
第４３６回島根県議会提出議案等一覧

Ｈ２４．６．１３ 提案分

区 分 議案No 議 案 名

議 案 予算案 ８６ 平成２４年度島根県一般会計補正予算（第２号）

(20件) (1件)

条例案 ８７ 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

(7件) 次に掲げる所要の改正

①経営評価の対象法人から財団法人島根県環境保健公社を削除

②評価対象法人の定義について規定の整備

③条例の題名を「島根県が出資する法人等の健全な運営に関する条例」に改正

施行日：公布の日

８８ 島根県部設置条例の一部を改正する条例

地域振興部の所掌事務のうち、土地対策に関する事項を土木部の所掌事務とすることに

伴う所要の改正

・島根県国土利用計画審議会条例及び島根県土地利用審査会条例を改正し、会の庶務を

地域振興部から土木部の所掌事務とすること

施行日：公布の日

８９ 特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例の一部を改

正する条例

中心市街地の活性化に関する法律に基づく県税の不均一課税について、普通地方交付税

の減収補塡措置の対象となる期間が経過したことに伴い、不均一課税とする措置を廃止

施行日：公布の日

９０ 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

次に掲げる所要の改正

①市町村への権限移譲計画に基づき権限移譲を行うための所要の改正

・旅券法に基づく事務のうち、一般旅券の発給の申請の受理、交付等の事務を奥出雲

町へ移譲

②電気用品安全法の改正に伴う規定の整理

施行日：①平成２４年１０月１日

②公布の日



区 分 議案No 議 案 名

条例案 ９１ 東日本大震災に対処するための地方警察職員の特殊勤務手当の特例に関する

つづき 条例の一部を改正する条例

福島第一原子力発電所に係る警戒区域等が見直されたことに伴い、救難作業等手当の支

給要件、金額等を改正

施行日：公布の日（帰還困難区域及び居住制限区域における作業については、

平成２４年５月１日から適用）

９２ 島根県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例の一部を改正する条例

国民健康保険法の改正に伴い、国民健康保険の財政調整を図るため、普通調整交付金及

び特別調整交付金の割合を改定

施行日：公布の日（平成２４年度分の島根県国民健康保険調整交付金から適用）

９３ 島根県障害者介護給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例

児童福祉法等の改正に伴い、島根県障害者介護給付費等不服審査会について所要の改正

・現在の島根県障害者介護給付費等不服審査会は、新たに児童福祉法に基づく障害児通

所給付費等不服審査会を兼ねるものとすること

・その他の規定の整備

施行日：公布の日

一 般 ９４ 契約の締結について 県防災行政無線幹線系改修工事

事件案 契約の方法：一般競争入札 契約金額：615,300,000円

(12件) 工期：平成２５年３月１５日

契約の相手方：日本無線株式会社山陰営業所

施工場所：松江市殿町１番地 島根県庁ほか

９５ 契約の締結について 消防救急デジタル無線松江・出雲エリア共通波

整備工事

契約の方法：一般競争入札 契約金額：1,225,350,000円

工期：平成２５年３月１５日

契約の相手方：日本無線株式会社山陰営業所

施工場所：松江市学園南一丁目１７番３号 松江市消防本部ほか

支給対象となる作業 手当額の新設又は改正

故障設備等確認 20,000円 新設

故障設備等確認及び原子炉
建屋内作業等を除く作業

13,300円 改正（改正前20,000円）

免震重要棟内 棟内作業 3,300円 改正（改正前5,000円）

屋外作業 6,600円 新設

屋内作業 1,330円 新設

屋外作業 3,300円 新設

屋内作業 660円 新設

屋外作業 6,600円 改正（改正前10,000円）

屋内作業 1,330円 改正（改正前2,000円）
警戒区域

免震重要棟外

作業区域等 手当額（日額）

福島第一原発
敷地内

帰還困難区域

居住制限区域



区 分 議案No 議 案 名

一 般 ９６ 変更契約の締結について 一般国道４８８号長沢バイパス社会資本整備総

事件案 合交付金（改良）（仮称）長沢２号トンネル工

つづき 事

変更契約金額：2,159,869,950円（51,469,950円増額）

工期：平成２５年１０月４日

契約の相手方：大畑建設・原工務所・祥洋建設特別共同企業体

施工場所：益田市長沢町地内

９７ 変更契約の締結について 国道４８５号（松江第五大橋道路）改築（改

良）（仮称）和久羅トンネル工事

変更契約金額：1,981,213,500円（269,713,500円増額）

工期：平成２４年１２月２８日

契約の相手方：今岡工業・カナツ技建工業・平井建設特別共同企業体

施工場所：松江市上東川津町～西尾町地内

９８ 変更契約の締結について 一般国道３７５号湯抱バイパス社会資本整備総

合交付金（改良）杉ヶ市トンネル工事

変更契約金額：1,496,828,550円（53,078,550円増額）

工期：平成２４年１１月２３日

契約の相手方：今井産業・豊洋・堀工務店特別共同企業体

施工場所：邑智郡美郷町湯抱地内

９９ 隠岐広域連合規約の一部の変更について

児童福祉法の改正により障害児施設の体系が見直されたことに伴う所要の変更

・施設名称の変更 変更前：知的障害児施設

変更後：福祉型障害児入所施設

施行日：平成２４年１０月１日

１００ 交通事故による損害賠償について

職員による交通事故に係る損害賠償

・損害賠償の額：82,651,927円

・支払の相手方：個人

専決処分事件の報告及び承認について

承 認 平成２３年度島根県一般会計補正予算（第７号）

１ 県債、地方交付税等の額の確定に伴う平成２３年度一般会計予算の補正

・補正予算額：1,904,313千円（補正後予算規模：541,312,291千円）

（平成２４年３月３０日専決）

承 認 平成２３年度島根県公債管理特別会計補正予算（第２号）

２ 平成２３年度一般会計予算の補正に伴う補正 （平成２４年３月３０日専決）



区 分 議案No 議 案 名

一 般 承 認 平成２３年度島根県流域下水道特別会計補正予算（第６号）

事件案 ３ 県債等の額の確定に伴う補正 （平成２４年３月３０日専決）

つづき

承 認 平成２３年度島根県営住宅特別会計補正予算（第６号）

４ 県債等の額の確定に伴う補正 （平成２４年３月３０日専決）

承 認 島根県県税条例の一部を改正する条例

５ 平成２４年度税制改正による地方税法の改正に伴う所要の改正

①不動産取得税

住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率（本則４％）を３％とする特例

措置の適用期限を３年間延長

②自動車税

環境負荷の大小により税率に差を設ける特例措置について、軽減対象及び重課対象

の見直しを行った上で２年間延長

③軽油引取税

軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を３年間延長

施行日：平成２４年４月１日

（平成２４年３月３０日専決）

報 告 報告４ 平成２３年度島根県一般会計予算繰越明許費繰越計算書

(9件)

報告５ 平成２３年度島根県臨港地域整備特別会計予算繰越明許費繰越計算書

報告６ 平成２３年度島根県流域下水道特別会計予算繰越明許費繰越計算書

報告７ 平成２３年度島根県営住宅特別会計予算繰越明許費繰越計算書

報告８ 島根県附属機関の設置状況等について

島根県附属機関等の設置及び構成員の選任等に関する条例第７条に基づく報告

報告９ 専決処分事件の報告について（平成２４年度島根県一般会計補正予算（第１

号））

漁業経営構造改善推進事業、緊急雇用創出事業の実施に伴う平成２４年度一般会計予算

の補正

・補正予算額：390,000千円（補正後予算規模：528,040,974千円）

（平成２４年５月１４日専決）

報告10 専決処分事件の報告について（権利の放棄） ６件

・東日本大震災に伴う島根県立高等学校の平成２４年度入学に係る学力検査料、入学検

定料及び入学料の債務の免除 １件

免除額：8,650円

・母子寡婦福祉資金貸付金に係る債権の放棄 ５件

放棄する権利の内容：貸付金の未償還額577,123円及びこれに係る附帯債務の請求権



区 分 議案No 議 案 名

報 告 報告11 専決処分事件の報告について（変更契約の締結） ４件

つづき ・宍道湖流域下水道西部２号幹線管渠移設工事 1,076,305,650円（ 4,741,800円増額）

・浜田高等学校整備（屋内運動場 建築）工事 1,193,237,850円（24,844,050円増額）

・主要地方道浜田作木線雪田工区社会資本整備総合交付金（改良）伏谷トンネル工事

650,887,650円（ 6,507,900円増額）

・主要地方道大社日御碕線中山工区社会資本整備総合交付金（改良）工事（仮称）１号

トンネル工事 1,028,492,850円（ 2,148,300円増額）

報告12 専決処分事件の報告について（損害賠償） ４５件

・旅行業新規登録手続 ２３件 賠償額合計 1,354,293円

・所持品損傷 １件 賠償額合計 700円

・交通事故 ９件 賠償額合計 1,935,927円

・落石事故等 １２件 賠償額合計 1,280,682円


