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 令和３年第６回佐伯市議会定例会 予算外議案の概要  

 

 議 案  

 

議案第 99 号 

 佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 （議案書４ページ） 

 市長選挙を巡る公職選挙法違反事件における道義的責任を考慮し、令和３年 10 月か

ら 12 月までの間に支給する市長の給料の月額について、現在支給している給料の月額

から 30％減額しようとするものである。 

 ＜改正の内容＞ 

 （１） 給料に関する特例措置の創設 

     次の表のとおり、令和３年 10月１日から同年 12月 31日までの間に限り、

市長の給料の月額を減額する（附則第９項追加関係）。 

現行（月額） 30％減額後（月額） 減額総額 

880,000円 616,000円 △264,000円×３月=△792,000円 

 （２） 施行期日 

     公布の日 

（担当課：総務課） 

 

議案第 100 号 

 佐伯市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 （議案書５ページ） 

 行政手続の簡素化及び利便性の向上を図るため、固定資産課税台帳に登録された価

格に関する審査の申出書等において求めている押印を廃止しようとするものである。 

 ＜主な改正の内容＞ 

 （１） 押印の廃止 

     次に掲げる書面への押印を廃止する（第６条第４項削除関係並びに第９条

第３項、第 10条第５項及び第８項、第 11条第２項並びに第 12条第２項改正

関係）。 

     ① 審査申出人が提出する「審査申出書」 

     ② 委員会の書記が作成する「意見陳述、口頭審理、実地調査及び委員会

の議事に係る調書」 

     ③ 口頭審理において関係者が提出する「口述書」 

 （２） 施行期日 

     公布の日 

（担当課：監査委員事務局） 
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議案第 101 号 

 特別職の職員の退職手当の額の減額について（菅隆久前副市長） 

 （議案書６ページ） 

 「佐伯市特別職の職員の給与に関する条例」第９条第２項ただし書の規定により、

特別職に支給する退職手当の額は、選挙権又は被選挙権の喪失により失職又はこれに

準ずる理由により退職したときは、議会の議決を経てこれらを減額することができる

こととされている。 

令和３年４月 30 日をもって退職した菅隆久前副市長に支給する退職手当の額につい

て、500万円減額しようとするものである。 

項目 金額 計算方法 

①退職手当の額

（減額前） 
7,160,000円 ＝給料月額 716,000円×在職月数 25月×40/100 

②減額する額 5,000,000円 ≒①×70％ 

③退職手当の額

（支給額） 
2,160,000円 ＝①－② 

【減額の理由】 

 菅隆久前副市長は、退職手当の額の算定の基礎となる副市長としての引き続いた在

職期間中に、令和３年４月 11 日執行の佐伯市長選挙において公職選挙法違反となる公

務員等の地位利用による選挙運動及び事前運動を行い、それにより罰金 50 万円の略式

命令を受けた。このことは、副市長という職責に鑑み、公職上の信用を大きく失うも

のであるため。 

（担当課：総務課） 

 

議案第 102 号 

 特別職の職員の退職手当の額の減額について（阿部邦和前副市長） 

 （議案書７ページ） 

 議案第 101号と同様の議案である。 

令和３年５月９日の任期満了をもって退職した阿部邦和前副市長に支給する退職手

当の額について、300万円減額しようとするものである。 

項目 金額 計算方法 

①退職手当の額

（減額前） 
13,747,200円 ＝給料月額 716,000円×在職月数 48月×40/100 

②減額する額 3,000,000円 ＝5,000,000円（菅前副市長の退職手当を減額する額）×60％ 

③退職手当の額

（支給額） 
10,747,200円 ＝①－② 

【減額の理由】 

 阿部邦和前副市長は、退職手当の額の算定の基礎となる副市長としての引き続いた

在職期間中に、令和３年４月 11 日執行の佐伯市長選挙において公職選挙法違反となる

公務員等の地位利用による選挙運動及び事前運動を行い、それにより罰金 30 万円の略

式命令を受けた。このことは、副市長という職責に鑑み、公職上の信用を大きく失う

ものであるため。 

（担当課：総務課） 



- 3 - 

 

議案第 103 号 

 佐伯市過疎地域持続的発展計画の策定について 

 （議案書８ページ） 

 「過疎地域自立促進特別措置法」に基づき策定した「佐伯市過疎地域自立促進計画

（計画期間：平成 28 年度～令和２年度）」が、令和３年３月末日に同法の失効により

計画期間を満了した。 

 同法に代わり、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が同日

に公布され、同年４月１日に施行されたことに伴い、同法に基づき新たに「佐伯市過

疎地域持続的発展計画（計画期間：令和３年度～７年度）」を策定しようとするもので

ある。 

＜計画の概要＞アンダーライン部分は、今回追加された項目 

項目 内容 

１ 基本的な事項 ①佐伯市の概況 

②人口及び産業の推移と動向 

③行財政の状況 

④地域の持続的発展の基本方針 

⑤地域の持続的発展のための基本目標 

⑥計画の達成状況の評価に関する事項 

⑦計画期間 

⑧公共施設等総合管理計画との整合 

２ 移住・定住・地域間交流

の促進、人材育成 

①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業

計画、④公共施設等総合管理計画等との整合 

３ 産業の振興 ①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業

計画、④産業振興促進事項（※）、⑤公共施設等総

合管理計画等との整合 

４ 地域における情報化 ①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業

計画、④公共施設等総合管理計画等との整合 

５ 交通施設の整備、交通手

段の確保 

①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業

計画、④公共施設等総合管理計画等との整合 

６ 生活環境の整備 ①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業

計画、④公共施設等総合管理計画等との整合 

７ 子育て環境の確保、高齢

者等の保健及び福祉の向上

及び増進 

①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業

計画、④公共施設等総合管理計画等との整合 

８ 医療の確保 ①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業

計画、④公共施設等総合管理計画等との整合 

９ 教育の振興 ①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業

計画、④公共施設等総合管理計画等との整合 

10 集落の整備 ①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業

計画、④公共施設等総合管理計画等との整合 

11 地域文化の振興等 ①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業

計画、④公共施設等総合管理計画等との整合 
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12 再生可能エネルギーの利

用の推進 

①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業

計画、④公共施設等総合管理計画等との整合 

13 その他地域の持続的発展

に関し必要な事項（自然環

境の保全及び再生） 

①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業

計画、④公共施設等総合管理計画等との整合 

 （※） 「３ 産業の振興」の「④産業振興促進事項」については、この記載が、国税（所得税・法人

税）の減価償却の特例及び地方税（本市においては固定資産税）の減収補填措置の適用条件とな

る。 

 

議案第 104 号 

 佐伯市コミュニティセンター条例の制定について 

 （議案書９ページ） 

 コミュニティセンターの設置及び管理に関し、新たに条例を制定しようとするもの

である。 

 なお、設置するコミュニティセンターについては、現行の佐伯市公民館条例により

設置されている地区公民館を廃止し、その機能を移管するものであるが、今回、新た

な地域コミュニティ組織づくりを進めているモデル地域（西上浦地域、青山地域、宇

目地域及び直川地域）の地区公民館を先行して令和４年４月からコミュニティセンタ

ーに移行しようとするものである。 

 ＜条例の主な内容＞ 

 （１） 設置の目的 

     コミュニティセンターの設置の目的を、「地域社会において、住民に自主

的な活動の場や交流の場を提供することにより、住民活動、生涯学習活動、

地域福祉活動等を活発化することで住民相互の連帯感の醸成を図るとともに、

地域振興や地域福祉を促進し、もって住民の生きがいにつなげ、あわせて地

域への愛着と誇りを育み継承する」こととする（第１条関係）。 

 （２） 管理 

     コミュニティセンターは、市長が管理する。ただし、コミュニティセンタ

ーの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管

理者に行わせることができることとする（第３条及び第 18条関係）。 

 （３） 利用時間 

     コミュニティセンターの利用時間は、午前９時から午後 10 時までとする

（第５条関係）。 

 （４） 休館日 

     コミュニティセンターの休館日は、12 月 29 日から翌年の１月３日までの

日とする（第６条関係）。 

 （５） 利用の手続 

     コミュニティセンターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長

（又は指定管理者）の許可を受けなければならないこととする（第７条及び

第 18条後段関係）。 

 （６） 使用料等 

     コミュニティセンターの使用料（又は利用料金）を徴収する施設等及びそ

の使用料（又は利用料金の上限）の額を、別表第２（議案書の 13 ページ及び
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14ページ）に記載のとおりとする（第 12条、第 21条及び別表第２関係）。 

 （７） 「佐伯市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例」

の改正 

     「佐伯市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例」

の規定により、特に重要な公の施設を廃止しようとする場合は、議会におい

て出席議員の３分の２以上の者の同意を得なければならない。 

     コミュニティセンターへの移行に伴い廃止する公民館が当該条例における

特に重要な公の施設として定められているため、コミュニティセンターを特

に重要な公の施設として定める（附則第３項関係）。 

（８） 施行期日 

     令和４年４月１日 

（担当課：コミュニティ創生課） 

 

議案第 105 号 

 佐伯市市営住宅条例の一部改正について 

 （議案書 15 ページ） 

 入居申込み及び施設の状況、地区の意向等を総合的に勘案し、小浦住宅を用途廃止

するほか、「その他住宅（※）」に関する規定を削除しようとするものである。 

 なお、この議案は、「佐伯市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関す

る条例」第２条の規定により、議会において出席議員の３分の２以上の者の同意を得

なければならない。 

 （※） 「その他住宅」とは、公営住宅法の規定による国の補助に係らない本市が設置する市営住宅に

準ずる住宅をいう。 

１ 用途廃止する住宅の概要 

名称 位置 構造 棟数 戸数 建築年度 

小浦住宅 
佐伯市米水津大字

小浦 40番地 
木造平家建 １棟 ２戸 平成４年度 

２ 用途廃止する理由 

公営住宅等の維持管理は、「佐伯市公営住宅等長寿命化計画」により行っており、

当該計画において、「小浦住宅」は、2028 年から 2037 年までの 10 年間に「維持管

理又は用途廃止」の判断を行うと位置付けている。 

しかしながら、本市は 1,600 戸を超える公営住宅等を管理しており、施設の老朽

化や空き戸数の増加に対し、用途廃止や集約・払下げを積極的に行い、管理戸数の

適正化を図る必要がある。 

このような中、「小浦住宅」は、空室となって以降数回にわたり入居者の募集を行

っても希望者がなく、また、当該住宅の底地は小浦地区の土地であるため、当該住

宅の今後の利活用について当該地区と協議を行ったところ、当該地区としては利活

用の予定もなく、建物解体後の返還を求めており、さらには、当該住宅の近くにあ

る市営竹野浦団地も全４戸のうち２戸しか入居しておらず、４年以上空室の状況が

続いている。 

これらの状況を総合的に勘案し、前倒しで用途廃止を行おうとするものである。 

３ 「その他住宅」に関する規定の削除 

  「その他住宅」は、今回用途廃止する「小浦住宅」のみであり、また、国の補助
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に係らない「その他住宅」を今後新たに設置する計画もないことから、「その他住

宅」に関する規定を削除する（第 58条から第 62条まで及び別表第２削除関係）。 

４ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用等に関する条例」の改正 

  「その他住宅」の管理に関する事務については、公営住宅法による公営住宅の管

理に関する法定事務と同様に、「行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例」において独自利

用事務として定め、個人番号（マイナンバー）を利用しているが、「その他住宅」

の用途廃止に伴い、個人番号を利用することがなくなるため、関連規定を削除する

（附則第２項関係）。 

５ 施行期日 

  公布の日 

（担当課：建築住宅課） 

 

議案第 106 号 

 佐伯市水道事業給水条例等の一部改正について 

 （議案書 16 ページ） 

 水道事業の経営の安定を図るため、令和３年３月に策定した「佐伯市水道事業経営

戦略」に基づき、水道料金の改定をするほか、市有の各水道施設の料金を当該改定後

の額に統一しようとするものである。 

 ＜主な改正の内容＞ 

 （１） 改正する条例 

     ① 佐伯市水道事業給水条例（第１条による改正関係） 

② 佐伯市簡易給水施設事業条例（第２条による改正関係） 

③ 佐伯市飲料水供給事業給水条例（第３条による改正関係） 

 （２） 水道料金の改定 

上記（１）に掲げる条例（３件）に規定する料金を次のとおり改定する

（第１条による改正の別表第１、第２条による改正の別表第２及び第３条に

よる改正の別表第１改正関係）。 

口径 
基本料金（１か月につ

き）※税抜き 

従量料金（１か月につき）※税抜き 

第１段 第２段 第３段 第４段 第５段 

13mm 570円→690円 １㎥から５

㎥まで 

１㎥につき

25円 

→30 円 

５㎥を超え

10㎥まで 

１㎥につき

95円 

→100 円 

10㎥を超え

15㎥まで 

１㎥につき

110円 

→120 円 

15㎥を超え

30㎥まで 

１㎥につき

115円 

→130 円 

30㎥を超え

る部分 

１㎥につき

120円 

→140 円 

20mm 900円→1,080円 

25mm 1,300円→1,560 円 

30mm 1,950円→2,340 円 １㎥につき 120円→140円 

40mm 2,900円→3,490 円 

50mm 5,250円→6,310 円 

75mm 12,700円→15,270円 

100mm 24,750円→29,750円 

150mm 64,500円→77,530円 
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船舶給水 １㎥につき 220円→250円 

    ※矢印の左側が改定前、右側が改定後 

  （３） 施行期日 

      令和４年４月１日 

（担当課：営業課） 

 

議案第 107 号 

 特定公共賃貸住宅及びその他住宅を併せて管理する指定管理者に管理を行わ

せる公の施設の変更について 

 （議案書 18 ページ） 

 特定公共賃貸住宅及びその他住宅を併せて管理する指定管理者に管理を行わせる公

の施設を変更することについて、地方自治法第 244 条の２第６項及び佐伯市公の施設

における指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、議会の議

決を求めようとするものである。 

 特定公共賃貸住宅及びその他住宅を併せて管理する指定管理者については、平成 30

年 12月定例会において、「大分県住宅供給公社」がその指定の期間を「平成 31年４月

１日から平成 36年３月 31日まで」とすることとして議決を受けたところである。 

 しかし、本概要書５ページに記載のとおり、その他住宅である「小浦住宅」を用途

廃止することに伴い、当該指定管理者に管理を行わせる公の施設からその他住宅であ

る「小浦住宅」を削除することについて、議会の議決を求めようとするものである。 

 ＜指定管理者に管理を行わせる公の施設の変更内容＞ 

項目 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

変更前 
①佐伯市特定公共賃貸住宅条例別表に掲げる特定公共賃貸住宅 

②佐伯市市営住宅条例別表第２に掲げるその他住宅 

変更後 佐伯市特定公共賃貸住宅条例別表に掲げる特定公共賃貸住宅 

（担当課：建築住宅課） 

 

議案第 108 号 

 令和２年度佐伯市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 （議案書 19 ページ） 

 令和２年度佐伯市水道事業会計未処分利益剰余金を処分することについて、地方公

営企業法第 32条第２項の規定により、議会の議決を求めようとするものである。 

 令和２年度佐伯市水道事業会計未処分利益剰余金 133,079,951 円のうち、

40,000,000 円を自己資本金に組み入れ、及び 10,000,000 円を減債積立金に、

10,000,000円を建設改良積立金に積み立て、その残余となる 73,079,951円を翌年度繰

越利益剰余金とする。 

項目 金額 

① 未処分利益剰余金 133,079,951円 

② 自己資本金への組入れ 40,000,000円 

③ 減債積立金への積立て 10,000,000円 

④ 建設改良積立金への積立て 10,000,000円 

⑤ 翌年度繰越利益剰余金（⑤＝①－②－（③＋④）） 73,079,951円 
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（担当課：営業課） 

 

議案第 109 号 

 佐伯市税条例の一部改正について 

 （議案書 20 ページ） 

地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税の非課税限度額等における所得金額の

算定の際に考慮する扶養親族を 16 歳未満の者及び控除対象扶養親族に限定し、並びに

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期限を延長する

ほか、規定の整理をしようとするものである。 

 ＜主な改正の内容＞ 

個人市民税関係 

 （１） 非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し 

     「個人の市民税（均等割・所得割）の非課税限度額」及び「個人の市民税

（均等割）の税率の軽減」の算出に用いる「扶養親族」の範囲については、

現行、扶養親族の要件の一つである前年の合計所得金額要件について、国外

に居住する親族は、所得税と同様に、非居住者に係る課税所得の範囲から国

外源泉所得が除外されているため、国外源泉所得を含めず国内源泉所得のみ

で判定していることから、国外で一定以上の所得を稼得している親族も含ま

れている。 

この扶養親族の範囲を見直し、30 歳以上 70 歳未満の国外居住親族（次に

掲げる者を除く。）を対象外とする（第 24 条第２項、第 32 条第１号及び附

則第５条第１項改正関係）。 

     ① 留学により国内に住所を有しなくなった者 

     ② 障がい者 

     ③ 納税義務者から前年において生活費又は教育費を 38 万円以上受けてい

る者 

 （２） セルフメディケーション税制の延長 

     自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチ

ＯＴＣ薬（医療用から転用された医薬品）の購入費用が年間１万２千円を超

えるときは、その超える部分の金額（上限８万８千円）を所得控除する制度

（セルフメディケーション税制）の適用期限を５年間延長する（附則第６条

改正関係）。      

改正前 改正後 

平成 30年度から令和４年度まで 平成 30年度から令和９年度まで 

 （３） 施行期日 

     ① 上記（１）  令和６年１月１日 

     ② 上記（２）  令和４年１月１日 

（担当課：課税課） 

 

議案第 110 号 

 佐伯市税特別措置条例の一部改正について 

 （議案書 22 ページ） 

本概要書３ページに記載のとおり、「過疎地域自立促進特別措置法」が失効し、新た
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に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定されたことに伴い、旧

法に規定されていた地方税の減収補填措置の対象となる固定資産税の課税免除に係る

規定を、新法に規定された地方税の減収補填措置の対象となる固定資産税の課税免除

に係る規定に改めるほか、規定の整理をしようとするものである。 

 ＜主な改正の内容＞ 

 （１） 対象業種の追加等 

     次のとおり、対象となる業種及び設備投資を追加し、取得価額要件を改め、

並びに適用期間の延長をする（第５条第１項改正関係）。 

項目 改正内容 

① 対象業種 

 （旧法）製造業・農林水産物等

販売業・旅館業 

情報サービス業等を追加 

② 対象となる設備投資 

 （旧法）新設・増設のみ 

改築、修繕等を追加 

※ 資本金の額が 5,000 万円超で

ある法人は、新設・増設のみ 

③ 取得価額要件 

 （旧法）2,700万円超 

対象業種及び資本金の規模に応

じ、500万円以上まで引下げ 

④ 適用期間 

 （旧法）令和３年３月 31日まで 

３年間延長 

（令和６年３月 31日まで） 

 （２） 施行期日 

     公布の日 

（担当課：課税課） 

 

議案第 111 号 

 佐伯市公民館条例の一部改正について 

 （議案書 24 ページ） 

 ４地域（西上浦・青山・宇目・直川）の公民館を、現行の社会教育施設としての機

能に加え、地域コミュニティの活動拠点施設としての機能を備えたコミュニティセン

ターとすることに伴い、当該４地域の公民館を廃止しようとするものである。 

 なお、この議案は、「佐伯市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関す

る条例」第２条の規定により、議会において出席議員の３分の２以上の者の同意を得

なければならない。 

 ＜改正の内容＞ 

 （１） 公民館の名称及び位置並びに使用料の規定の削除 

     次に掲げる４地区公民館及び５分館の名称及び位置並びに使用料の規定を

削除する（別表第１及び別表第２改正関係）。 

名称 

佐伯市西上浦地区公民館 

佐伯市青山地区公民館 

佐伯市宇目地区公民館 

佐伯市直川地区公民館 

    赤木分館・仁田原分館・横川分館・上直見分館・下直見分館 
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 （２） 施行期日 

     令和４年４月１日 

（担当課：社会教育課） 

 

議案第 112 号 

 佐伯市直川地区公民館赤木分館ほか４分館の指定管理者の指定の期間の変更

について 

 （議案書 26 ページ） 

 佐伯市直川地区公民館赤木分館ほか４分館の指定管理者の指定の期間を変更するこ

とについて、地方自治法第 244 条の２第６項及び佐伯市公の施設における指定管理者

の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、議会の議決を求めようとする

ものである。 

 佐伯市直川地区公民館赤木分館ほか４分館の指定管理者については、平成 29 年 12

月定例会において、各分館の運営委員会がその指定の期間を「平成 30 年４月１日から

平成 35年３月 31日まで」とすることとして議決を受けたところである。 

 しかし、本概要書９ページに記載のとおり、公民館を新たに設置するコミュニティ

センターにその機能を移管し、廃止することに伴い、当該指定管理者の指定の期間の

末日を、当該施設の用途廃止の日（議案第 111 号の条例の施行期日）の前日に変更す

ることについて、議会の議決を求めようとするものである。 

 ＜指定管理者の指定の期間の変更内容＞ 

項目 指定の期間 

変更前 平成 30年４月１日から平成 35年３月 31日まで（５年間） 

変更後 平成 30年４月１日から令和４年３月 31日まで（４年間） 

（担当課：社会教育課） 
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 諮 問  

 

諮問第８号 

 人権擁護委員候補者の推薦について（候補者足立圭子） 

 （議案書 28 ページ） 

 人権擁護委員法第６条第３項の規定により、市町村長は、法務大臣に対し、当該市

町村の議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないこととさ

れている。 

 本市の人権擁護委員のうち柴富洋一郎（しばとみ よういちろう）委員の任期が令

和３年 12 月 31 日で満了するため、新たに足立圭子（あだち けいこ）氏を推薦しよ

うとするものである。 

（担当課：人権・同和対策課） 

 

諮問第９号 

 人権擁護委員候補者の推薦について（候補者山本美津子） 

 （議案書 30 ページ） 

 諮問第８号と同様の諮問である。 

 本市の人権擁護委員のうち西嶋信子（にしじま のぶこ）委員の任期が令和３年 12

月 31 日で満了するため、新たに山本美津子（やまもと みつこ）氏を推薦しようとす

るものである。 

（担当課：人権・同和対策課） 

 

諮問第 10 号 

 人権擁護委員候補者の推薦について（候補者能仁徹也） 

 （議案書 32 ページ） 

 諮問第８号と同様の諮問である。 

 本市の人権擁護委員のうち金田憲子（かねだ のりこ）委員の任期が令和３年 12 月

31 日で満了するため、新たに能仁徹也（のうにん てつや）氏を推薦しようとするも

のである。 

（担当課：人権・同和対策課） 
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 報告事項  

 

第 11 号報告 

 株式会社まちづくり佐伯の経営状況について 

 （議案書 34 ページ） 

 地方自治法第 243 条の３第２項の規定により、「株式会社まちづくり佐伯」の経営

状況について説明する書類を提出するものである。 

（担当課：地域振興課） 

 

第 12 号報告 

 一般財団法人三余館の経営状況について 

 （議案書 35 ページ） 

 第 11 号報告と同様に、「一般財団法人三余館」の経営状況について説明する書類を

提出するものである。 

（担当課：商工振興課） 

 

第 13 号報告 

 有限会社きらりの経営状況について 

 （議案書 36 ページ） 

 第 11 号報告と同様に、「有限会社きらり」の経営状況について説明する書類を提出

するものである。 

（担当課：農政課） 

 

第 14 号報告 

 公益財団法人さいき農林公社の経営状況について 

 （議案書 37 ページ） 

 第 11 号報告と同様に、「公益財団法人さいき農林公社」の経営状況について説明す

る書類を提出するものである。 

（担当課：農政課） 

 


