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第４０７回島根県議会提出議案等一覧

Ｈ１８．２．２３ 提案分

区 分 議 案 名議案No

平成１８年度島根県一般会計予算議 案 予算案 １

(16件)(53件)

平成１８年度島根県公債管理特別会計予算 外９特別会計予算２

～

２ 公債管理 ３ 証紙 ４ 市町村振興資金１１

５ 母子寡婦福祉資金 ６ 農林漁業改善資金 ７ 中小企業近代化資金

８ 中海水中貯木場 ９ 臨港地域整備 １０ 流域下水道

１１ 県営住宅

平成１８年度島根県病院事業会計予算 外４事業会計予算１２

～

１２ 病院 １３ 電気 １４ 工業用水道 １５ 水道 １６ 宅地造成１６

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例条例案 １７

市町村への権限移譲計画に基づく市町村からの権限移譲の要請に伴う所要の改正(32件)

・権限移譲対象市町：松江市、出雲市、益田市、奥出雲町

施行日：平成１８年４月１日ほか

島根県個人情報保護条例の一部を改正する条例１８

条例に定める実施機関に新たに公安委員会及び警察本部長が加わることに対応した事務処

理規定を整備

施行日：平成１８年４月１日

島根県立大学条例の一部を改正する条例１９

島根県立大学の大学院において学位論文による学位を授与するための学位論文審査手数料

を設定

・対象者：島根県立大学大学院博士課程（後期）に在学せず学位論文をもって学位の授与

を申請する者

・審査手数料：１件につき57,000円

施行日：平成１８年４月１日

職員の休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例２０

人事委員会勧告に基づき、私傷病による休暇の期間及び休職者に対する給与について、所

要の改正

施行日：平成１８年７月１日



- 2 -

区 分 議 案 名議案No

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例条例案 ２１

・職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映するため、一定期間の職務の内容つづき

に応じた調整の仕組みを創設、及び退職手当の支給率を改定

・関係６条例の規定の整理

施行日：平成１８年４月１日

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例２２

組織改正及び水産練習船の老朽化による代船の建造に伴い、支給対象公署等の名称を改正

施行日：平成１８年４月１日

公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例２３

職員を派遣することができる公益法人等に、財団法人島根県環境管理センターを追加

施行日：平成１８年４月１日

島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例の一部を改正する条例２４

経営評価対象法人から財団法人島根県育英会及び財団法人島根県並河萬里写真財団を削除

施行日：公布の日

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正２５

する条例

「障害者自立支援法」及び「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の施行に伴う規

定の整理

施行日：平成１８年１０月１日ほか

島根県手数料条例の一部を改正する条例２６

①「介護保険法」関係手数料の設定

手数料を納めなければならない者 手数料の額

介護サービス情報の公表のための報告をしようとする者 15,000円

介護サービス情報の調査を受けようとする者 45,000円

介護支援専門員証の交付及び更新を受けようとする者 4,200円 など

②「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」関係手数料の設定

手数料を納めなければならない者 手数料の額

網 又は わな いずれかを選択して狩猟免許を受けようとする者「 」 「 」

ア 銃猟免許を有する者等である場合 3,000円(4,000円)

イ その他の場合 4,000円(5,300円)

（ ）内は通常の狩猟免許を受けようとする場合の手数料の額

③「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」

関係手数料の設定(電子申請によるもの)

試験の種類 手数料の額

製造保安責任者試験 乙種化学、乙種機械、第２種冷凍機械 9,500円(10,000円)

丙種化学、第３種冷凍機械 8,900円(9,400円)

販売主任者試験 第１種販売 8,000円(8,500円)

第２種販売 6,200円(6,700円)

液化石油ガス設備士試験 22,500円(23,000円)

（ ）内は書面により出願する場合の手数料の額

など 施行日：平成１８年４月１日ほか
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区 分 議 案 名議案No

島根県県税条例の一部を改正する条例条例案 ２７

構造改革特別区域計画の認定に伴い、わなを選択した狩猟免許に係る狩猟者の登録を促進つづき

するため、及び免税軽油の引取り等に係る報告書を提出すべき免税軽油使用者の利便性を

の向上を図るため、所要の改正

・わなを選択した狩猟免許に係る狩猟者の登録を受ける農業又は林業に従事する者の狩猟

税の税率

①当該年度の県民税の所得割を納付することを要しない者(一部の者を除く。)：

11,000円→5,500円

②それ以外の者：16,500円→8,200円

施行日：平成１８年４月１日

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例２８

住民基本台帳ネットワークシステムを使用した本人確認情報の利用又は提供に係る事務に

ついて、所要の改正

施行日：平成１８年４月１日

島根県特別会計条例の一部を改正する条例２９

用品調達事業等の効率的な執行を行うため、島根県用品調達等特別会計を廃止し、同事業

等を一般会計において執行

施行日：平成１８年４月１日

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の３０

施行に伴う関係条例の整備に関する条例

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴

う関係条例の改正

①「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」の一部改正

・無店舗型性風俗特殊営業の受付所営業の営業禁止区域を島根県の区域とすること

②「警察に関する手数料条例」の一部改正

性風俗関連特殊営業の開始又は変更の届出書の提出があったことを記載した書面の交付

手数料の新設

手数料を納めなければならない者 手数料の額

開始の届出をしようとする者

・店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業 1件につき11,900円

・無店舗型性風俗特殊営業(県外に受付所を設けるものに限る。) 3,400円+8,500円×

受付所の数

旧法における性風俗特殊営業届出書提出者 1件につき 3,400円

変更の届出を使用とする者

・県外に受付所を新設する以外の変更 1件につき 1,500円

など

施行日：平成１８年５月１日ほか

島根県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例３１

行政需要の変動に伴う、職員定数の改正

・警察官 1,440人 → 1,450人

施行日：平成１８年４月１日
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区 分 議 案 名議案No

貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例条例案 ３２

へき地医療奨学金制度を見直し、医学生地域医療奨学金制度及びしまね医学生特別奨学金つづき

制度を設けることに伴い、県内の医療機関に勤務する医師の確保及び充実を図るため、そ

の返還債務を免除する規定の整備

施行日：平成１８年４月１日

島根県女性相談センター条例の一部を改正する条例３３

県東部地域における配偶者等からの暴力被害者の増加に伴い、同地域における相談、保

護、自立支援等の体制の充実を図るため、女性相談センターの設置場所を松江市とし、同

センターの分室として大田市に西部分室を設置

施行日：平成１８年４月１日

島根県精神保健福祉審議会条例の一部を改正する条例３４

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の改正に伴い、精神保健福祉審議会につい

て、所要の改正

施行日：平成１８年４月１日

島根県障害者介護給付費等不服審査会条例３５

「障害者自立支援法」の施行に伴い、障害者介護給付費等不服審査会を設置

施行日：平成１８年４月１日

島根県動物の愛護及び管理に関する条例３６

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、動物愛護の精神の高揚及び動物によ

る人に対する侵害の防止を図るため、必要な規定を整備

・県及び飼い主の責務、飼い主の遵守事項、特定動物の飼養の許可、犬又はねこの引き取

り・収容、緊急時の措置 など

・特定動物による侵害防止の命令に違反した者等に対する罰則を規定

・動物取扱業の登録等に係る手数料の新設

手数料を納めなければならない者 手数料の額

動物取扱業の登録(の更新)を受けようとする者 1件につき 15,500円

動物取扱責任者研修を受けようとする者 1人につき 1,500円

動物取扱業登録証の再交付を受けようとする者 1件につき 2,000円

特定動物の飼養又は保管の許可を受けようとする者 1件につき 15,500円

特定動物の飼養又は保管の変更の許可を受けようとする者 1件につき 10,600円

特定動物飼養保管許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 2,000円

犬又はねこの引取りを求める者

ア 生後90日を超える犬又はねこの引取りを求める者 1頭又は1匹につき 2,000円

イ 生後90日以下の犬又はねこの引取りを求める者 1頭又は1匹につき 400円

・犬による危害の防止に関する条例及び危険な動物の飼養及び保管に関する条例の廃止

施行日：平成１８年６月１日ほか
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議 案 名区 分 議案No

県立学校の職員定数条例及び市町村立学校の教職員定数条例の一部を改正す条例案 ３７

る条例つづき

児童数及び生徒数の変動等に伴う、職員定数の改正

・高等学校教育職員 1,791人 → 1,759人

・高等学校事務職員等 215人 → 217人

・盲学校、ろう学校及び養護学校教育職員 816人 → 854人

・小学校及び中学校教育職員 5,423人 → 5,331人

・小学校及び中学校事務職員等 438人 → 432人

施行日：平成１８年４月１日

島根県生涯学習審議会条例の一部を改正する条例３８

「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」の改正に伴う規定の整

理

施行日：公布の日

島根県農業技術センター分析手数料条例の一部を改正する条例３９

・試験研究機関の再編に伴い、しまねの味開発指導センターにおける食品に関する分析等

の業務を同センターを統合する農業技術センターの業務とするため、所要の改正

・島根県しまねの味開発指導センター分析等手数料条例の廃止

施行日：平成１８年４月１日

島根県花振興センター条例の一部を改正する条例４０

花ふれあい公園への来訪者の増加を図るため、年間パスポート制度を導入

区 分 年間使用料(同一人が１年間

使用する場合の使用料)の額

小・中・高校生又はこれらに準ずる者 500円

その他の者 1,000円

施行日：平成１８年４月１日

島根県家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例４１

「家畜伝染病予防法」の改正に伴う規定の整理

施行日：公布の日

島根県産業技術センター条例等の一部を改正する条例４２

県内企業等の利便性の向上による産業振興を図るため、産業技術センター、農業技術セン

ター及び畜産技術センターにおいて徴収する使用料及び手数料について、県内者と県外者

との間に２倍の格差を設定

施行日：平成１８年４月１日

特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例４３

県民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化に資するため、「特定非営利活動

促進法」に基づく手続き等をオンラインで実施する場合に必要な事項について、所要の改

正

施行日：平成１８年６月１日
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議 案 名区 分 議案No

島根県男女共同参画センター条例の一部を改正する条例条例案 ４４

組織改正に伴い、西部県民センター県央事務所の施設及び設備の維持管理を男女共同参画つづき

センターの指定管理者に行わせるため、所要の改正

施行日：平成１８年４月１日

採石業の適正な実施の確保に関する条例４５

岩石の採取に伴う災害を未然に防止し、及び岩石の採取の事業の健全な発達を図るため、

採石業者が講ずべき採取跡の措置等について必要な事項の規定

施行日：平成１８年１０月１日

島根県空港条例の一部を改正する条例４６

隠岐空港における新滑走路の供用開始に伴い、小型ジェット機を就航させるため、同空港

を使用する場合の航空機の離着陸時における重量制限の改正

施行日：規則で定める日

島根県営住宅条例の一部を改正する条例４７

①隠岐郡に所在する県営住宅等の管理の方法について、「公営住宅法」に規定する管理代

行制度を導入し、地元町に管理を行わせることができる規定の整備

②美郷町に所在する県営住宅(上野団地及び都賀行団地)を同町に譲渡するため、当該団地
か み の つ が ゆ き

を廃止

③「公営住宅法施行令」の改正に伴い、公募を行わないで県営住宅に入居させることがで

きる者の要件を拡大することについて、所要の改正

施行日：①・②平成１８年４月１日

③ 公布の日

島根県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例４８

志津見発電所及び江津高野山風力発電所を設置

施行日：公布の日

包括外部監査契約の締結について一 般 ４９

平成１８年度における包括外部監査に係る外部監査人との契約事件案

・契約金額：１７，５００千円を上限 ・契約の相手方：福田龍太（公認会計士）(5件)
ふくだりゅうた

全国自治宝くじ事務協議会への堺市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事５０

務協議会規約の一部の変更について

全国自治宝くじ事務協議会への堺市の加入による変更（平成１８年４月政令指定都市に移

行）及び規約変更

ベリーズ船籍貨物船重油流出事故災害に係る和解について５１

平成１４年３月３１日発生の重油流出事故災害に係る和解

・和解の相手方：アイガー・インターナショナル・シッピング・カンパニーリミテッド

外１名

・補償金額:９，１３８，９４２円



- 7 -

議 案 名区 分 議案No

宍道湖流域下水道の維持管理に要する費用の市町負担について一 般 ５２

事件案 下水道法に基づく西部処理区の負担額（３市町：平成１８年度～２０年度）

つづき ・流入水量１立方メートルにつき 84.65円で算出した額

契約の締結について 一般国道４８８号長沢バイパス改築（改良）５３

（仮称）長沢１号トンネル工事

契約の方法：一般競争入札 契約金額：2,257,500,000円

工期：議決のあった日の翌日から起算して８４０日目にあたる日

契約の相手方：鴻池組・大畑建設・原工務所特別共同企業体

施工場所：益田市長沢町地内

専決処分事件の報告について（変更契約の締結） ５件報 告 報告１

・出雲高等学校校舎等改築（教室棟・建築）工事（３件）

572,961,900円（ 1,869,000円減額）

・歴史民俗博物館（仮称）建設（空気調和設備）工事

865,209,450円（ 1,040,550円減額）

・主要地方道浜田作木線日貫工区地方道路交付金（改良）（仮称）日貫トンネル工事

1,782,900,000円（23,100,000円減額）

・一般国道４３２号菅原広瀬バイパス改築（改良）菅原トンネル工事

989,541,000円（15,141,000円増額）

・西郷港港湾改修工事

697,104,450円（17,541,300円減額）

専決処分事件の報告について（事故による損害賠償） １１件報告２

・交通事故 ８件 賠償額合計 ４９６，８０９円

・警察官捜査活動中負傷事故 １件 賠償額合計 ７，９７０円

・道路工事安全施設不備事故 １件 賠償額合計 １２４，１７３円

・道路冠水事故 １件 賠償額合計 ２３３，３５１円

専決処分事件の報告について（訴えの提起） １件報告３

県営住宅家賃長期滞納者に対する明渡訴訟 対象者２名


