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令和 3 年 11 月議会が開会となり、会期は 12 月 21 日で議案は計 64 件です。
討議資料
条例及び補正予算等の要旨
【議第 96 号】松江市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正 移動に伴い、
住居を移転し同居していた配偶者と別居し、単身で生活することを状況とする職員に対
し、単身赴任手当を支給する。
【議第 97 号】松江市鹿島町防災行政無線の設置及び管理に関する条例の廃止 デジタル無
線の運用開始に伴い、アナログ無線を廃止するもの。
【議第 98 号】八雲公共施設整備基金条例の廃止 八雲町内の公共施設整備の財源に充てる
基金が 0 円に伴い廃止するもの。（設立当初約 4 億円）
【議第 99 号】松江市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正
特別措置法が施行されたことに伴い、対象業種、要件等を改めるもの。
【議第 100 号】松江市国民健康保険条例の一部改正 健康保険法施行令の改正に伴い、
出産育児一時金の支給額の内訳が見直に伴い、松江市も同様に改正するもの。
【議第 101 号】松江市ガス供給条例の一部改正 「業務用温水・蒸気契約」の新設に伴い、
対象、料金等を定めるもの。
【議第 102 号】松江市開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正 法令の改正によ
り、定めた区域から地滑り等防止法など各法に定める災害の危険性の高い区域を除くこ
とが条件づけられたため、基準を改めるもの。
【議第 103 号】松江市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正
新たに乃白田和地区計画を定めたことに伴い、地区計画内の建築物の制限を定めるもの。
【議第 104 号】松江市手数料徴収条例の一部改正 法の改正に伴い、長期優良住宅建築等
計画認定に係る市の事務が変更となること等に伴い、手数料の額等を見直すもの。
【議第 105 号】松江市屋外広告物条例の一部改正 国の定めるガイドラインの改正等によ
り、掲出許可の更新前の安全点検等を新たに義務付けるもの。
【議第 106 号】財産の無償譲渡 市が所有する土地を大橋川改修に伴い、市道西尾大井線
付け替え工事のため、国土交通省へ譲渡するもの。
【議第 107 号】財産の処分 平成町(第 2 卸団地)の 18694 ㎡を 2 億 3462 万円でシモハナ
物流へ売却するもの。
【議第 108 号】損害賠償の額を定めること

NHK の建築予定地の地下構造物撤去に要す

る費用負担(2580 万円)するもの。
【議第 109 号】損害賠償の額を定めること 道路陥没により生じた路面段差により、転倒
し負傷された療養及び休業となった損害賠償（277 万円）するもの。
【議第 110 号】松江市過疎地域持続的発展計画を定めること 対象区域（鹿島町、島根町、
美保関町）の計画を定めるもの。
【議第 111 号】市道路線の廃止 整理再編による 2 路線。
【議第 112 号】市道路線の認定 開発道路の編入 9 路線、整理再編 1 路線。
【議第 113 号～136 号】松江市所有の施設等を民間企業等に管理を指定するもの。
【議第 138～146 号】特別会計 4 会計人件費、企業会計 5 会計損失補てん等の補正予算。
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【承認第 22 号】新型コロナウイルス感染症対策補正予算《専決処分 11/5》1 億 4400 万円
・1）交通系 IC カード復旧促進事業費補助金・・・・・・・・・・・・・・・600 万円
・2）プレミアム付き飲食券発行事業費(拡充による市内消費喚起)･・・・1 億 3800 万円
【報告第 52 号】湖南中学校の大規模改修 3 期工事の変更契約 廊下等のひび割れ補修、
外壁塗装等の追加で、八光建設株式会社と 309 万円の増額変更。
【報告第 53 号～61 号】損害賠償の額を定めるもの 道路等の管理瑕疵によるもの。
【議第 147～150 号】職員・会計年度職員・特別職・議員の期末手当の減額《専議 11/30》
【議第 137 号】一般会計(8 号)補正予算額 42 億 4756.2 万円
令和 3 年度一般会計 補正予算後の総額 1057 億 4413.1 万円
【新型コロナウイルス感染対策】 9 億 8324 万円
1，市単独事業
≪地域の事業者を支援≫
3 億 3580.3 万円
1)路線バス緊急対策支援事業(一畑・市営バス、利用者減のため支援)・・3 億 3080.3 万円
2)専修学校助成(市内 5 校へ感染症対策の支援に＠100 万円)・・・・・・・・・・500 万円
≪市民生活を支援≫
275 万円
3)病児保育事業費(感染予防対策でオンライン導入、24 時間対応、5 施設へ)・・・275 万円
≪その他≫ (Web 会議システム、衛生用品、会計年度職員人件費)
453.8 万円
2，国庫補助事業
≪市民生活を支援≫
6 億 4014.9 万円
4)学校教育活動継続支援事業費(感染症対策を徹底のため消耗品・備品等)・・・・655 万円
≪感染の拡大防止と医療体制の整備≫
6 億 3832.3 万円
5)新型コロナウイルスワクチン接種事業費等(3 回目 5 万人分の準備)･・・3 億 3087.2 万円
6)感染症医療体制整備事業費(PCR 検査、医療費公費負担、移送費等)･・・3 億 745.1 万円
≪その他≫ (学校保健管理費の減額)
▲472.4 万円
【災害関連事業】
13 億 3599.9 万円
1，災害復旧に係る事業（R3 年 7 月 8 月豪雨や台風被害）
12 億 4345.2 万円
7)令和 3 年災農業用施設・林道災害復旧事業費(農道・池 156、林道 39)・6 億 7603.8 万円
8)令和 3 年災公共土木施設災害復旧事業費(道路 37、河川 156、他 2)・・4 億 6617.2 万円
9)その他公共施設災害復旧事業費(教育施設・観光施設法面崩落等)・・・・1 億 124.2 万円
2，災害関連経費（R3 年 7 月 8 月豪雨や台風被害）
9254.7 万円
10)共同墓地災害復旧支援事業費(共同墓地(2 世帯以上)通路・法面・移設)・・・2000 万円
11)農業復旧対策事業費(農業生産施設等(ハウス・機械)の撤去・復旧費)・・・1129.4 万円
12)災害関連事業費(廃棄食材、漂着ゴミ、倒木処理、排水ポンプ復旧等)・・・6125.3 万円
【その他の政策的事業】
1648.3 万円
1，どだいづくり ≪安心安全なまちづくりの実現≫(テルサ→イオンへ移転)･・296.3 万円
2，しごとづくり ≪地方産業創成の成功モデルの構築≫(空き店舗等の活用)・・642 万円
3，その他 (だんだん基金積み立て増額、土地改良事業費増額、人件費減額)・・710 万円
【財務調整に係る補正】19 億 1184 万円
≪地方財政法第 7 条に基づく前年度剰余金の処分≫
12 億 2931.4 万円
・財政調整基金積み立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 億 5000 万円
・長期債償還元金（R3 年度は 9 億円の実施予定）・・・・・・4 億 7931.4 万円
≪前年度概算交付金を受けた国県支出金の清算≫
6 億 8252.6 万円
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