中津川市 定例記者会見資料
平成 31 年 2 月 22 日

平成３１年第１回中津川市議会（定例会）
提出予定議案
平成３１年第１回中津川市議会（定例会）に、報告１件、条例１６件、人事６件、
その他２１件、補正予算５件、当初予算１１件、合計６０件の議案を提出します。
（報 告）
１、専決処分の承認を求めることについて
１２月議会閉会後に専決処分したことについて報告し、承認を求める。

・平成３０年度中津川市一般会計補正予算（専第１号）
（条 例）
１、中津川市行政組織条例の一部改正について【初日議決】
市の組織を集約して柔軟に対応できる体制を構築するため、改正する。
①事業間の連携強化を図るため関連性のある組織を集約し、より機能的で効率的な組織とす
るため、部の統合及び再編を行う。

現行
①市長公室
②政策推進部
③総務部
④財務部
⑤定住推進部
⑥健康福祉部

改正後

備考（分掌事務等）

→
→

①市長公室
②政策推進部

総務部から人事給与を移管

→

③総務部

生活環境部から防災安全を移管

→
→

④定住推進部

⑦生活環境部

→

⑧水道部
⑨農林部
⑩商工観光部
⑪文化スポーツ部
⑫リニア都市政策部
⑬基盤整備部

→
→
→
→
→
→

⑤市民福祉部

生活環境部のうち戸籍、年金、斎場を
統合
教育委員会から子育て政策を移管

⑥環境水道部

生活環境部のうち環境を統合

⑦農林部
⑧商工観光部
⑨文化スポーツ部
⑩リニア都市政策部
⑪建設部

基盤整備部から建築住宅を移管

②施行期日 平成３１年４月１日

２、中津川市にぎわいプラザの設置等に関する条例の一部改正について
会議室の設置について改めるため、及び消費税率改正に伴い、改正する。
①市の「多様な働き方プロジェクト テレワーク試験導入事業」の実施場所とするため、２－
１会議室及び２－２会議室を一般への使用対象外とし、
「２－３会議室」の名称を、
「２－
１会議室」に変更する。

②平成３１年１０月１日に消費税率が８％から１０％に改められることに伴い、にぎわいプ
ラザの使用料を改正する。
③施行期日 ①平成３１年４月１日
②社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税
法の一部を改正する等の法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（平
成３１年１０月１日）

３、中津川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
人事院勧告に基づき、時間外勤務命令の上限時間を設定できるようにするため、改正する。
①人事院勧告に基づき、平成３１年度から国家公務員において超過勤務命令の上限時間が設
定されるため、国に準拠して時間外勤務命令の上限を設定できるよう、条例を改正する。
②時間外勤務命令の上限時間の設定について、規則で定める委任規定を設ける。
参考：国が示す内容
・時間外勤務命令の上限時間を、１か月について４５時間以下、１年について３６０時間
以下とする。
・他律的な業務の比重の高い部署については、１か月について１００時間未満、２～６か
月平均で８０時間以下、１年について７２０時間以下とする。
・大規模災害への対応等、重要性及び緊急性が高い業務については、上限期間を超えて時
間外勤務を命令できる特例を設ける。
③施行期日 平成３１年４月１日

４、中津川市積立基金条例の一部改正について
国民健康保険の制度改正に伴い、国民健康保険事業の円滑な財政運営の財源として積立基金を運
用するため、改正する。
①国民健康保険制度が改正され、次のことが求められることとなった。
・県は、市町村が負担する保険給付費を全額負担し、市町村は、県に事業費納付金を納付
すること。
・今後ますます高齢化率が上昇し、増加する医療費を抑制するために、保健事業に積極的
に取り組むこと。
②今後も国民健康保険事業を円滑に運営する財源として積立基金を運用するため、条例第２
条の表国民健康保険基金の目的を次のとおり改める。

改正後

改正前

国民健康保険の保険給付及び国民健康保 保険給付費に不足を生じたときの財源
険法(昭和３３年法律第１９２号)第７５条 に充てるため
の７第１項の規定による国民健康保険事
業費納付金の納付に関する費用に不足を
生じたときの財源その他保健事業に要す
る費用に充てるため

③施行期日 平成３１年４月１日

５、中津川市スポーツ施設の設置等に関する条例及び中津川市文化スポーツ施設等使用料等
徴収条例の一部改正について
弓道場を廃止するため、及び消費税率改正に伴い、改正する。
①市有財産（施設）運用管理マスタープランに基づき、現在市内に６施設ある弓道場のうち
坂下弓道場、付知弓道場及び福岡弓道場を廃止する。
・中津川市スポーツ施設の設置等に関する条例から「中津川市付知弓道場」及び「中津川
市福岡弓道場」を削除する。
・中津川市文化スポーツ施設等使用料等徴収条例から「坂下総合体育館・弓道場」
、
「中津
川市付知弓道場」及び「中津川市福岡弓道場」の使用料を削除する。
②消費税率が８％から１０％に改正されることに伴い、中津川市文化スポーツ施設等使用料
等徴収条例に定める文化スポーツ施設等使用料等を改正する。
③施行期日 ①平成３１年４月１日
②社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税
法の一部を改正する等の法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（平
成３１年１０月１日）

６、中津川市民福祉医療費助成金支給条例の一部改正について
児童扶養手当法の一部改正に伴い、改正する。
①ひとり親の福祉医療費助成は、児童扶養手当の受給を原則としているが、平成３０年１０
月１日に児童扶養手当法が一部改正され、児童扶養手当の支給制限の適用期間が改正され
たことに伴い、児童扶養手当証書の認定日にあわせて、条文の整備を行う。
②ひとり親（母子・父子）の福祉医療費受給者証有効期間の変更
変更前 １０月１日から翌年９月３０日まで
変更後 １１月１日から翌年１０月３１日まで
③施行期日 平成３１年４月１日

７、中津川市老人福祉施設等の設置等に関する条例の一部改正について
老人福祉施設の５施設を用途廃止し、及びの使用料を改正するため、改正する。
①老人保健施設の用途廃止
次の施設について、民間の経営手法の導入により施設運営の効率化とサービス向上を図る
ため、民間移譲する。
・中津川市山口デイサービスセンター椿苑
・中津川市山口在宅介護支援センター
・中津川市山口高齢者ふれあいセンター
・中津川市付知中央ふれあいセンター
・中津川市福岡いきがいサロン
②老人福祉施設等の使用料の改正
(1) 消費税率が８％から１０％に改正されることに伴い、施設使用料の改正を行う。
(2) 中津川市保健福祉施設かたらいの里、中津川市福岡健康増進施設ほっとサロンは浴場

及び運動浴槽を有する類似施設であり、使用料を統一することにより利用の公平を図
ると共に、継続的な運営を行うために使用料の改正を行う。
③施行期日 ① 平成３１年４月１日
②社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税
法の一部を改正する等の法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（平
成３１年１０月１日）

８、中津川市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について【初日議決】
中津川市新公立病院改革プランに基づき、病院機能を再編するため、改正する。
①中津川市新公立病院改革プランの見直しにより、公立２病院の機能分担を進めるため、坂
下病院の機能を改める。
・１９床の有床診療所とする。
・外来診療科は、内科、眼科、小児科、整形外科及び透析は継続する。
・外科、婦人科、脳神経外科、皮膚科を市民病院に集約する。
・泌尿器科、耳鼻いんこう科については、市民病院の受入れ体制が整い次第集約する。
改 正 後
中津川市国民健康保険坂下診療所
中津川市坂下７２２番地１
名称及び
訪問看護ステーションほほえみ
中津川市坂下７１４番地３
位置
坂下老人保健施設
中津川市坂下７２２番地１
(１) 内科
(２) 眼科
診 療 科 目 (３) 小児科
(４) 整形外科
等
(５) 泌尿器科
(６) 耳鼻いんこう科
病床数等

療養病床 １９床

改 正 前
国民健康保険坂下病院
中津川市坂下７２２番地１
坂下老人保健施設
中津川市坂下７２２番地１
訪問看護ステーションほほえみ
中津川市坂下７１４番地３
(１) 内科
(２) 外科
(３) 婦人科 （４） 眼科
(５) 小児科
(６) 整形外科
(７) 泌尿器科
(８) 耳鼻いんこう科
(９) 脳神経外科(10) 皮膚科
一般病床 ５０床
療養病床 ５０床

②上記改正に伴い次の条例の条文を整備する。
中津川市職員特殊勤務手当支給条例
中津川市病院事業及び国民健康保険診療所等使用料及び手数料徴収条例
中津川市医療職員修学資金貸付条例
③施行期日 平成３１年４月１日

９、中津川市墓地の設置等に関する条例の一部改正について
合葬施設を整備するため、改正する。
①世帯構成、家族関係の変化に伴い、市内墓地において無縁化した墓の管理が問題となって
いるため、打越墓地の整備に合わせて、同地内に無縁化した墓の骨を収骨する施設の整備
を進めている。
使用権の消失した墓碑等を処分できるよう規定を整備するとともに、整備を進めている合

葬施設を祭祀承継者のいない市民が利用できるよう、使用料金を定める。
②使用料 合葬墓 焼骨一体につき ５万円
③施行期日 公布の日

10、中津川市国民健康保険条例の一部改正について
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、改正する。
①国民健康保険法施行令が一部改正され、応益分の軽減判定基準及び賦課限度額について改
正されたため、条例を次の通り改正する。
②低所得者に対する軽減対象となる所得基準額を引き上げる。
２割軽減基準額

５割軽減基準額

現 行

33 万円＋50 万円×被保険者数

33 万円＋27.5 万円×被保険者数

改正後

33 万円＋51 万円×被保険者数

33 万円＋28 万円×被保険者数

③被保険者間の保険料負担の公平の確保及び中間所得者層の保険料負担の軽減を図るため、
保険料の賦課限度額を「５８万円」から「６１万円」に引き上げる。
現 行
改正後

基礎賦課分
580,000 円
610,000 円

後期高齢者分
190,000 円
190,000 円

介護納付金分
160,000 円
160,000 円

合 計
930,000 円
960,000 円

④施行期日 平成３１年４月１日

11、中津川市犯罪被害者等支援条例の制定について
犯罪被害者等の支援に関し基本理念や市の施策の基本事項を定め、犯罪被害者等が安全で安心し
て暮らせる地域社会を実現するため、制定する。
①平成１６年１２月に犯罪被害者等基本法が制定され、平成１７年１２月に犯罪被害者等基
本計画が策定された。
平成２８年４月に第３次犯罪被害者等基本計画が閣議決定され、地方自治体における総合
的窓口の設置促進、経済的支援、居住の安定、国民理解の増進等のさらなる充実が求めら
れている。
犯罪被害者等の支援に関し基本理念や市の施策の基本事項を定めて施策を総合的に推進
し、犯罪被害者等の権利利益を保護し、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に
寄与するため、条例を制定する。
②施行期日 平成３１年４月１日

12、中津川市地域まちづくり活動推進条例の制定について
持続可能な地域コミュニティづくりに向けた活力あるまちづくり活動を推進するため、制定する。
①地域まちづくりの活動の基本理念及び基本となる事項を定めることにより、地域住民によ
る地域の特性を踏まえた地域まちづくり活動を推進し、また、まちづくり協議会の活動の
後押しすることで、地域の活性化につなげるため、条例を制定する。
②施行期日 平成３１年４月１日

13、中津川市市営住宅条例の一部改正について
市営住宅の一部を用途廃止するため、改正する。
①廃止しようとする住宅
団地名
建築年
構造
延床面積

大平団地
昭和２９年建築（６４年経過）
補強コンクリートブロック造 ２階建
５２６．８㎡

団地名
建築年
構造
延床面積

神坂団地
昭和３７年建築（５６年経過）
木造スレート葺 平家建
５６．２㎡

②施行期日 公布の日

14、中津川市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正について
学校教育法及び技術士法施行規則の一部改正に伴い、改正する。
①学校教育法の一部改正により、専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として
「専門職大学及び専門職短期大学」の制度が設けられた。
技術士法施行規則の一部改正により、技術士の試験科目が改正され、選択科目の「水道環
境」が「上水道及び工業用水道」に統合された。
これに伴う水道法令関係の改正により、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件が
改正されたため、水道法施行令を参酌することとされている市の資格要件を改正する。
②布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に、
「専門職大学の前期課程を修了した者」
を追加する。
布設工事監督者の資格要件中の技術士については、試験科目から「水道環境」を削除する。
③施行期日 平成３１年４月１日

15、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を
改正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整備について
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する
等の法律等の施行に伴い、関係条例の規定を整備する。
①社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、社
会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正
する等の法律（以下「法律」という。
）が制定された。
法律によって平成３１年１０月１日に８％から１０％に改正される。
②中津川市が徴収している使用料等のうち、消費税の課税対象となる３５の条例の使用料等
を改正する。
③施行期日 法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（平成３１年１０月１日）

16、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について
工業標準化法の一部改正に伴い、関係条例を改正する。
①不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行により、工業標準化法が改正され、鉱工業
品等の統一規格の名称が「日本工業規格」から「日本産業規格」に改正された。
②下記７条例において使用している「日本工業規格」を「日本産業規格」に改正する。
中津川市農業集落排水処理施設の設置等に関する条例
中津川市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例
中津川市個別排水事業受益者分担金徴収に関する条例
中津川市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収に関する条例
中津川市公共下水道事業区域外流入受益者負担金及び分担金徴収条例
中津川都市計画下水道事業坂本処理区受益者負担に関する条例
中津川市火災予防条例
③施行期日 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（平成３１年７月１日）

（人 事）
１、２、中津川市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて
選任予定者

おぐら

ただ お

ば ば

けいこ

小倉 忠雄 （再任）
馬場 啓子 （新任）

３、中津川市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
任命予定者

おぐり

ひと し

小栗 仁志 （再任）

４～６、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
推薦予定者

ごうた

え み

郷田 惠美
あだち

（再任）
こ

足立 すま子 （再任）
に わ

た ず こ

丹羽 多壽子 （新任）

（その他）
１、財産の取得について
①財産の種別及び数量
建物
所在地
中津川市千旦林字坂本１４４６番地１２、１４４７番地１７
種類(1)
旅館
構造
鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺 ６階建

延床面積
種類(2)
構造
延床面積
②契約金額

１，１０１．９７㎡
会議室
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 ２階建
８２１．６㎡
９４，９０５，４０１円

③契約の相手方 名古屋市天白区梅が丘五丁目１７０６番地
有限会社 ダイゼン
代表取締役 安井 弘子

２、財産の取得について
①財産の種別 土地
②所在地、地目及び面積
所在地
中津川市千旦林字坂本１４２７番１

地目
田

面積
931.55 ㎡

中津川市千旦林字坂本１４２７番７

田

651.11 ㎡

中津川市千旦林字坂本１４２７番１１

田

628.60 ㎡

中津川市千旦林字坂本１４２７番１２

田

811.10 ㎡

中津川市千旦林字坂本１４０７番１

田

1,526.00 ㎡

中津川市千旦林字坂本１４０７番４

田

1,408.00 ㎡

合計

5,956.36 ㎡

③契約金額

９５，２１８，３５０円

④契約の相手方 中津川市土地開発公社

３、財産の無償譲渡について
①譲渡財産
中津川市情報通信ネットワーク整備事業で構築した光ファイバケーブル設備及び付属設備
（平成２０年度整備分）
延長 ３８８，１２０ｍ
②譲渡の相手方
岐阜県岐阜市梅ヶ枝町２丁目３１番地
西日本電信電話株式会社 岐阜支店
支店長 徳升 良弘
③譲渡の条件
現在提供中の通信サービス及び新たな通信サービス等の提供に使用すること。

４、財産の無償譲渡について
①譲渡財産
(1) 所 在 中津川市山口２１６６番地２
種 類 デイサービスセンター（中津川市山口デイサービスセンター椿苑・中津川市山口
在宅介護支援センター）

構 造
床面積
(2) 所 在
種 類
構 造
床面積
(3) 所 在
種 類
構 造
床面積

鉄筋コンクリート造かわらぶき平家建
７９２．００㎡
中津川市山口２１６６番地２
デイサービスセンター（中津川市山口高齢者ふれあいセンター）
木造かわらぶき平家建
１０７．６５㎡
中津川市山口２１６６番地２
車庫（中津川市山口デイサービスセンター椿苑）
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
１０８．８６㎡

②譲渡の相手方
中津川市かやの木町２番５号
社会福祉法人中津川市社会福祉協議会
会長 加藤 出
③譲渡の条件
移譲日から１０年間は、老人デイサービスセンター及び介護予防事業の用途で使用すること。

５、財産の無償譲渡について
①譲渡財産
所 在
種 類
構 造
床面積

中津川市付知町字野中５８９３番地１
集会所（中津川市付知中央ふれあいセンター）
木造かわらぶき平家建
１６４．５８㎡

②譲渡の相手方
中津川市かやの木町２番５号
社会福祉法人中津川市社会福祉協議会
会長 加藤 出
③譲渡の条件
移譲日から１０年間は、介護予防事業の用途で使用すること。

６、財産の無償譲渡について
①譲渡財産
所 在
種 類
構 造
床面積

中津川市福岡字水返６７９番地５
集会所（中津川市福岡いきがいサロン）
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
１９９．６９㎡

②譲渡の相手方
中津川市かやの木町２番５号
社会福祉法人中津川市社会福祉協議会
会長 加藤 出
③譲渡の条件
移譲日から１０年間は、介護予防事業の用途で使用すること。

７、工事請負契約の締結について【初日議決】
・工事名 （仮称）坂本こども園建設工事（建築主体工事）
・契約の方法 指名競争入札
・契約金額

３２８，３２０，０００円

・契約の相手方 中津川市付知町９５９５番地１
株式会社 田口建設
代表取締役 田口 秀典

８、工事請負変更契約の締結について【初日議決】
・工事名 坂本１３３号線道路改良工事
・契約の方法 指名競争入札
・契約金額

変更前 １４３，６４０，０００円
変更後 １５７，５１０，４４０円

・契約の相手方 中津川市茄子川２０７７番地１８４
三和建設株式会社
代表取締役 太田 督栄

９、工事の委託に関する協定の変更について
建設工事委託協定の工事内容の変更により、協定金額を減額する。
・変更前協定金額
・変更後協定金額

２７５，０００，０００円
２４５，７４０，０００円

・協定の相手方

東京都文京区湯島二丁目３１番２７号
日本下水道事業団
理事長 辻原 俊博

10～13、市道路線の認定について
坂本２９３号線、坂本２９４号線、坂本２９５号線、坂本２９６号線
10、坂本２９３号線（起点：２級市道前田～津戸井線、終点：坂本２８７号線）
11、坂本２９４号線（起点：濃飛横断自動車道路、終点：２級市道前田～津戸井線）
12、坂本２９５号線（起点：濃飛横断自動車道路、終点：２級市道前田～津戸井線）
13、坂本２９６号線（起点：濃飛横断自動車道路、終点：坂本１３３号線）
・濃飛横断自動車道路整備に伴い、市道に認定し、一貫した道路管理をする。

14～17、市道路線の変更について
２級市道前田～津戸井線、坂本１９１号線、坂本２８７号線、坂本２８３号線
14、２級市道前田～津戸井線
・濃飛横断自動車道路整備に伴い、終点を変更し、一貫した道路管理をする。
15、坂本１９１号線
・濃飛横断自動車道路整備に伴い、起点を変更し、一貫した道路管理をする。
16、坂本２８７号線
・濃飛横断自動車道路整備に伴い、終点を変更し、一貫した道路管理をする。
17、坂本２８３号線
・濃飛横断自動車道路整備に伴い、起点を変更し、一貫した道路管理をする。

18、19、指定管理者の指定について
施設の管理を指定管理者に行わせるため、指定する。
・議 案 数
２議案
・指定施設数
２施設
・指 定 期 間
平成３１年４月１日～平成３４年３月３１日
議案

施設数

18

1

中津川市付知デイサービスセンター

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

19

2

中津川市坂下交流促進施設

株式会社 クリエイト

施

設

名

20、角領辺地に係る総合整備計画の策定について
かくりょう

①計画区域 中津川市角 領 地域（加子母）
②計画期間 平成３１年度から平成３５年度まで
③計画内容 スクールバス整備事業

指

定

先

21、塩野細野辺地に係る総合整備計画の策定について
①計画区域 中津川市塩野細野地域（神坂）
②計画期間 平成３１年度から平成３５年度まで
③計画内容 県営中山間総合整備事業（農業施設、消防施設）

（補正予算）
１ 平成３０年度中津川市一般会計補正予算【初日議決】
２
〃
国民健康保険事業会計補正予算 【初日議決】
３
〃
下水道事業会計補正予算 【初日議決】
４
〃
介護保険事業会計補正予算 【初日議決】
５
〃
病院事業会計補正予算 【初日議決】

（当初予算）
１ 平成３１年度中津川市一般会計予算
２
〃
国民健康保険事業会計予算
３
〃
駅前駐車場事業会計予算
４
〃
下水道事業会計予算
５
〃
農業集落排水事業会計予算
６
〃
特定環境保全公共下水道事業会計予算
７
〃
介護保険事業会計予算
８
〃
個別排水処理事業会計予算
９
〃
後期高齢者医療事業会計予算
10
〃
水道事業会計予算
11
〃
病院事業会計予算

お問い合わせ先
総務部 行政管理課 文書行政係 担当者：石原
電話：0573-66-1111（内線 442）

