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淡路市規則第  号 

 

淡路市副市長事務分担規則（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市

長の順序に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （事務分担等） 

第２条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。 

 (１) ○○○○副市長が担任する事務 

  ア 企画政策部、総務部、財務部、市民生活部及び会計課に属する

事務 

  イ 教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会及び監

査委員事務局において補助執行する市長の権限に属する事務 

 (２) ○○○○副市長が担任する事務 

  ア 危機管理部、健康福祉部、産業振興部及び都市整備部に属する

事務 

  イ 農業委員会事務局において補助執行する市長の権限に属する事

務 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、副

市長を指定して事務を担任させることができる。 

 （共同して担任する事項） 

第３条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、両副市長が共同

して担任する。 

 (１) 市政の総合計画及び運営に関する基本方針の確立に関すること。 

 (２) 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。 

 (３) 重要な請願に関すること。 

 (４) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の制定及び改廃に関するこ

と。 

 (５) 人事に関すること。 

 (６) 予算編成に関すること。 

 (７) 危機事象の発生防止及び対策に関すること。 

 (８) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例な事項及び市長が必

要と認めた事項に関すること。 

 （職務代理の順序） 

第４条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５２条第１項の規

定に基づき市長の職務を代理する副市長の順序は、第２条第１項に掲

げる副市長の順序とする。 
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２ 前項の規定は、市長の決裁事項を副市長が代決する場合に準用する。 

 （副市長に事故ある場合の処理） 

第５条 一方の副市長に事故があるとき、又は一方の副市長が欠けたと

きは、その副市長の担任する事務は、他の副市長が処理する。 

２ 前項の規定により処理した事務のうち重要なものは、その事務を担

任する副市長の後閲に供するものとする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



補 正 予 算 参 考 資 料

【平成２９年度　　８月補正予算】

財務部財政課

議会配布資料



『補正予算の概要』

●補正予算規模 （単位：千円）

●一般会計款別補正予算規模 （単位：千円）

一般会計補正予算の概要

（１） 副市長２人制移行事業 千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

（２）その他 千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

2

3

1副市長２人制移行事業

管財課

久留麻老人福祉センター屋上防水改修事業

  ２款

634

3,414不法占用物件収去に係る強制執行

金額

歳　　出　　区　　分
今　回
補正額

17,455,360

副市長室増設に係る整備 管財課

10,278

金額

21,940

合　　　　　計

総 務 費

平成２９年度　８月補正予算のポイント

区　　　分

(トップマネジメント強化と財産適正管理に対応する補正予算)

47,888,580

　多様化する市民ニーズにきめ細かく対応し、情報の共有と連携を図るとともに、
トップマネジメントを強化するため、副市長を２人体制に移行することに伴う予算
を措置する。
　また、市有財産の適正管理のため、鵜崎用地の不法占用物件収去に係る強制執行
手続、６月３０日に発生した落雷による被害復旧及び久留麻老人福祉センターの屋
上防水改修を行う予算を編成するものである。

既決予算額 今回補正額 補正後の額

30,400,000

特 別 会 計

一 般 会 計 30,433,22033,220

0 17,455,360

合 計 47,855,360

起債 その他国庫 県費

20,692

主　な　事　業　名

財　源　内　訳

33,220

33,220

30,970

2,250 0

一般財源

10,646

所管課

22,9420

12,296

12,296

0

9,644

長寿介護課

　多様化する市民ニーズにきめ細かく対応し、情報の共有と連携を図るとともに、トップ
マネジメントを強化するため、副市長を２人体制に移行する。

10,278

屋上防水改修

主　な　事　業　名

事業内容

鵜崎用地不法占用物件強制執行事業

６月３０日発生落雷被害復旧事業

　市有財産の適正管理のため、鵜崎用地の不法占用物件収去に係る強制執行手続及び６月
３０日に発生した落雷による被害復旧工事等を行う。

事業内容

2,250

11,280

所管課

副市長に係る人件費 総務課 9,644

東浦事務所高圧受電設備復旧 管財課 5,616

  ３款 民 生 費 2,250

0
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★印は新規事業  ☆印は箇所新

【一般会計】

★副市長２人制移行に伴う人件費 （事業内容） 総務課

副市長２人制に移行することに伴い、人件費を増額する。

（予算額の内訳）

 2節　給料　　　　5,310千円

 3節　職員手当等　1,454千円

 4節　共済費　　　1,214千円

19節　負担金補助及び交付金　1,666千円

★副市長室増設工事 （事業内容） 管財課

副市長２人制に移行することに伴い、市役所２号館２階に 情報課

副市長室の増設工事を行う。

（予算額の内訳）

13節　委託料　　　3,990千円

15節　工事請負費　8,306千円

★市有地不法占用物件収去 （事業内容） 管財課

強制執行事業 鵜崎用地に不法占用している明石海峡潮流発電実験目的装置等

の建物収去等に係る強制執行等に伴う経費を増額する。

（予算額の内訳）

 8節　報償費　634千円

22節　補償補填及び賠償金　2,780千円

☆東浦事務所落雷被害復旧事業 （事業内容） 管財課

６月３０日に発生した落雷による高圧受電設備の復旧工事費を

増額する。

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　5,616千円

☆久留麻老人福祉センター屋上 （事業内容） 長寿介護課

防水改修事業 雨漏りによる腐食で調理室の天井ボードが落下したため、屋上

防水シートの張替え、調理室天井ボードの改修工事を行う。

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　2,250千円

主　要　事　業　一　覧　表

項　　　　　　　　　　　目 内　　　　　　　　　　容 所管課
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源

8-9 2-1-1 9,644 9,644

8-9 2-1-5 12,296 12,296 0

公共施設整備等基金繰入金

8-9 2-1-5 3,414 2,780 634

強制執行収入

8-9 2-1-5 5,616 5,616 0

建物損害共済金　473

公共施設整備等基金繰入金　5,143

8-9 3-1-12 2,250 2,250 0

公共施設整備等基金繰入金

補正額
財　　　　　　　源　　　　　　　内　　　　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目
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