
 

令和元年１２月定例会提出議案概要（記者発表資料） 

 

１ 招集告示日   令和元年１１月２６日 

２ 招 集 日   令和元年１２月３日 

３ 提出議案件数  ３１件 

予 算  ５件 

条 例 １１件 

その他 １５件 

４ 議案等件名 

議案第４９号 令和元年度西条市一般会計補正予算（第４回） 

の専決処分について 

議案第５０号 令和元年度西条市一般会計補正予算（第５回） 

について 

議案第５１号 令和元年度西条市国民健康保険特別会計補正予 

算（第２回）について 

議案第５２号 令和元年度西条市公共下水道事業特別会計補正 

予算（第３回）について 

議案第５３号 令和元年度西条市小松地域交流事業特別会計補 

正予算（第１回）について 

議案第５４号 令和元年度西条市本谷温泉事業特別会計補正予 

算（第２回）について 

議案第５５号 工事請負契約の締結について ・・・・・・・・・  １ 

議案第５６号 西条市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に 

関する協定その２の一部を変更する協定の締結 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

議案第５７号 西条市丹原高齢者生活福祉センター及び西条市 

小松生きがいデイサービスセンターの指定管理 

者の指定について ・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

議案第５８号 西条市東予総合福祉センター、西条市丹原福祉 

センター及び西条市小松地域福祉センターの指 

定管理者の指定について ・・・・・・・・・・・  〃 

議案第５９号 西条市休日夜間急患センターの指定管理者の指 

定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

議案第６０号 西条市立周桑病院の指定管理者の指定について ・  〃 

議案第６１号 西条市やすらぎ苑の指定管理者の指定について ・  〃 

議案第６２号 西条市石鎚ふれあいの里の指定管理者の指定に 

別 

冊 



 

ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

議案第６３号 西条市観光交流センターの指定管理者の指定に 

ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

議案第６４号 西条市椿交流館の指定管理者の指定について ・・  〃 

議案第６５号 西条市本谷温泉館の指定管理者の指定について ・  〃 

議案第６６号 西条市立西条郷土博物館及び五百亀記念館の指 

定管理者の指定について ・・・・・・・・・・・  〃 

議案第６７号 新市建設計画の一部変更について ・・・・・・・  ５ 

議案第６８号 特定事業契約の一部変更について ・・・・・・・  ６ 

議案第６９号 西条市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に 

関する条例について ・・・・・・・・・・・・・  ７ 

議案第７０号 西条市立学校体育施設照明設備使用料条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

議案第７１号 西条市公共下水道事業の設置等に関する条例に 

ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

議案第７２号 西条市職員定数条例等の一部を改正する条例に 

ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

議案第７３号 西条市手数料条例等の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

議案第７４号 西条市農村環境改善センター設置及び管理条例 

の一部を改正する条例について ・・・・・・・・ １４ 

議案第７５号 西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正 

する条例について ・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

議案第７６号 西条市水道事業の設置等に関する条例の一部を 

改正する条例について ・・・・・・・・・・・・ １６ 

議案第７７号 西条市病院事業の設置等に関する条例の一部を 

改正する条例について ・・・・・・・・・・・・ １７ 

議案第７８号 西条市老人憩の家設置及び管理条例を廃止する 

条例について ・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

議案第７９号 西条市丹原農村婦人の家設置及び管理条例を廃 

止する条例について ・・・・・・・・・・・・・ １９ 
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議案第５５号  工事請負契約の締結について 

（契約課） 

 

１ 提出の理由 

西施住工第３号（仮称）新泉町団地２区整備工事の内建築主体工事請負契約 

の締結について、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（平成１６年西条市条例第４８号）第２条の規定により、議会の

議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 工事番号 

西施住工第３号 

(2) 工事名 

（仮称）新泉町団地２区整備工事の内建築主体工事 

(3) 契約金額 

６５９，４５０，０００円 

(4) 契約の相手方 

西条市神拝甲１３２番地４ 

西条・山本共同企業体 

代表者 西条建設株式会社 

代表取締役 星 加 隆 夫 
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議案第５６号  西条市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する 

協定その２の一部を変更する協定の締結について 

                          （下水道工務課） 

 

１ 提出の理由 

  西条市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定その２の一部を変

更する協定の締結について、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（平成１６年西条市条例４８号）第２条の規定により、

議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 変更協定金額 

５１９，０４０，０００円（９９，５６０，０００円の減額） 

(2) 協定の相手方 

 東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 

日本下水道事業団 

理事長 辻 原 俊 博 

(3) 変更内容 

   日本下水道事業団が行った工事契約における入札減少金の発生、仮設方

法の変更及び機器単価の精査を踏まえて、協定金額を変更するもの 
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議案第５７号～議案第６６号  各公の施設の指定管理者の指定について   

（長寿介護課・健康医療推進課・   

衛生課・観光振興課・社会教育課） 

 

１ 提出の理由 

  西条市の公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法 

律６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるもので 

ある。 

 

２ 概要 

  次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするものである。 

 

施 設 名 指定管理者候補 

西条市丹原高齢者生活福祉センター 
社会福祉法人 

西条市社会福祉協議会 
西条市小松生きがいデイサービス 

センター 

西条市東予総合福祉センター 
社会福祉法人 

西条市社会福祉協議会 
西条市丹原福祉センター 

西条市小松地域福祉センター 

西条市休日夜間急患センター 一般社団法人西条市医師会 

西条市立周桑病院 医療法人専心会 

西条市やすらぎ苑 道前総業有限会社 

西条市石鎚ふれあいの里 石鎚ふれあいの里運営委員会 

西条市観光交流センター 一般社団法人西条市観光物産協会 

西条市椿交流館 
シンコースポーツ・四電ビジネス 

グループ 

西条市本谷温泉館 桂経営ソリューションズ株式会社 

西条市立西条郷土博物館 
公益財団法人愛媛民芸館 

五百亀記念館 

 

３ 指定の期間 

 （西条市立周桑病院） 

令和２年４月１日から令和２２年３月３１日までの２０年間 

（西条市本谷温泉館、西条市立西条郷土博物館及び五百亀記念館） 

  令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年間 
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（上記以外の施設） 

 令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間 
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議案第６７号  新市建設計画の一部変更について 

                            （政策企画課） 

 

１ 提出の理由 

  新市建設計画の一部を変更するため、市町村の合併の特例に関する法律（昭

和４０年法律第６号）第５条第７項の規定により、議会の議決を求めるもので

ある。 

 

２ 概要 

 (1) 趣旨 

平成１７年度から今年度末までの１５ヵ年を計画期間とする新市建設計

画について、昨年４月に、合併特例債の発行期限が再延長されたことに伴い、

本市においても、計画期間を再延長することにより、合併特例債を有効に活

用できる環境整備を図るもの。 

 (2) 今回の再改定方針 

合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針

として、合併協議会が市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第

６号）に基づき、平成１６年に策定した背景に鑑み、基本方針の根本的な考

え方を維持することとし、状況の変化によって目指すべきビジョンと現状

との間に生じた「明白な矛盾点」について、必要最低限の変更を行う。 

 (3) 主な変更内容 

ア 計画期間等 

計画期間を現在の平成１７年度から平成３１年度までの１５ヵ年から、

令和６年度までの２０ヵ年に５年間再延長する。あわせて、本市が同法を

根拠として新市建設計画を策定していることを明確にするため、法律名

に制定年と法律番号を追記するとともに、「面積」、「人口」、「元号」等を

現況に合わせて修正する。 

  イ 新市の施策 

「東予インダストリアルパーク及び東ひうち１号地などへの」という

表現を、当該地域への企業誘致が完了していることから削除するなど、

「明白な矛盾点」に該当する箇所について変更を行う。 

  ウ 財政計画 

財政計画についても、令和６年度までの計画とし、平成１７年度から 

平成３０年度までは各年度の決算額を記載するとともに、令和元年度か

ら令和６年度までは、現況に合わせた条件の見直しと、これらの条件から

推計した計画値を記載する。  
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議案第６８号  特定事業契約の一部変更について 

（教育総務課） 

 

１ 提出の理由 

西教総第３７９号西条市立小中学校・幼稚園空調設備整備ＰＦＩ事業に係

る特定事業契約の一部変更について、民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条の規定によ

り、議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 変更契約金額 

１，９８５，９８２，６７４円 

（７，５５１，２０１円の増） 

(2) 契約の相手方 

西条市朔日市３００番地１ 

株式会社西条学校空調ＰＦＩサービス 

代表取締役 別 府   勇 

(3) 変更内容 

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の一部改正に伴い、当初の契約 

期間のうち、令和元年１０月１日から契約が満了する令和１３年３月３１

日までの間について、空調設備の維持管理のサービス対価に係る消費税額

を増額するもの 
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議案第６９号  西条市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例について 

（職員厚生課） 

 

１ 提出の理由 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２

９号）が公布されたことに伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し

必要な事項を定めようとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 給与に関すること（第２条） 

会計年度任用職員の給与（給料、報酬、各種手当、各種手当に相当する報

酬、期末手当）の種類について定めるものです。 

(2) フルタイム会計年度任用職員の給料に関すること（第３条） 

フルタイム会計年度任用職員の給料額の決定に関する事項について定めるもので

す。 

(3) パートタイム会計年度任用職員の基本報酬に関すること（第４条） 

パートタイム会計年度任用職員の基本報酬額の決定に関する事項について定めるも

のです。 

(4) 給料及び基本報酬の支給方法に関すること（第５条） 

会計年度任用職員の給料及び基本報酬の支給方法、支給日について定め

るものです。 

(5) 各種手当及び各種手当に相当する報酬に関すること（第６条～第１３条） 

職員に支給される手当の支給基準を踏まえ、フルタイム会計年度任用職員の

各種手当及びパートタイム会計年度任用職員の各種手当に相当する報酬について定め

るものです。 

(6) 期末手当に関すること（第１５条） 

職員に支給される期末手当の支給基準を踏まえ、会計年度任用職員の期末手

当について定めるものです。 

(7) 通勤手当及び公務旅行に係る費用弁償に関すること（第１６条、第１７条） 

パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に係る費用弁償及び公務旅行のための費

用弁償について定めるものです。 

 

３ 施行期日 

令和２年４月１日  
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議案第７０号  西条市立学校体育施設照明設備使用料条例について 

（スポーツ健康課） 

 

１ 提出の理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２５条の規定に基づき、西条市

立学校の照明設備の使用につき使用料を徴収するため、所要の条例を制定し

ようとするものである。 

 

２ 概要 

(1)  照明設備の使用料を次のとおりとする。 

区分 単位 使用料 

運動場の照明設備 １回 １，０００円 

屋内運動場の照明設備 １回 ４００円 

武道場の照明設備 １回 ２００円 

備考 

１ 「１回」とは、連続する２時間以内の使用をいう。 

２ 使用が連続して２時間を超える場合は、当該超える時間２時

間までごとの使用をそれぞれ１回の使用とみなす。 

３ 屋内運動場及び武道場については、日中も照明設備を使用す

るものとする。 

(2) 使用料は、前納とし、既納の使用料は、還付しないこととする。ただし、

天候その他使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなか

った場合などは、還付することができる。 

(3) 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

 

３ 施行期日等 

公布の日とし、令和２年４月１日以後の使用に係る使用料について適用す

る。 
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議案第７１号  西条市公共下水道事業の設置等に関する条例について 

（下水道業務課） 

 

１ 提出の理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２条第３項の規定により西

条市公共下水道事業に同法の財務規定等を適用することに伴い、同法第４条

の規定により西条市公共下水道事業の設置及びその経営の基本に関する事項

を定めるため、所要の条例を制定しようとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 地方公営企業法に規定する財務規定等の適用 

ア 地方公営企業法第２条第２項に規定する財務規定等を適用する。 

イ 経営の基本として、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉

を増進するように運営されなければならない。 

(2) 利益の処分の方法及び積立金の取崩し 

ア 毎事業年度利益が生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠

損金に補填し、なお利益に残額があるときは、積立金として積み立てる。 

イ 各積立金の使用について、議会の議決を経た場合については、その目的

以外の使途への使用ができる。 

ウ 積立金を使用した場合においては、資本金へ組み入れることができる。 

エ 資本剰余金は、科目別に積み立てなければならない。 

(3) 欠損の処理 

ア 欠損金は、前事業年度から繰り越した利益で補填し、なお欠損金に残額

があるときは、利益積立金をもって補填することとし、利益積立金をもっ

て補填してもなお残額があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。 

イ なお欠損金に残額があるときは、議会の議決を経て資本剰余金をもっ

てうめることができる。 

(4) 重要な資産の取得及び処分 

予算で定めなければならない公共下水道事業の用に供する資産の取得及

び処分に関する事項について定める。 

(5) 議会の同意及び議決 

ア 議会の同意を要する職員の賠償責任の免除の額を定める。 

イ 議会の議決を要する負担付きの寄附等の受領の額及び損害賠償の額を

定める。 

(6) 業務状況説明書類の作成 

業務の状況を説明する書類を年２回作成する旨と、その作成期日及び書
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類の内容等を定める。 

(7) 附則において、公営企業会計への移行に伴い、西条市特別会計条例（平成

１６年西条市条例第５０号）の規定から、公共下水道事業特別会計に関係す

る規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

令和２年４月１日 
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議案第７２号  西条市職員定数条例等の一部を改正する条例について 

（職員厚生課） 

 

１ 提出の理由 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２

９号）が公布されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

会計年度任用職員に関する条例の新規制定に伴い、次に掲げる改正を行う。 

西条市職員定数条例（平成１６年西条市条例第２４号）のほか人事又は給

与に係る条例１３件について、関係部分の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

令和２年４月１日 
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議案第７３号  西条市手数料条例等の一部を改正する条例について 

（行政管理課） 

 

１ 提出の理由 

受益者負担の適正化に向けた使用料・手数料の見直し等に伴い、所要の条例

改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 改正の経緯 

使用料や手数料は、施設の利用や各種証明の発行など行政サービスを利

用する特定の市民等から、その対価として徴収するものである。 

施設の利用に係る経費は、利用者が負担する使用料により、また、証明等

の発行に係る経費は、それを必要とする人が負担する手数料により、賄うこ

とが望ましく、その経費を全て公費で賄おうとした場合、サービスを利用す

る人と利用しない人との間に不公平が生じ、負担の公平性の問題が生じる。 

このようなことから、今回、平成１９年９月に策定した「使用料、手数料

の適正化に関する基本方針」に基づき原価計算結果や市内類似施設の状況、

近隣自治体との均衡等を考慮しながら、より適正な料金設定となるよう見

直しを行ったものである。 

(2) 改正内容 

ア 使用料 

(ｱ) 改正する条例 

西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例（平成１６年西条市第

９１号）等 ２０件 

(ｲ) 施設名 

東予郷土館 生涯学習の館 佐伯記念館・郷土資料館 五百亀記念

館（新規徴収） 体育館(6) 武道場 野球場(2) 陸上競技場 プール

(2) 丹原Ｂ＆Ｇ海洋センター テニスコート(5) 有料公園施設(8) 

屋内運動場 スポーツコミュニティセンター スポーツクライミング

施設 福祉センター(3) 文化会館(2) 本谷温泉館 食の創造館 椿

交流館  ４１施設 

イ 手数料 

(ｱ) 改正する条例と主な手数料 

・西条市手数料条例（平成１６年西条市条例第５５号） 

各種証明等交付 １７件 建築審査関係手数料 ４３件 

・西条市一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例（平成１６年西条市条
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例第１４５号） 

  一般廃棄物最終処分場処分手数料 処分場(4)  

・西条市道前クリーンセンター設置及び管理条例（平成１６年西条市条

例第１４６号） 

  一般廃棄物等処理手数料 

 

  ３ 施行期日等 

   (1) 使用料 

     公布の日から施行し、令和２年４月１日以後の使用分について適用 

する。ただし、同日以後の使用分であっても施行日前に使用の申請をし、

かつ、使用料を徴収しているものは、改正前の使用料を適用する。 

(2) 手数料 

令和２年４月１日から施行する。 
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議案第７４号  西条市農村環境改善センター設置及び管理条例の一部

を改正する条例について 

（農水振興課） 

 

１ 提出の理由 

令和元年度末をもって東予農村環境改善センターを三芳公民館へ、小松農

村環境改善センターを石根公民館へそれぞれ施設統合するとともに、丹原農

村婦人の家加工室を丹原農村環境改善センターへ施設統合をすることに伴い、

所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 東予農村環境改善センター及び小松農村環境改善センターを対象となる

施設から除くとともに、丹原農村婦人の家加工室を対象となる施設に加え

る。 

(2) 西条市公告式条例において、公布を行う掲示場のうち、小松農村環境改善

センター掲示場から小松総合支所石根出張所掲示場に改める。 

(3) 西条市公共施設使用料減免条例において対象となる公共施設から、東予

農村環境改善センター及び小松農村環境改善センターを除く。 

 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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議案第７５号  西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条

例について 

（施設管理課） 

 

１ 提出の理由 

西条市公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した泉町２区及び泉町４

区の各市営住宅を統合し、泉町団地１区を設置するため、所要の条例改正を行

おうとするものである。 

 

２ 概要 

別表の泉町２区及び泉町４区に関する規定を削除し、泉町団地１区に関す

る規定を追加する。 

 

３ 施行期日 

令和２年３月１日。ただし、準備行為に関する規定は、公布の日 

  



16 

議案第７６号  西条市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

（水道業務課） 

 

１ 提出の理由 

地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５４号）の施行等に

伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

第１０条において引用している地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規 

定を、第２４３条の２から第２４３条の２の２に改め、並びに第６条第２項の

規定及び第８条第２項の一部の規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

令和２年４月１日 

  



17 

議案第７７号  西条市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

（健康医療推進課） 

 

１ 提出の理由 

地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５４号）の施行等に

伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

第１１条において引用している地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規

定を、第２４３条の２から第２４３条の２の２に改め、並びに第７条第２項の

規定及び第９条第２項の一部の規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

令和２年４月１日 
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議案第７８号  西条市老人憩の家設置及び管理条例を廃止する条例に

ついて 

（長寿介護課） 

 

１ 提出の理由 

令和元年度末をもって西条市老人憩の家の運営を終了することに伴い、条

例を廃止しようとするものである。 

 

２ 概要 

西条市老人憩の家の廃止 

 

３ 施行期日 

令和２年４月１日 
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議案第７９号  西条市丹原農村婦人の家設置及び管理条例を廃止する

条例について 

（農水振興課） 

 

１ 提出の理由 

令和元年度末をもって丹原農村婦人の家を田野公民館へ施設統合するとと

もに、別棟の丹原農村婦人の家加工室を丹原農村環境改善センターへ施設統

合することに伴い、条例を廃止しようとするものである。 

 

２ 概要 

西条市丹原農村婦人の家設置及び管理条例を廃止する。 

 

３ 施行期日 

令和２年４月１日 

 

 


