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書類提出

番 号 件　　　名 概　　　　要 所　　管 備　　考

１

公益財団法人周南市ふるさと振
興財団の平成２８事業年度の事
業の計画に関する書類の提出に
ついて

平成２８事業年度の事業の計画に関する書類 地域振興部
地域づくり
推進課

２

公益財団法人周南市文化振興財
団の平成２８事業年度の事業の
計画に関する書類の提出につい
て

平成２８事業年度の事業の計画に関する書類 地域振興部
文化スポー
ツ課

３

株式会社かの高原開発の平成２
８事業年度の事業の計画に関す
る書類の提出について

平成２８事業年度の事業の計画に関する書類 地域振興部
観光交流課

４

公益財団法人周南市医療公社の
平成２８事業年度の事業の計画
に関する書類の提出について

平成２８事業年度の事業の計画に関する書類 福祉医療部
地域医療課

５

公益財団法人周南地域地場産業
振興センターの平成２８事業年
度の事業の計画に関する書類の
提出について

平成２８事業年度の事業の計画に関する書類 経済産業部
商工振興課

６

徳山青果精算株式会社の平成２
８事業年度の事業の計画に関す
る書類の提出について

平成２８事業年度の事業の計画に関する書類 経済産業部
農林課

７

一般財団法人徳山地区漁業振興
基金の平成２８事業年度の事業
の計画に関する書類の提出につ
いて

平成２８事業年度の事業の計画に関する書類 経済産業部
水産課
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書類提出

番 号 件　　　名 概　　　　要 所　　管 備　　考

８

一般財団法人新南陽地区漁業振
興基金の平成２８事業年度の事
業の計画に関する書類の提出に
ついて

平成２８事業年度の事業の計画に関する書類 経済産業部
水産課
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報告

番 号 件　　　名 概　　　　要 所　　管 備　　考

３

損害賠償の額を定めることに関
する専決処分について

専決処分の内容　  相手方のガードレールが破損した物損事故
損害賠償の額　　  ４７１，９６０円
専決処分の年月日　平成２８年３月２５日

消防本部
消防総務課

４

損害賠償の額を定めることに関
する専決処分について

専決処分の内容　  相手方が右足を負傷した人身事故
損害賠償の額　　  ８，８００円
専決処分の年月日　平成２８年４月１４日

建設部
道路課

５

平成２７年度周南市一般会計繰
越明許費繰越計算書

平成２８年度への繰越額が確定
３４事業、２７億４９９万６，１０５円

財政部
財政課

６

平成２７年度周南市下水道事業
会計予算繰越計算書

平成２８年度への繰越額が確定
４事業、１億５，４７６万４，３２０円

上下水道局
財政課

７

平成２７年度周南市モーター
ボート競走事業会計予算の弾力
条項の適用について

舟券発売収益の増加により、業務に直接必要な経費の不足が生
じたため、地方公営企業法の定めにより、増加した収入に相当
する金額を当該直接必要な経費に使用したもの

競艇事業局
競艇管理課

８

平成２７年度周南市モーター
ボート競走事業会計継続費繰越
計算書

平成２８年度への繰越額が確定
２事業、２２億７，２３６万５，０００円

競艇事業局
競艇管理課

９

平成２７年度周南市モーター
ボート競走事業会計予算繰越計
算書

平成２８年度への繰越額が確定
３事業、４億６，８５０万４，０００円

競艇事業局
競艇管理課
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議案

番 号 件　　　名 概　　　　要 所　　管 備　　考

８１

周南市教育委員会委員の任命に
ついて

平成２８年７月２５日付けで月谷慈寛氏の任期が満了
後任として大野泰生氏の任命の同意について

行政管理部
人事課

人事案件

８２

平成２７年度周南市介護老人保
健施設事業会計補正予算（第２
号）についての専決処分を報告
し、承認を求めることについて

平成２７年度周南市介護老人保健施設事業の資本的支出の増額
補正
補正額　資本的支出　１千円
専決処分の年月日　平成２８年３月２５日

福祉医療部
地域医療課

８３

平成２８年度周南市国民宿舎特
別会計補正予算（第１号）につ
いての専決処分を報告し、承認
を求めることについて

平成２７年度国民宿舎特別会計に、１，７８７万４千円を繰上
充用
専決処分の年月日　平成２８年５月１７日

地域振興部
観光交流課

８４

平成２８年度周南市一般会計補
正予算（第２号）

国県等の内示に伴うものなど、当面緊急を要する経費について
の所要の補正
補正額　１億５７７万２千円

財政部
財政課

８５

平成２８年度周南市国民健康保
険鹿野診療所特別会計補正予算
（第１号）

国民健康保険鹿野診療所の医療体制の変更に伴う所要の補正
補正額　６７７万３千円

福祉医療部
地域医療課

８６

周南市市税条例等の一部を改正
する条例制定についての専決処
分を報告し、承認を求めること
について

地方税法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う所要の改正
（固定資産税に「わがまち特例」を導入する改正等）

財政部
課税課

８７

周南市老人デイサービスセン
ター条例の一部を改正する条例
制定についての専決処分を報告
し、承認を求めることについて

介護保険法等の一部改正に伴い、地域密着型通所介護が施行さ
れたことによる所要の改正

福祉医療部
高齢者支援
課
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議案

番 号 件　　　名 概　　　　要 所　　管 備　　考

８８

周南市介護老人保健施設使用料
手数料条例の一部を改正する条
例制定についての専決処分を報
告し、承認を求めることについ
て

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
等の一部を改正する省令の経過措置の終了に伴う所要の改正

福祉医療部
地域医療課

８９

周南市の議会の議員及び長の選
挙における選挙運動の公費負担
に関する条例の一部を改正する
条例制定についての専決処分を
報告し、承認を求めることにつ
いて

公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、公費負
担の額を改定する所要の改正

選挙管理委
員会
選挙管理委
員会事務局

９０

周南市長の選挙におけるビラの
作成の公費負担に関する条例の
一部を改正する条例制定につい
て

公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、公費負
担の額を改定する所要の改正

選挙管理委
員会
選挙管理委
員会事務局

９１

周南市実費弁償条例の一部を改
正する条例制定について

農業委員会等に関する法律等の一部改正に伴う所要の改正 行政管理部
人事課

９２

周南市簡易水道事業の設置に関
する条例の一部を改正する条例
制定について

熊毛地区の叶松簡易水道事業の認可変更に当たり、給水人口及
び一日最大給水量を現状の数値とする改正

環境生活部
環境政策課

９３

周南市地方活力向上地域におけ
る固定資産税の不均一課税に関
する条例の一部を改正する条例
制定について

地域再生法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正 経済産業部
商工振興課

９４

周南市工場立地法地域準則条例
の一部を改正する条例制定につ
いて

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（第６次地方分権一括法）の施
行に伴い、工場立地法が一部改正されたことによる所要の改正

経済産業部
商工振興課

-5-



-6-

議案

番 号 件　　　名 概　　　　要 所　　管 備　　考

９５

市道の認定及び廃止について ２４路線の市道の認定及び２路線の廃止 建設部
道路課

９６

動産の買入れについて
（救助工作車）

買入金額　１億５，１２０万円
買入先　　株式会社ハツタ山口

消防本部
消防総務課

９７

工事請負契約の締結について
（新庁舎建設建築主体工事）

工期　平成３１年３月１５日まで
契約金額　６４億３，６８０万円
請負者　五洋建設・洋林建設・チューケン特定建設工事共同企
　　　業体

行政管理部
庁舎建設課

９８

工事請負契約の締結について
（新庁舎建設電気設備工事）

工期　平成３１年３月１５日まで
契約金額　１２億１，５００万円
請負者　サンテック・山一電設・田熊工業特定建設工事共同企
　　　業体

行政管理部
庁舎建設課

９９

工事請負契約の締結について
（新庁舎建設機械設備工事）

工期　平成３１年３月１５日まで
契約金額　１７億４，９６０万円
請負者　朝日工業社・カネダ温調設備・三保設備特定建設工事
　　　共同企業体

行政管理部
庁舎建設課

１００

工事請負契約の一部を変更する
ことについて
（太刀野配水池築造工事）

変更理由　平成２８年２月から適用する公共工事設計労務単価
　　　　及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置
　　　　に基づき、請負代金の額を変更
契約金額　１億５，７６８万円を１億５，８２３万８，３６０
　　　　円に増額

環境生活部
環境政策課

１０１

工事請負契約の一部を変更する
ことについて
（周南第３住宅１２棟耐震補強
改修工事)

変更箇所　外壁改修の施工数量の増加、基礎下部の地盤改良方
　　　　法及び既存庇部梁の撤去方法の変更
契約金額　６億４，２３８万４千円を６億９，６０６万４，３
　　　　２０円に増額

建設部
住宅課

一括提案 

-6-


