資 料

１

令和４年米子市議会３月定例会議案
令和４年２月２８日
議案番号

案

件

主 管 課

５

功労者の表彰について

６

米子市教育に関する事務の職務 生涯学習

説

総務管財

明

功労者 24人

公民館について、地域福祉、地域防災等の行

権限の特例に関する条例の制定 地域振興 政分野との一体的な取組をより効果的に推進す
について

るため、教育委員会が所管する公民館の設置、
管理及び廃止に関する事務を市長が管理し、及
び執行することとするため制定しようとするも
の
〔制定内容〕
１

教育に関する事務のうち、公民館の設置、

管理及び廃止に関するもの（地方教育行政
の組織及び運営に関する法律第21条第７号
から第９号まで及び第12号に掲げる事務の
うち、公民館のみに係るものを含む。）は、
市長が管理し、及び執行することとする。
※地方教育行政の組織及び運営に関する
法律（抄）
第21条（教育委員会の職務権限）
⑺ 校舎その他の施設及び教具そ
の他の設備の整備に関するこ
と。
⑻ 校長、教員その他の教育関係
職員の研修に関すること。
⑼ 校長、教員その他の教育関係
職員並びに生徒、児童及び幼児
の保健、安全、厚生及び福利に
関すること。
⑿ 青少年教育、女性教育及び公
民館の事業その他社会教育に関
すること。
２

１に伴い、米子市公民館条例及び米子市

学習等供用施設条例について、公民館及び
学習等供用施設の使用許可等を行う者を教
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育委員会から市長へ変更する等の所要の整
備を行うこととする。
〔施行期日〕
令和４年４月１日
〔関係法令〕
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
（昭和31年法律第162号）
７

令和３年度米子市一般会計補正 財

政 明細別紙

予算（補正第14回）
８

米子市個人情報保護条例の一部 総務管財
を改正する条例の制定について

デジタル社会の形成を図るための関係法律の
整備に関する法律により、行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人
等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃
止され、並びに個人情報の保護に関する法律等
の一部が改正されること並びにデジタル庁設置
法の制定に伴い、行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律に
関する事務の一部の所管が総務省からデジタル
庁へ移管されたことに伴う所要の整備を行うた
め、改正しようとするもの
〔主な改正内容〕
１

「行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律」及び「独立行政法人等の保有
する個人情報の保護に関する法律」が廃止
されることに伴い、これらの法律の規定を
引用して定義している用語について、「個
人情報の保護に関する法律」の規定を引用
して定義することとする。
２

実施機関が情報提供等記録の訂正をした

場合において通知すべき相手方を「総務大
臣」から「内閣総理大臣」に改めることと
する。
〔施行期日〕
令和４年４月１日（２については、公布の
日）
〔関係法令〕
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１

デジタル社会の形成を図るための関係法

律の整備に関する法律（令和３年法律第37
号）
令和３年５月19日公布
令和３年９月１日施行（一部施行日別
途。主な改正内容の１に係る部分につ
いては、令和４年４月１日施行）
２

９

米子市職員の育児休業等に関す 職

員

デジタル庁設置法（令和３年法律第36号）
令和３年５月19日公布
令和３年９月１日施行（一部公布日施
行）

職員の妊娠、出産、育児等と仕事との両立の

る条例の一部を改正する条例の

支援を図るため、国家公務員に係る育児休業等

制定について

に関する制度の改正に準じ、本市の職員の育児
休業等に関する制度について改正を行おうとす
るもの
〔主な改正内容〕
１

非常勤職員が育児休業及び部分休業をす

るための要件のうち、「非常勤職員として
引き続き在職した期間が１年以上である」
との要件を廃止することとする。
２

職員が、任命権者に対し、当該職員又は

その配偶者が妊娠し、又は出産したことそ
の他これに準ずる事実を申し出た場合にお
ける、当該任命権者が講じなければならな
い措置について定めることとする。
３

任命権者は、職員が２の申出をしたこと

を理由として、当該職員が不利益な取扱い
を受けることがないようにしなければなら
ないこととする。
４

育児休業の承認の請求が円滑に行われる

ようにするために、任命権者が講じなけれ
ばならない措置について定めることとす
る。
〔施行期日〕
令和４年４月１日
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１０

米子市市税条例の一部を改正す 市 民 税
る条例の制定について

市民税等の減免を受けるための申請の期限

固定資産 を、納期限前７日までから納期限までに延長す
税

る等の改正を行おうとするもの
〔主な改正内容〕
次に掲げる市税の減免を受けるための申請
の期限を、納期限まで（現行：納期限前７日
まで）に変更することとする。
⑴

市民税

⑵

固定資産税

⑶

軽自動車税の種別割

⑷

特別土地保有税

〔施行期日〕
公布の日
１１

米子市空き地の適切な管理に関 環境政策
する条例の制定について

適切な管理が行われていない空き地が防災、
衛生、景観等の市民の生活環境に深刻な影響を
及ぼしていることに鑑み、空き地の適切な管理
が行われるために必要な事項を定めることによ
り、市民の生命、身体又は財産を保護するとと
もに、その生活環境の保全を図るため、制定し
ようとするもの
〔主な制定内容〕
１

空き地の所有者等及び市の責務に関する

こと。
２

周辺の生活環境の保全を図るため、特定

空き地に関し、市長が当該特定空き地の所
有者等に対し行う助言又は指導、勧告及び
命令に関すること。
３

特定空き地の所有者等が命令に係る措置

を履行しない場合等における代執行に関す
ること。
４

空き地における立木竹の倒伏等による市

民の生命、身体又は財産に対する重大な危
害を防ぐための緊急安全措置に関するこ
と。
［この条例における定義］
⑴

4

空き地

現に建築物の敷地の用に供さ

れていない宅地及び雑種地その他規則で
定める土地（立木竹その他の土地に定着
する物を含む。
）をいう。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。
⑵

特定空き地 空き地のうち、そのまま
放置すれば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にあると認められる
ものをいう。

５

米子市特定空家等及び特定空住戸等対策

審議会の所掌事務に、次に掲げる事項につ
いて調査し、及び審議することを加えるこ
ととする。
⑴

特定空き地の所有者等に対する措置の
命令に関する事項

⑵

特定空き地に係る代執行に関する事項

〔施行期日〕
公布の日（２から５までについては、公布
の日から起算して６か月を経過した日）
１２

米子市環境保全条例を廃止する

環境政策

条例の制定について

多様化する地域の環境課題に対応するための
法令等の整備が進み、生活環境の保全を目的と
する条例として本条例を存続させる意義がなく
なってきている現状に鑑み、廃止しようとする
もの
〔制定内容〕
「米子市環境保全条例」を廃止することと
する。
〔施行期日〕
公布の日

１３

米子市介護保険条例の一部を改 長寿社会
正する条例の制定について

介護保険料の減免を受けるための申請の期限
を、納期限前７日までから納期限までに延長す
ることとするため、改正しようとするもの
〔主な改正内容〕
介護保険料の減免を受けるための申請の期
限を、納期限まで（現行：納期限前７日まで）
に変更することとする。
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〔施行期日〕
公布の日
１４

米子市特別会計条例の一部を改 経済戦略
正する条例の制定について

新たに公営企業としての米子インター西産業
用地整備事業を実施することに伴い、同事業に
係る歳入歳出を整理するための米子インター西
産業用地整備事業特別会計を設けるため、改正
しようとするもの
〔改正内容〕
新たに米子インター西産業用地整備事業特
別会計を設置することとする。
〔施行期日〕
令和４年４月１日

１５

米子市体育施設条例の一部を改 スポーツ
正する条例の制定について

振興

米子市営東山陸上競技場の会議室及び米子市
営淀江球場の本部室に冷暖房設備を設置するこ
とに伴い、当該冷暖房設備を使用する場合に、
その使用に応じて、これらの施設に係る使用料
の額に加算して納付させる額を定めるため、改
正しようとするもの
〔主な改正内容〕
１

米子市営東山陸上競技場の会議室におい

て冷暖房設備を使用する場合は、当該会議
室の使用料の額に、次の⑴又は⑵に掲げる
割合を乗じて得た額を加算することとす
る。
⑴

冷房設備を使用する場合 100分の50

⑵

暖房設備を使用する場合 100分の30

２

米子市営淀江球場の本部室において冷暖

房設備を使用する場合は、当該球場の使用
料の額に、当該冷暖房設備の使用時間１時
間につき、次の⑴又は⑵に定める額を加算
することとする。
⑴

冷房設備を使用する場合 60円

⑵

暖房設備を使用する場合 30円

〔施行期日〕
公布の日から起算して６か月を超えない範
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囲内において規則で定める日
１６

米子市道の構造の技術的基準を 道路整備

本市が取り組む「歩いて楽しいまちづくり」

定める条例の一部を改正する条

を推進するため、ウォーカブル推進事業を進め

例の制定について

ていく上での手法の一つとして、歩行者利便増
進道路を整備するに当たり必要となる当該道路
の構造の技術的基準を定めるため、改正しよう
とするもの
〔改正内容〕
歩行者利便増進道路の構造の技術的基準を
次のように定めることとする。
⑴

歩行者利便増進道路に設けられる歩道若

しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進
道路である自転車歩行者専用道路若しくは
歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に
供する部分を設けるものとする。
⑵

⑴の歩行者の滞留の用に供する部分に

は、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画
的な設置を誘導する必要があるときは、歩
行者利便増進施設等を設置する場所を確保
するものとする。この場合において、必要
があると認めるときは、当該場所に街灯、
ベンチその他の歩行者の利便の増進に資す
る工作物等を設けるものとする。
⑶

歩行者利便増進道路は、道路移動等円滑

化基準に適合する構造とするものとする。
※歩行者利便増進道路
歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便
の増進を図り、快適な生活環境の確保及
び地域の活力の創造に資するため、道路
のうち、歩行者の滞留の用に供する部分
を確保し、及び歩行者利便増進施設等の
適正かつ計画的な設置を誘導することが
特に必要と認められるものについて、道
路管理者が、区間を定めて、指定するも
の
※歩行者利便増進施設等
歩行者の利便の増進に資する次に掲げ
る施設
ア 広告塔及び看板
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イ ベンチ、街灯等
ウ 標識、旗ざお、幕及びアーチ
エ 食事施設、購買施設等
オ レンタサイクル用の自転車駐車器
具
カ 集会、展示会等のために設けられ
る次に掲げるもの
広告塔等、露店、商品置場等並び
に看板、旗ざお、幕及びアーチ
〔施行期日〕
公布の日
〔関係法令〕
１

道路法等の一部を改正する法律（令和２

年法律第31号）
令和２年５月27日公布
令和２年11月25日施行（一部施行日別
途）
２

道路法等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（令和２
年政令第329号）
令和２年11月20日公布
令和２年11月25日施行
１７

米子市手数料条例の一部を改正 建築相談
する条例の制定について

住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部
改正により、長期優良住宅建築等計画の認定に
係る審査の合理化が図られたことから、当該認
定の申請に対する審査に係る手数料の額につい
て見直しを行おうとするもの
〔改正内容〕
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に
基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請
に対する審査に係る手数料の額を下記「手数
料改定一覧表」のように改めることとする。
〔施行期日〕
公布の日
〔関係法令〕
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備
のための長期優良住宅の普及の促進に関する
法律等の一部を改正する法律（令和３年法律
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第48号）
令和３年５月28日公布
令和４年２月20日施行（一部施行日別途）

手数料改定一覧表
（単位：１件につき・円）
手数料の額
改定後
計画の区分

一戸建ての住宅の新築に係る
長期優良住宅建築等計画

現行

確認書等のい 確認書等の添 基準適合証及 基準適合証の 住宅性能評価
ずれも添付が 付がある場合 び住宅性能評 添付がある場 書のみの添付
ない場合
（＊２）
価書のいずれ 合
がある場合
（＊１）
も添付がない
場合（＊３）
49,000

11,000

49,000

11,000

19,000

一戸建ての住宅以外の住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画
500㎡以下

99,000

21,000

99,000

23,000

40,000

500㎡超1,000㎡以下

159,000

34,000

159,000

37,000

64,000

床 1,000㎡超3,000㎡以下
面
積 3,000㎡超5,000㎡以下
の
合 5,000㎡超10,000㎡以下
計
10,000㎡超20,000㎡以下

314,000

57,000

314,000

63,000

118,000

563,000

91,000

563,000

121,000

207,000

968,000

139,000

968,000

228,000

341,000

1,791,000

237,000

1,791,000

423,000

631,000

20,000㎡超30,000㎡以下

2,559,000

300,000

2,559,000

603,000

882,000

30,000㎡超

3,135,000

340,000

3,135,000

718,000

1,067,000

72,000

17,000

72,000

17,000

一戸建ての住宅の増改築に係
る長期優良住宅建築等計画

一戸建ての住宅以外の住宅の増改築に係る長期優良住宅建築等計画
500㎡以下

147,000

31,000

147,000

34,000

500㎡超1,000㎡以下

235,000

51,000

235,000

55,000

床 1,000㎡超3,000㎡以下
面
積 3,000㎡超5,000㎡以下
の
合 5,000㎡超10,000㎡以下
計
10,000㎡超20,000㎡以下

464,000

85,000

464,000

94,000

832,000

137,000

832,000

182,000

1,430,000

209,000

1,430,000

341,000

2,646,000

355,000

2,646,000

634,000

20,000㎡超30,000㎡以下

3,781,000

450,000

3,781,000

904,000

30,000㎡超

4,631,000

510,000

4,631,000

1,078,000

（＊１）計画の区分が増改築に係る長期優良住宅建築等計画の場合は、「確認書又はその写しのいずれも添付がない
場合」とする。
（＊２）計画の区分が増改築に係る長期優良住宅建築等計画の場合は、「確認書又はその写しの添付がある場合」と
する。
（＊３）計画の区分が増改築に係る長期優良住宅建築等計画の場合は、「基準適合証の添付がない場合」とする。
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１８

米子市下水道使用料等審議会条 下水道企

本市が経営する下水道事業の安定的な運営を

例の一部を改正する条例の制定 画

図るよう、米子市下水道使用料等審議会を常設

について

の機関として改組し、公共下水道及び農業集落
排水施設の使用料に関する事項等のほか、下水
道事業の計画に関する事項についても調査審議
させ、意見を得ることとするため、改正しよう
とするもの
〔主な改正内容〕
１

審議会の名称を「米子市下水道事業運営

審議会」に改めることとする。
２

審議会において、市長の諮問に応じ調査

審議する事項として、下水道事業の計画に
関することを加えることとする。
３

委員の任期を２年に変更することとす

る。
〔施行期日〕
令和４年４月１日

１９

市道の路線の認定について

建設企画

「佐陀新田17号線」ほか13路線を新たな市道
として認定しようとするもの

２０

市道の路線の廃止について

建設企画

市道「米子港臨港道路３号線」ほか２路線を
廃止しようとするもの

２１

市道の路線の変更について

建設企画

市道「河崎下三柳線」ほか３路線の起点又は
終点を変更しようとするもの

２２

令和３年度米子市一般会計補正 財

政 明細別紙

予算（補正第15回）
２３

令和３年度米子市国民健康保険 財

政 明細別紙

事業特別会計補正予算（補正第
２回）
２４

令和３年度米子市駐車場事業特 財

政 明細別紙

別会計補正予算（補正第２回）
２５

令和３年度米子市介護保険事業 財

政 明細別紙

特別会計補正予算（補正第４回）
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２６

令和３年度米子市後期高齢者医 財

政 明細別紙

療特別会計補正予算（補正第２
回）
２７

令和３年度米子市水道事業会計 水 道 局 明細別紙
補正予算（補正第２回）

２８

令和３年度米子市下水道事業会 下水道企 明細別紙
計補正予算（補正第４回）

画

２９

令和４年度米子市一般会計予算

財

政 明細別紙

３０

令和４年度米子市国民健康保険 財

政 明細別紙

事業特別会計予算
３１

令和４年度米子市土地取得事業 財

政 明細別紙

特別会計予算
３２

令和４年度米子市駐車場事業特 財

政 明細別紙

別会計予算
３３

令和４年度米子市市営墓地事業 財

政 明細別紙

特別会計予算
３４

令和４年度米子市介護保険事業 財

政 明細別紙

特別会計予算
３５

令和４年度米子市後期高齢者医 財

政 明細別紙

療特別会計予算
３６

令和４年度米子市米子インター 財

政 明細別紙

周辺工業用地整備事業特別会計
予算
３７

令和４年度米子市米子インター 財

政 明細別紙

西産業用地整備事業特別会計予
算
３８

令和４年度米子市水道事業会計 水 道 局 明細別紙
予算

３９

令和４年度米子市下水道事業会 下水道企 明細別紙
計予算

画
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報告１

議会の委任による専決処分につ こども施

淀江・宇田川こども園（仮称）新築建築主体

いて（工事請負契約の締結につ 設

工事に係る工事請負契約の締結についての議決

いての議決の一部変更につい

（令和３年３月24日議決）の一部を変更したも

て）

の
処分年月日 令和４年２月16日
変更事項
次の事由に伴う契約金額の増
・地盤改良の施工長さ及び固化材の増量
・建設工事請負契約書第25条（スライド条
項）に基づく工事材料の価格高騰への対
応
「５１０,０７０,０００円」
↓ （＋４,４３１,９００円）
「５１４,５０１,９００円」

報告２

議会の委任による専決処分につ 生涯学習

法律上、市の義務に属する物損事故による損

いて（損害賠償に係る和解及び

害賠償について、和解し、及び損害賠償の額を

損害賠償の額の決定について）

決定したもの
処分年月日 令和４年１月11日
市側の過失割合 10割
損害賠償額 19万4,743円
相 手 方 米子市在住の個人
事故の概要
令和３年11月16日、教育委員会事務局の職
員が、公民館連絡業務のため、米子市福米西
公民館敷地内において、教育委員会事務局所
属の軽貨物自動車（以下「市自動車」という。）
を後退させて駐車しようとしていたところ、
市自動車の後部が、当該公民館の敷地内に駐
車していた相手方所有の軽乗用自動車（以下
「相手方自動車」という。
）の前部に接触し、
相手方自動車のフロントバンパーを損傷させ
たもの。人身事故なし。

報告３

議会の委任による専決処分につ こども施

法律上、市の義務に属する学校施設の管理の
か

し

いて（損害賠償に係る和解及び 設

瑕疵による損害賠償について、和解し、及び損

損害賠償の額の決定について）

害賠償の額を決定したもの
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処分年月日 令和４年２月７日
市側の過失割合 10割
損害賠償額 47万2,996円
相 手 方 米子市在住の個人
事故の概要
令和３年12月17日、米子市立伯仙小学校敷
地内に植樹されていた樹木が強風により倒
れ、当該樹木が、そのそばに相手方が駐車さ
せていた相手方所有の小型乗用自動車に当た
り、当該自動車の車体の一部を損傷させたも
の。人身事故なし。
報告４

議会の委任による専決処分につ こども施

法律上、市の義務に属する学校施設の管理の
か

し

いて（損害賠償に係る和解及び 設

瑕疵による損害賠償について、和解し、及び損

損害賠償の額の決定について）

害賠償の額を決定したもの
処分年月日 令和４年２月７日
市側の過失割合 10割
損害賠償額 25万2,665円
相 手 方 甲 米子市在住の個人
乙 米子市在住の個人
事故の概要
令和３年12月17日、米子市立伯仙小学校敷
地内に植樹されていた樹木が強風により倒
れ、当該樹木が、そのそばに相手方乙が駐車
させていた相手方甲所有の軽乗用自動車に当
たり、当該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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（追加予定議案）
米子市国民健康保険条例の一部 保

険

を改正する条例の制定について

国民健康保険料の賦課限度額の引上げを行う
ほか、国民健康保険料の減免を受けるための申
請の期限を納期限前７日までから納期限までに
延長することとするため、改正しようとするも
の

米子市伯仙財産区管理委員の選 総務管財 欠員によるもの １人
任について
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