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高岡市議会 12月定例会提出議案について 

 

１ 件数 

・初日提案（12月３日）33件（予算６件、条例４件、その他23件） 

 

２ 議案の概要（予算議案を除く。） 

（1） 条例（４件） 

１ 高岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

【人事課】 

（趣旨） 

  非常勤の特別職に係る報酬のうち、日額により定めのあるものの支払期日を見直すも

の 

（主な内容） 

非常勤の特別職に係る報酬のうち、日額により定めのあるものについて、現在、職務

に従事した日に現金により支給しているが、支払い業務の効率化等の観点から、口座振

込による支給が可能となるよう支払期日の見直しを行うもの 

現 行  職務に従事した日に支給 

改正後  職務に従事した日の属する月の翌月15日までに支給 

 

 ・施行期日  令和４年１月１日 
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２ 高岡市手数料条例の一部を改正する条例 

【建築政策課】 

（趣旨） 

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅の認定、容

積率の特例の許可申請等に係る審査手数料について、所要の改正を行うもの 

（主な内容） 

 １ 長期優良住宅建築計画の認定における審査項目が変更となり、当該審査に係る手数

料を改正するもの 

   (1) 登録住宅性能評価機関の確認書の写しを添えて行う審査の場合 

認定の内容 改正前 改正後 

認定申請 

新築 
一戸建て住宅 6,000円 12,000円 

共同住宅 12,000円～210,000円 22,000円～360,000円 

増改築 
一戸建て住宅 9,000円 18,000円 

共同住宅 18,000円～320,000円 33,000円～550,000円 

変更認定 

申請 

新築 
一戸建て住宅 6,000円 9,000円 

共同住宅 12,000円～210,000円 17,000円～290,000円 

増改築 
一戸建て住宅 9,000円 14,000円 

共同住宅 18,000円～320,000円 26,000円～430,000円 

※これまで登録住宅性能評価機関で審査していた項目の一部を市が審査することとな

り、手数料が増加する 

※共同住宅は戸数に応じて手数料が異なる 

 

(2) 登録住宅性能評価機関の住宅性能評価書の写しを添えて行う審査の場合 

認定の内容 改正前 改正後 

認定申請 新築 
一戸建て住宅 15,000円 12,000円 

共同住宅 60,000円～1,400,000円 22,000円～360,000円 

変更認定 

申請 
新築 

一戸建て住宅 11,000円 9,000円 

共同住宅 34,000円～790,000円 17,000円～290,000円 

  ※これまで市で審査していた項目の一部を登録住宅性能評価機関が審査することとな

り、手数料が減額となる 

 

 ２ 認定長期優良住宅について、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資

すると認められる場合に、容積率制限が緩和されることから、当該審査に係る手数料

を新たに創設するもの（１件 160,000円） 

 

 ・施行期日  令和４年２月 20日 
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３ 高岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

【保険年金課】 

（趣旨） 

  産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の額を見直すほか、国民

健康保険の被保険者の適用除外に関する規定を定めるもの 

（主な内容） 

 １ 産科医療補償制度の掛金が引き下げられたことに伴い、その減額分を出産育児一時

金に加算するもの 

・出産育児一時金              404,000円  →  408,000円 

・加算額（産科医療補償制度掛金相当分）    16,000円  →   12,000円   

               合  計               420,000円     420,000円 

 

２ 扶養義務者がなく、児童福祉法の規定により医療に関する給付が行われる者につい

て、国民健康保険の被保険者としないことを規定するもの 

 

・施行期日 １ 令和４年１月１日 

       ２ 公布の日 

 

 

４ 高岡市公民館条例の一部を改正する条例 

【生涯学習・スポーツ課】 

（趣旨） 

石堤公民館を、旧石堤小学校校舎内に移転するため、位置の変更を行うもの 

（主な内容） 

 ・石堤公民館の位置の変更 

   現 行  高岡市柴野 567番地 

改正後  高岡市石堤 459番地 

 

 ・施行期日 令和４年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 

（2） その他（23件） 

１ 財産の譲与について 

（建物） 

【消防本部総務課】 

（趣旨） 

公共施設再編計画に基づき、小型動力消防ポンプ置場として利用していた建物を、地

元自治会に譲与するもの 

（主な内容） 

・譲与する財産 建物 

         所在 高岡市戸出町六丁目319番地 

         構造 コンクリートブロック造平屋建 

         延床面積 9.83㎡ 

・譲与の相手方 高岡市戸出町六丁目５番９号 

         戸出六丁目自治会 

 

 

２～23 指定管理者の指定について（27施設） 

 

（趣旨） 

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、指定管理者を指定するため、議会の

議決を経るもの 

（主な内容） 

 No 施設名 団体名 指定期間 

 ① 高岡市農業センター 株式会社インサイト R4.4.1～R9.3.31 

 ② 高岡市職業訓練センター 高岡市技能者協会 R4.4.1～R9.3.31 

 ③ 高岡市勤労者余暇活用センター 公益財団法人高岡市勤労者福

祉サービスセンター 

R4.4.1～R9.3.31 

 ④ 高岡おとぎの森公園 森のふれあい倶楽部 R4.4.1～R9.3.31 

 ⑤ 高岡古城公園（動物園を除く。） 富山興業株式会社 R4.4.1～R9.3.31 

 ⑥ 高岡古城公園（動物園） 公益財団法人高岡市民文化振

興事業団 

R4.4.1～R9.3.31 

 ⑦ ウイング・ウイング高岡広場 末広開発株式会社 R4.4.1～R9.3.31 

 ⑧ 高岡市文化芸能館 公益財団法人高岡市民文化振

興事業団 

R4.4.1～R9.3.31 

 ⑨ 高岡市生涯学習センター（ホール施

設を除く。） 

末広開発株式会社 R4.4.1～R9.3.31 

 ⑩ 高岡市生涯学習センター（ホール施

設） 

公益財団法人高岡市民文化振

興事業団 

R4.4.1～R9.3.31 
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 ⑪ 高岡市立博物館 公益財団法人高岡市民文化振

興事業団 

R4.4.1～R9.3.31 

 ⑫ 高岡市万葉歴史館 公益財団法人高岡市民文化振

興事業団 

R4.4.1～R9.3.31 

 ⑬ 高岡市美術館 公益財団法人高岡市民文化振

興事業団 

R4.4.1～R9.3.31 

 ⑭ ミュゼふくおかカメラ館 公益財団法人高岡市民文化振

興事業団 

R4.4.1～R9.3.31 

 ⑮ 

 

高岡市民体育館 公益財団法人高岡市体育協会 R4.4.1～R9.3.31 

 高岡市営弓道場 

 ⑯ 

 

高岡市営城光寺野球場 公益財団法人高岡市体育協会 R4.4.1～R9.3.31 

 高岡市営城光寺陸上競技場 

 ⑰ 高岡市営長慶寺室内プール 特定非営利活動法人高岡市水

泳協会 

R4.4.1～R5.3.31 

 高岡市営スポーツ・レクリエーショ

ンホーム 

 ⑱ 高岡市万葉スポーツセンター 公益財団法人高岡市体育協会 R4.4.1～R9.3.31 

 ⑲ 

 

高岡市テニスコート 公益財団法人高岡市体育協会 R4.4.1～R9.3.31 

 高岡市サッカー・ラグビー場 

 高岡市イベント広場 

 ⑳ 高岡市竹平記念体育館 公益財団法人高岡市体育協会 R4.4.1～R9.3.31 

 ㉑ 高岡市伏木北前船資料館 伏木観光推進センター R4.4.1～R9.3.31 

 ㉒ 高岡市伏木気象資料館 伏木観光推進センター R4.4.1～R9.3.31 

 

 

 

 

 


