ２ 開館時間及び休館日に関すること。 
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    ３ 使用許可に関すること。 

  （※）施設を使用することができる者は市長の登録

を受けた者とし、利用証を交付することとして

いた取扱いを廃止する。 

 ４ 使用許可等の禁止に関すること。 

 ５ 使用料に関すること。 

  （※）⑴ 使用料は無料とし、勤労青少年以外の者

が設置目的以外の目的に使用する場合に

は有料としていた取扱いを改め、全て有料

とする。 

     ⑵ 消費税率の改定に合わせ、単価の見直し

を行う。 

     ⑶ 冷房設備を使用する場合の加算割合を

100分の50、暖房設備を使用する場合の加

算割合を100分の30としていたものを、い

ずれも100分の50とする。 

 ６ 運営委員会に関すること。 

  （※）委員の選出区分を見直し、「登録を受けた者

の代表者」、「関係行政機関の職員」を「文化関

係団体の代表者」、「市長が適当と認める者」に

変更する。 

 ７ 事業の企画、維持管理等に関する業務に

対する指定管理者制度の適用に関するこ

と。 

  （※）利用料金制に変更することに伴い、使用料の

収受等について定める。 

 ８ 文化活動館の使用に係る必要な手続及び

指定管理者による管理に関し必要な行為

は、この条例の施行前においても、行うこ

とができることとする。 

 ９ 米子市勤労青少年ホーム条例は、廃止す

ることとする。 

〔施行期日〕 

  平成32年４月１日（８は、公布の日） 
 

１５ 米子市勤労者体育施設条例を廃

止する条例の制定について 

文化振興 本年３月31日をもって米子勤労者体育センタ

ーを廃止するため、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 

  ・米子勤労者体育センター 

  ・位置 米子市尾高2347番地１ 
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   〔施行期日〕 

  平成31年４月１日 
 

１６ 米子市森林環境基金条例の制定

について 

農 林 本市における森林の整備及びその促進のため

の事業に要する費用に充てるため、新たに創

設される森林環境譲与税（仮称）を財源とし

て森林環境基金を設置することとし、その設

置及び管理に関し必要な事項を定めるため制

定しようとするもの 

〔主な制定内容〕 

  森林環境基金に関し、次に掲げる事項を定

めることとする。 

⑴ 設置目的 

⑵ 積立て及び管理 

  ⑶ 運用 

  ⑷ 処分 

〔施行期日〕 

  平成31年４月１日 
 

１７ 米子市手数料条例の一部を改正

する条例の制定について 

建築相談 建築基準法の一部改正により新たな事務とな

る建築に関する特例許可等の申請に対する審

査に係る手数料の額を定めようとするもの

〔主な改正内容〕 

  次のとおり、建築基準法（以下「法」とい

う。）に基づく事務に係る手数料の額を定める

こととする。 

  ⑴ 法第48条第16項第１号の規定に基づく

増改築等の許可の申請に対する審査 

                11万円／件 

  ⑵ 法第48条第16項第２号の規定に基づく

建築の許可の申請に対する審査 

                14万円／件 

  ⑶ 法第53条第５項の規定に基づく建築物

の建蔽率の特例の許可の申請に対する審

査          3万3,000円／件 

  ⑷ 法第85条第６項の規定に基づく仮設興

行場等の建築の許可の申請に対する審査 
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                   16万円／件 

  ⑸ 法第87条の２第１項の規定に基づく二

以上の工事に分けて用途変更の工事を行

う場合の制限の適用除外に係る認定の申

請に対する審査    2万7,000円／件 

  ⑹ 法第87条の３第５項の規定に基づく興

行場等として使用することの許可の申請

に対する審査       12万円／件 

  ⑺ 法第87条の３第６項の規定に基づく特

別興行場等として使用することの許可の

申請に対する審査     16万円／件 

〔施行期日〕 

公布の日又は建築基準法の一部を改正する

法律の施行の日（平成31年６月26日までの日）

のいずれか遅い日（上記⑷については、公布

の日） 

〔関係法令〕 

建築基準法の一部を改正する法律（平成30

年法律第67号） 

  平成30年６月27日公布・公布の日から起算して１年

を超えない範囲内において政令で定める日施行（一

部施行日別途） 

   今回の条例改正に関する部分のうち、 

     上記⑷以外関係は、公布の日から起算して１

年を超えない範囲内（平成31年６月26日まで）

において政令で定める日施行 

     上記⑷関係は、公布の日から起算して３か月

を超えない範囲内において政令で定める日（平

成30年９月25日）施行 
 

１８ 米子市空家等及び空住戸等の適

切な管理に関する条例の制定に

ついて 

住宅政策 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行を

受け、本市において同法の施行前から制定して

いた「米子市空き家等の適正管理に関する条例」

を見直し、同法に定めるもののほか、空家等及

び空住戸等の適切な管理が行われるために必要

な事項を定めるため、同条例の全部を改正しよ

うとするもの 

〔主な制定内容〕 

 １ 空家等又は空住戸等の所有者等の責務に

関すること。 
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    ２ 空住戸等の適切な管理が行われていない

場合にその所有者等に対し市長がとる措置

に関すること。 

  （調査・助言又は指導・勧告・命令） 

 ３ 特定空家等又は特定空住戸等の所有者等

が命令に従わない場合における当該所有者

等の氏名等の公表に関すること。 

 ４ 特定空家等の所有者等に対し勧告を行お

うとする場合における意見を述べる機会の

付与に関すること。 

 ５ 特定空住戸等に係る行政代執行法に基づ

く市長による措置の実施に関すること。 

 ６ 空家等又は空住戸等の倒壊等による重大

な危害を防ぐため緊急の必要があると認め

る場合における緊急安全措置に関するこ

と。 

 ※空住戸等 本市の区域内に存する長屋若しくは共

同住宅の住戸又はこれに附属する工作物であっ

て居住その他の使用がなされていないことが常

態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。）。ただし、国又は地方公共団

体が所有し、又は管理するものを除く。 

 ※特定空住戸等 そのまま放置すれば倒壊等著しく

保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛

生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が

行われていないことにより著しく景観を損なって

いる状態その他周辺の生活環境の保全を図るため

に放置することが不適切である状態にあると認め

られる空住戸等 

〔施行期日〕 

  平成31年７月１日（４は、公布の日） 

〔関係法令〕 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平

成26年法律第127号） 

平成26年11月27日公布 

平成27年２月26日施行（一部同年５月26日施行） 
 

１９ 米子市特定空家等対策審議会条

例の一部を改正する条例の制定

について 

住宅政策 米子市空家等及び空住戸等の適切な管理に関す

る条例に基づく、特定空住戸等に対する措置に

関する事項の調査及び審議を審議会の所掌事務 
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   に加えるため、改正しようとするもの 

〔主な改正内容〕 

 １ 審議会の名称を「米子市特定空家等及び

特定空住戸等対策審議会」に改めることと

する。 

 ２ 審議会の所掌事務に、次に掲げる事項を

加えることとする。 

  ⑴ 米子市空家等及び空住戸等の適切な管

理に関する条例（⑵において「条例」と

いう。）の規定による特定空住戸等に対す

る命令及び代執行に関する事項 

  ⑵ ⑴のほか、条例に規定する特定空住戸

等に対する措置に関する事項   

〔施行期日〕 

  平成31年７月１日 
 

２０ 米子市営住宅条例の一部を改正

する条例の制定について 

住宅政策 公営住宅法の一部改正により、認知症である者

等に対する公営住宅の家賃の決定の方法につい

て見直しが行われたことに伴う所要の整備及び

入居に係る公募の例外事由の追加を行うほか、

老朽化により解体した住宅を廃止しようとする

もの 

〔改正内容〕 

 １ 認知症である者等が収入申告をすること

等が困難な事情にあるときは、調査により

把握した収入に応じて家賃を決定すること

ができることとする。 

 ２ 公募によらないで市営住宅に入居させる

ことができる事由に、住宅街区整備事業又

は防災街区整備事業の施行に伴う住宅の除

却を加えることとする。 

 ３ 万能町住宅Ａ棟（住宅８戸・店舗４戸）

を廃止することとする。 

〔施行期日〕 

  平成31年４月１日 

〔関係法令〕 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改 
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   革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律（平成29年法律第25号・平成29年４月

26日公布） 

   第９条 公営住宅法の一部改正 

    （この改正規定の施行日は、平成29年７月26日） 
 

２１ 米子市水道布設工事監督者に監

督を行わせる水道の布設工事及

び水道布設工事監督者の資格を

定める条例の一部を改正する条

例の制定について 

水 道 局 技術士試験の選択科目の見直しに伴う水道法施

行規則の一部改正により、水道布設工事監督者

の資格要件について整理が行われたことに伴

い、本市の水道事業における当該資格要件につ

いて所要の整備を行うため、改正しようとする

もの 

〔改正内容〕 

  水道布設工事監督者の資格要件に関し、技

術士法に基づく第二次試験において必要とす

る上下水道部門の選択科目から水道環境を削

ることとする。 

〔施行期日〕 

  平成31年４月１日 

〔関係法令〕 

  水道法施行規則の一部を改正する省令（平

成30年厚生労働省令第148号） 

   平成30年12月26日制定・平成31年４月１施行 
 

２２ 公の施設の区域外設置に関する

協議について 

都市創造 米子市淀江町巡回バスの路線の一部を大山町内

に設置することについて協議をしようとするも

の 

〔主な協議内容〕 

 １ 淀江町巡回バスの路線の一部を大山町内

に設置することに合意する。 

 ２ 淀江町巡回バスの設置及び管理に要する

経費は、全て米子市が負担する。 

 ３ 淀江町巡回バスは、大山町の住民も使用

することができる。 
 

２３ 公の施設の区域外設置に関する

協議について 

都市創造 米子市淀江町巡回バスの路線の一部を日吉津村

内に設置することについて協議をしようとする

もの 

〔主な協議内容〕 
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    １ 淀江町巡回バスの路線の一部を日吉津村 

内に設置することに合意する。 

 ２ 淀江町巡回バスの設置及び管理に要する

経費は、全て米子市が負担する。 

 ３ 淀江町巡回バスは、日吉津村の住民も使

用することができる。 
 

２４ 市道の路線の認定について 建設企画 「佐陀新田14号線」ほか17路線を新たな市道と

して認定しようとするもの 
 

２５ 市道の路線の廃止について 建設企画 市道「大篠津西11号線」を廃止しようとするも

の 
 

２６ 市道の路線の変更について 建設企画 市道「旗ヶ崎団地２号線」ほか４路線の起点又

は終点を変更しようとするもの 
 

２７ 平成３０年度米子市一般会計補

正予算（補正第５回） 
 

財 政 明細別紙 

２８ 平成３０年度米子市国民健康保

険事業特別会計補正予算（補正

第３回） 
 

財 政 明細別紙 

２９ 平成３０年度米子市住宅資金貸

付事業特別会計補正予算（補正

第２回） 
 

財 政 明細別紙 

３０ 平成３０年度米子市駐車場事業

特別会計補正予算（補正第３回） 
 

財 政 明細別紙 

３１ 平成３０年度米子市介護保険事

業特別会計補正予算（補正第３

回） 
 

財 政 明細別紙 

３２ 平成３０年度米子市後期高齢者

医療特別会計補正予算（補正第

３回） 
 

財 政 明細別紙 

３３ 平成３０年度米子市米子インタ

ー周辺工業用地整備事業特別会

計補正予算（補正第１回） 
 

財 政 明細別紙 
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３４ 平成３０年度米子市水道事業会

計補正予算（補正第１回） 
 

水 道 局 明細別紙 

 

３５ 平成３０年度米子市下水道事業

会計補正予算（補正第３回） 
 

下水道企

画 

明細別紙 

３６ 平成３１年度米子市一般会計予

算 
 

財 政 明細別紙 

３７ 平成３１年度米子市国民健康保

険事業特別会計予算 
 

財 政 明細別紙 

３８ 平成３１年度米子市土地取得事

業特別会計予算 
 

財 政 明細別紙 

３９ 平成３１年度米子市駐車場事業

特別会計予算 
 

財 政 明細別紙 

４０ 平成３１年度米子市市営墓地事

業特別会計予算 
 

財 政 明細別紙 

４１ 平成３１年度米子市介護保険事

業特別会計予算 
 

財 政 明細別紙 

４２ 平成３１年度米子市後期高齢者

医療特別会計予算 
 

財 政 明細別紙 

４３ 平成３１年度米子市米子インタ

ー周辺工業用地整備事業特別会

計予算 
 

財 政 明細別紙 

４４ 平成３１年度米子市水道事業会

計予算 
 

水 道 局 明細別紙 

４５ 平成３１年度米子市工業用水道

事業会計予算 
 

水 道 局 明細別紙 

４６ 平成３１年度米子市下水道事業

会計予算 
 

下水道企

画 

明細別紙 

報告１ 議会の委任による専決処分につ

いて（訴えの提起について） 

住宅政策 市営住宅の管理に関する訴えを提起したもの 

 処分年月日 平成31年１月17日 

 訴えの要旨 

   本市市営住宅の入居者である相手方が、 
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   平成30年１月から同年３月まで及び同年５

月から同年12月までの各月分の家賃の全部

又は一部を滞納し、本市の再三の請求にも

かかわらず、これらの家賃の支払をしない

ため、建物明渡し等に係る請求をするもの 

 相 手 方 

  ・入居者 

    

 明渡しを求める住宅 

   

 

 

（追加予定議案） 

 教育委員会委員の任命について 職 員 任期満了による １人 

 
 

 公平委員会委員の選任について 職 員 任期満了による １人 

 
 

 


