高岡市議会９月定例会提出議案について
１

件数
・初日提案（９月 10 日）20 件（予算４件、条例 12 件、その他２件、認定２件）
・追加提案（９月 25 日） ９件（人事９件）

２

議案の概要（予算議案を除く。
）

(1) 条 例（12 件）
１

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
「高岡市政務調査費の交付等に関する条例の一部改正」

「高岡市特別職報酬等審議会条例の一部改正」
「高岡市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正」
「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改正」
【総務課】【人事課】
（趣旨）
地方自治法の改正に伴い、関係条文の整備を行うもの
（主な内容）
・「報酬」を「議員報酬」に改正
・地方自治法から引用する条項の整備
・施行期日

２

公布の日

高岡市監査委員条例の一部を改正する条例
【監査委員事務局】

（趣旨）
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、監査委員の審査事項に健全化
判断比率等に関する審査を加えるもの
（主な内容）
・審査事項の追加
健全化判断比率、資金不足比率に関する審査及び意見書の提出
・施行期日

公布の日
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３

公益法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する条例
「公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正」
「高岡市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例の一部改正」
「高岡市下水道条例の一部改正」
附則「高岡市職員定数条例の一部改正」
【人事課】【地域安全課】
【下水道管理課】

（趣旨）
公益法人制度改革関連３法の施行に伴い、条文の整備を行うもの
（主な内容）
【公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正】
・題名及び条文中「公益法人等」を「公益的法人等」に改正
【高岡市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例の一部改正】
・「民法第 34 条の規定による公益法人（財団法人に限る。
）」を「公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律第２条第３号の規定による公益法人」に改正
【高岡市下水道条例の一部改正】
・「寄附行為」を条文中から削除
平成 20 年 12 月１日

・施行期日
４

高岡市ふるさと応援基金条例（新規）
【財政課】

（趣旨）
個人住民税の寄附金控除拡充に伴い、寄附金を積み立てるため、新たな基金を創設するもの
（主な内容）
・積立額

予算に定める額

・管理、運用益金の処理、繰替運用、処分等
・施行期日
５

公布の日

高岡市教育センター条例の一部を改正する条例
【学校教育課】

（趣旨）
教育センターの移転に伴う位置の変更及び機能整備に関するもの
（主な内容）
・位置の変更
現

行：高岡市本丸町７番１号

改正後：高岡市京町 11 番 43 号
・センターの事業に、教材資料の貸出及び教育相談に関することを追加
・施行期日

平成 21 年４月１日
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６

高岡市視聴覚教育センター条例を廃止する条例
【生涯学習課】

（趣旨）
視聴覚教育センターを廃止するもの
・施行期日
７

平成 21 年４月１日

高岡市児童文化センター条例を廃止する条例
【生涯学習課】

（趣旨）
児童文化センターを廃止するもの
・施行期日
８

平成 21 年４月１日

高岡市生涯学習センター条例の一部を改正する条例
【生涯学習課】

（趣旨）
生涯学習センター１階の交流スペースの整備により、その活用促進を図るとともに、
運用方法や利用料金を変更するもの
（主な内容）
・交流スペースＡの利用料金の変更
現行：１日につき 5,250 円 → 改正後：１日につき 12,000 円
・交流スペースＡ及び交流スペースＢを営利、商業宣伝等に利用する場合の加算額の変更
現行：基本利用料金の 50％ → 改正後：基本利用料金の 100％
・施行期日
９

平成 21 年４月１日

ミュゼふくおかカメラ館条例の一部を改正する条例
【福岡教育行政センター】

（趣旨）
ミュゼふくおかカメラ館に指定管理者制度を導入するため、指定管理者が行う業務等
必要な事項を定めるもの
（主な内容）
・指定管理者による管理
・指定管理者が行う業務
事業の実施、利用料金の収受、施設及び設備の維持管理等に関する業務
・開館時間及び休館日
・施行期日

平成 21 年４月１日
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10

高岡市体育施設条例の一部を改正する条例
【福岡教育行政センター】

（趣旨）
福岡町西明寺地内において、パークゴルフ場を設置するもの
（主な内容）
・名

称

高岡市西明寺パークゴルフ場

・位

置

高岡市福岡町西明寺１番地３

・利用料金

１日：一般 300 円、小・中・高校生 150 円
１年：一般 10,000 円、小・中・高校生 5,000 円

・施行期日

平成 20 年 11 月１日から施行。ただし、利用料金に関する規定は、平成 21
年４月１日から施行
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高岡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例
【消防・総務課】

（趣旨）
城光寺地区に対する消防署管轄区域を見直すもの
（主な内容）
・城光寺地区の管轄変更
現行：高岡消防署
・施行期日

12

→

改正後：伏木消防署

平成 20 年 10 月１日

高岡市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
【消防・総務課】

（趣旨）
株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴い、規定を整備するもの
（主な内容）
・「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改正
・施行期日

平成 20 年 10 月１日
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(2) その他（２件）
高岡市男女平等・共同参画都市宣言の制定について

１

【男女平等・共同参画課】
（趣旨）
男女平等・共同参画都市宣言を制定することにより、市議会、市民、事業者等と市が
一体となって取り組む姿勢を市内外に発信し、男女平等・共同参画社会推進の機運の醸
成を図るもの
高岡市男女平等・共同参画都市宣言
わたしたちは
いつでも

どこでも

互いに認めあい
思いやり

だれでもが

支えあい

あふれる

高岡を

一人ひとりが個性をいかし
共につくり

喜びも責任も分かちあう

ひと

輝く

まち

高岡を

みんなの力で築きます
ここに「男女平等・共同参画都市」を宣言します
１

わたしたちは、互いに人権を尊重し、心豊かにいきいきと生活できるまちをめざします。

１

わたしたちは、社会のあらゆる分野へ対等に参画し、活躍できるまちをめざします。

１

わたしたちは、共に助けあい、家庭生活や仕事、地域活動等が両立できるまちをめざ
します。

２

高岡市土地開発公社定款の変更について
【管財用地課】

（趣旨）
定款の条文中、民法の引用規定が廃止されることに伴うもの
（主な内容）
・監事の職務規定を、公有地の拡大の推進に関する法律第 16 条第８項から引用
・施行期日

県知事の認可があった日

5

（3） 認定（２件）
１

決算の認定について
（平成 19 年度高岡市高岡市民病院事業会計決算）
（平成 19 年度高岡市水道事業会計決算）
（平成 19 年度高岡市工業用水道事業会計決算）
（平成 19 年度高岡市簡易水道事業会計決算）

（趣旨）
高岡市における高岡市民病院事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計及び簡易
水道事業会計の平成 19 年度決算を議会の認定に付するもの

２

決算の認定について
（平成 19 年度高岡市一般会計歳入歳出決算）
（平成 19 年度高岡市国民健康保険事業会計歳入歳出決算）
（平成 19 年度高岡市下水道事業会計歳入歳出決算）
（平成 19 年度高岡市交通災害共済事業会計歳入歳出決算）
（平成 19 年度高岡市荻布奨学金事業会計歳入歳出決算）
（平成 19 年度高岡市駐車場事業会計歳入歳出決算）
（平成 19 年度高岡市老人医療事業会計歳入歳出決算）
（平成 19 年度高岡市工業団地造成事業会計歳入歳出決算）
（平成 19 年度高岡市農業集落排水事業会計歳入歳出決算）
（平成 19 年度高岡市介護保険事業会計歳入歳出決算）

（趣旨）
高岡市における一般会計及び９特別会計の平成 19 年度決算を議会の認定に付するもの
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※

最終日追加提案（９件）
人事案件（９件）
・

教育委員会の委員の任命について同意を求める件
多田

・

公平委員会の委員の選任について同意を求める件
高柳

・

・

愼一氏（１期）の任期が平成 20 年 12 月１日で満了することに伴うもの

卓三氏（１期）の任期が平成 20 年 11 月 29 日で満了することに伴うもの

固定資産評価審査委員会の委員の選任について同意を求める件
高田

博子氏（１期）の任期が平成 20 年 11 月 29 日で満了することに伴うもの

能松

正子氏（１期）の任期が平成 20 年 11 月 29 日で満了することに伴うもの

松永

彰氏（１期）の任期が平成 20 年 11 月 29 日で満了することに伴うもの

三屋

勉氏（１期）の任期が平成 20 年 11 月 29 日で満了することに伴うもの

蓑

厚行氏（１期）の任期が平成 20 年 11 月 29 日で満了することに伴うもの

山

孝之氏（１期）の任期が平成 20 年 11 月 29 日で満了することに伴うもの

人権擁護委員の推薦について意見を求める件
藤田

利勝氏（２期）の任期が平成 20 年 12 月 31 日で満了することに伴うもの
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