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書類提出

番 号 件　　　名 概　　　　要 所　　管 備　　考

９

公益財団法人周南市ふるさと振
興財団の平成２９事業年度の決
算に関する書類の提出について

平成２９事業年度の決算に関する書類 地域振興部
地域づくり
推進課

１０

公益財団法人周南市文化振興財
団の平成２９事業年度の決算に
関する書類の提出について

平成２９事業年度の決算に関する書類 地域振興部
文化スポー
ツ課

１１

株式会社かの高原開発の平成２
９事業年度の決算に関する書類
の提出について

平成２９事業年度の決算に関する書類 地域振興部
観光交流課

１２

公益財団法人周南市医療公社の
平成２９事業年度の決算に関す
る書類の提出について

平成２９事業年度の決算に関する書類 福祉医療部
地域医療課

１３

公益財団法人周南地域地場産業
振興センターの平成２９事業年
度の決算に関する書類の提出に
ついて

平成２９事業年度の決算に関する書類 経済産業部
商工振興課

１４

徳山青果精算株式会社の平成２
９事業年度の決算に関する書類
の提出について

平成２９事業年度の決算に関する書類 経済産業部
農林課

１５

一般財団法人徳山地区漁業振興
基金の平成２９事業年度の決算
に関する書類の提出について

平成２９事業年度の決算に関する書類 経済産業部
水産課

１６

一般財団法人新南陽地区漁業振
興基金の平成２９事業年度の決
算に関する書類の提出について

平成２９事業年度の決算に関する書類 経済産業部
水産課
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報告

番 号 件　　　名 概　　　　要 所　　管 備　　考

１６

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　  相手方の看板が破損した物損事故
損害賠償の額　　  ９８ ，２８０円
専決処分の年月日　平成３０年８月２０日

財政部
収納課

１７

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　  公用車の事故に伴うリース契約の解約
損害賠償の額　　  ４９４，２９４円
専決処分の年月日　平成３０年７月１日

地域振興部
地域づくり
推進課

１８

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　  相手方の自転車が破損した物損事故
損害賠償の額　　  １０，３４６円
専決処分の年月日　平成３０年８月１０日

福祉医療部
生活支援課

１９

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　  相手方が負傷した人身事故
損害賠償の額　　  ８０４，６０６円
専決処分の年月日　平成３０年８月２１日

教育部
教育政策課

２０

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　  相手方のフェンスが破損した物損事故
損害賠償の額　　  ３４，５６０円
専決処分の年月日　平成３０年８月１７日

教育部
中央図書館

２１

平成２９年度周南市水道事業会
計継続費精算報告書

一の井手浄水場電気設備及び送水ポンプ更新事業
支払義務発生額　１億２，０４９万６，６８０円
北山加圧ポンプ所築造工事
支払義務発生額　１億６，５５７万３，７２０円

上下水道局
財政課

２２

平成２９年度周南市モーター
ボート競走事業会計継続費精算
報告書

新中央スタンド等整備事業
支払義務発生額　２９億６，１１２万８，３２０円
発走信号用時計等更新事業
支払義務発生額　２億９，４５１万６千円

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

７８

人権擁護委員候補者の推薦につ
いて

平成３０年１２月３１日で委員３人の任期が満了
新任の河村昌子氏を含む３人を推薦するもの

環境生活部
人権推進課

７９

工事請負契約の締結について
（新南陽総合支所解体工事）

工期　　　平成３１年４月２６日まで
契約金額　１億４，４１２万６千円
請負者　　共同産業・原本建設特定建設工事共同企業体

消防本部
消防総務課

８０

平成３０年度周南市一般会計補
正予算（第４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３０年７月豪雨災害による被災者支援や復旧など、緊急を要
する経費の増額補正
補正額　６億７，２０８万６千円
専決処分の年月日　平成３０年７月３０日

財政部
財政課

８１

平成３０年度周南市一般会計補
正予算（第５号）

平成３０年７月豪雨災害による被災者支援や復旧に要する経費、
平成２９年度決算による繰越金の確定等に伴う増額補正
補正額　３３億６，０６７万９千円

財政部
財政課

８２

平成３０年度周南市国民健康保
険特別会計補正予算（第１号）

平成２９年度決算による繰越金の確定に伴う増額補正
補正額　１０億５，３４４万１千円

環境生活部
保険年金課

８３

平成３０年度周南市後期高齢者
医療特別会計補正予算（第１
号）

平成２９年度決算による繰越金の確定に伴う増額補正
補正額　５，９８３万６千円

環境生活部
保険年金課

８４

平成３０年度周南市介護保険特
別会計補正予算（第１号）

平成２９年度決算による繰越金の確定等に伴う増額補正
補正額　５億３，８８９万円

福祉医療部
高齢者支援課

８５

平成３０年度周南市駐車場事業
特別会計補正予算（第１号）

平成２９年度決算による繰越金の確定に伴う増額補正
補正額　１，４７４万４千円

都市整備部
都市政策課

-3-



-4-

議案

番 号 件　　　名 概　　　　要 所　　管 備　　考

８６

周南市体育施設条例等の一部を
改正する条例制定について

山口地方法務局が実施する山地番の地番変更等に伴う所要の改正 行政管理部
行政管理課

８７

周南市立小学校条例等の一部を
改正する条例制定について

山口地方法務局が実施する山地番の地番変更等に伴う所要の改正 行政管理部
行政管理課

８８

周南市交通教育センター条例等
の一部を改正する条例制定につ
いて

山口地方法務局が実施する山地番の地番変更等に伴う所要の改正 行政管理部
行政管理課

８９

周南市長期継続契約を締結する
ことができる契約を定める条例
の一部を改正する条例制定につ
いて

長期継続契約を締結することができる契約の種類を拡大すること
に伴う所要の改正

財政部
契約監理課

９０

周南市指定地域密着型サービス
の事業の人員、設備、運営等に
関する基準を定める条例の一部
を改正する条例制定について

介護保険法の改正による地域密着型サービスにおける新たな基準
の追加に伴う所要の改正

福祉医療部
指導監査室

９１

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
る省令の改正により、固定資産税の不均一課税の適用期間が延長
されたこと等に伴う所要の改正

経済産業部
商工振興課

９２

周南市手数料条例の一部を改正
する条例制定について

建築基準法の改正に伴う所要の改正 都市整備部
建築指導課

９３

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

公職選挙法の改正に伴い、市議会議員の選挙におけるビラの作成
の公費負担について新たに規定する所要の改正

選挙管理委員
会
選挙管理委員
会事務局

一括提案 
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議案

番 号 件　　　名 概　　　　要 所　　管 備　　考

９４

周南市水道事業及び下水道事業
の設置等に関する条例の一部を
改正する条例制定について

周南市上下水道局が市役所新庁舎へ移転したことに伴う所要の改
正

上下水道局
総務課

９５

住居表示を実施する市街地の区
域及び当該区域の住居表示の方
法を定めることについて

大字富田の一部を住居表示の実施区域とし、実施方法を街区方式
と定めるもの

環境生活部
市民課

９６

動産の買入れについて
（高規格救急自動車）

買入金額　３，４０２万円
買入先　　藤村ポンプ株式会社

消防本部
消防総務課

９７

工事請負契約の締結について
（徳山動物園リニューアルゾウ
エリア整備工事）

工期　　　平成３１年３月２０日まで
契約金額　１億６，７３７万７，４９２円
請負者　　洋林建設株式会社

経済産業部
動物園

９８

工事請負契約の一部を変更する
ことについて
（徳山駅北口駅前広場道路内建
築物等新築工事（２期））

変更理由　平成３０年３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　２億１,７４０万４千円を２億１，７７２万２，６００
円に増額

中心市街地整
備部
中心市街地整
備課

９９

損害賠償の額を定めることにつ
いて

損害賠償の原因　平成３０年６月１日、周南市大字米光の国道３
７６号平木交差点において、嘱託職員の運転する公用車が相手方
車両と衝突したことによるもの
損害賠償の額  １３１万３,４３６円

地域振興部
地域づくり推
進課

１００

平成２９年度周南市水道事業会
計決算の認定について

公営企業会計決算書１～４５ページ 上下水道局
財政課

１０１

平成２９年度周南市水道事業会
計剰余金の処分について

剰余金処分計算書（案）　公営企業会計決算書１２ページ 上下水道局
財政課

一括提案 
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議案

番 号 件　　　名 概　　　　要 所　　管 備　　考

１０２

平成２９年度周南市下水道事業
会計決算の認定について

公営企業会計決算書４７～８９ページ 上下水道局
財政課

１０３

平成２９年度周南市下水道事業
会計剰余金の処分について

剰余金処分計算書（案）　公営企業会計決算書５８ページ 上下水道局
財政課

１０４

平成２９年度周南市病院事業会
計決算の認定について

公営企業会計決算書９１～１２０ページ 福祉医療部
地域医療課

１０５

平成２９年度周南市介護老人保
健施設事業会計決算の認定につ
いて

公営企業会計決算書１２１～１５０ページ 福祉医療部
地域医療課

１０６

平成２９年度周南市モーター
ボート競走事業会計決算の認定
について

公営企業会計決算書１５１～１８６ページ 競艇事業局
競艇管理課

１０７

平成２９年度周南市モーター
ボート競走事業会計剰余金の処
分について

剰余金処分計算書（案）　公営企業会計決算書１６２ページ 競艇事業局
競艇管理課

一括提案 

一括提案 
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