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提案理由の説明 

（平成３１年３月定例会）

はじめに 

 平成３１年３月定例会の開会に当たり、提案理由の説明に入ります前

に、最近の情勢や今後の市政運営に関する所信の一端を申し述べ、議員

の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。

 立春の２月４日、北陸地方で昨年より１０日早い春一番が吹いたと発

表されました。今年は積雪が少なく、市民生活にも混乱はなく、過ごし

やすい日々が続きましたが、春先の水不足などへの影響がないことを願

っております。

さて２月８日には、冬の風物詩である「利賀そば祭り」が開幕しまし

た。雪集めにご苦労があったようですが、それでも例年どおり大小２０

基の雪像が来場者をお迎えし、花火が幻想的なムードを漂わせ、９日に

は、４年ぶりに雪上結婚式が行われ、御成婚に祝福の声が上がっていま

した。同日には、「南砺ふくみつ雪あかり祭り」が開幕し、５７基の巨

大紙風船が浮かび上がりました。今年も福島県南相馬市からの一行をお

招きし、末永い両市の友好を願いながら、共に幻想的な大空を見上げま

した。また、１１日には、「金沢・南砺ゆかりの集いパート２７」が開

催され、両市に縁のある大勢の方にお集まりいただき、交流を深めるこ

とができました。

国に目を移しますと、地方の財政運営の指針となる平成３１年度地方

財政計画が今月８日に国会へ提出されるとともに、一般に公表されまし
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た。地方自治体の一般財源総額については、地方が人づくり革命の実現

や地方創生の推進、防災・減災対策等に取り組みながら、安定的な財政

運営を行うことができるよう、平成 30年度を 0.6兆円上回る 62.7兆円

が確保されたところであります。

歳出面では、公共施設等の適正管理の推進として、橋梁や都市公園施

設等の長寿命化事業が対象として追加されたほか、防災・減災、国土強

靱化のための３箇年緊急対策に基づく事業と連携して、地方が単独事業

として実施する河川、治山等の防災インフラの整備を推進するため、新

たに「緊急自然災害防止対策事業費」が地方財政計画に計上されたとこ

ろです。また、地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮して地方創

生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能とする「まち・

ひと・しごと創生事業費」については、引き続き１兆円が確保されまし

た。

歳入面では、本年１０月からの幼児教育の無償化に係る経費について、

消費税率引き上げに伴う地方増収分が僅かであることから、地方負担分

を措置する臨時交付金が創設されたほか、消費税率引き上げに伴う需要

の平準化のための自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時

的軽減減収分については、地方特例交付金としてその全額が補填される

こととなりました。また、重点課題対応分の拡充として、森林整備等の

経費が新たに地方財政計画に計上され、その財源は森林環境譲与税交付

金として交付され、その全額が措置されることとなりました。

 それでは、提案いたしました議案について、提案理由をご説明いたし

ます。
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まず、平成３１年度当初予算についてであります。 

 議案第１号から議案第１１号までは、一般会計と７つの特別会計及び

３つの企業会計の１１会計について、平成３１年度当初予算を調製し、

議会の議決を求めるものであります。

平成３１年度は、現行の南砺市総合計画及び南砺幸せなまちづくり創

生総合戦略が最終年度を迎えることから、目標達成に向けた更なるテコ

入れと施策の取捨選択が求められる年であります。また、普通交付税に

つきましては、合併算定替えから一本算定に向けた激変緩和期間の最終

年に当たるほか、人口減少等の影響や景気の回復基調が緩やかな状況下

とはいえ、市税の大きな増加は見込めないことから、歳入一般財源の確

保は依然厳しい状況です。合併特例債についても、借入限度額に達する

年度でもあり、今後の中長期的な財政見通しに基づき、引き続き健全な

財政運営に努めてまいります。

こうした中で、予算編成に当たっての重点施策についてご説明いたし

ます。

１点目は、最終年度となる南砺幸せなまちづくり創生総合戦略につい

てです。転入者数が人口ビジョンの年度目標値を下回っており、総じて

人口の減少傾向に歯止めがかかっておらず、特に、若い女性の人口が減

少し続けています。更に、求人はあるものの働き手が減少している現状

へ対応する必要があります。すべての事業について数値目標の確認と効

果判定を行い、一部については拡充、統合、変更等の見直しを図り、ふ

るさと寄附金推進事業、就活・雇用促進事業や企業立地奨励事業などに

ついては、メニューの拡充を図ったところです。

２点目は、ＳＤＧsを意識した予算編成であります。ＳＤＧsとは、2015

年９月の国連サミットにおいて、全会一致で採択された国際社会全体の
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持続可能な開発目標であり、経済・社会・環境をめぐる広域的な課題に

取り組むことが求められています。このことから、本市においても、住

む人が幸せを感じる、持続可能な地域コミュニティを目指し、エコビレ

ッジ構想、小規模多機能の手法を用いた新たな住民自治や、地域包括医

療ケアシステムへの取り組みを総合的に推進することとしており、引き

続き各種施策を着実に実行しながら、「ＳＤＧs 未来都市」に選定され

るよう取り組んでまいります。

３点目は、小規模多機能自治によるまちづくりであります。従来の地

域づくり交付金や公民館活動交付金を発展的に再編し、「住民自治推進

交付金」として支援を行います。拠点施設は、現在の「地区公民館」か

ら「交流センター」へ名称を変え、専任のセンター職員を配置すること

としております。また、地域組織の運営を総合的にサポートする「一般

社団法人なんと未来支援センター」と共同し、地域課題に対しての提案、

改善を行うコーディネートに取り組むこととしているほか、婚活事業に

ついても民間ならではの発想と行動力を活用することにより、行政と共

に更なる成果の向上に努めてまいります。

４点目は、「文化と教育の連携」によるまちづくりであります。芸術・

文化、伝統工芸、食といった、南砺市の多様な地域資源を活用し、それ

らと教育を連携させることにより、ホンモノに触れ合う機会を通じて「非

認知スキル」の高まりを期待するところです。「非認知スキル」とは、

自尊心、自立心、思いやりや社交性などといった個人の特性であります。

本年７月から９月にかけて、福光美術館で「棟方志功の福光時代展～信

仰と美の出会い」や、８月から９月には「第９回シアター・オリンピッ

クス」が開催され、ホンモノの芸術を観賞できます。児童生徒の皆さん

には是非ご覧いただき、ホンモノに触れ合うことで「非認知スキル」を
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徐々に高めていき、生涯にわたって自分自身を成長させ、豊かな人間関

係を構築していくことで、人生のあらゆる営みの支えになるものと考え

ております。

５点目は、「イベントを通じた交流によるまちづくり」であります。

本年７月開催の「第２５回花のまちづくり南砺大会」を皮切りに、来年

２月の「第７５回国民体育大会冬季大会スキー競技会」まで数多くのイ

ベントを開催し、国内外からお越しいただくお客様に本市の魅力を広く

周知するとともに、今後の関係人口の増加に繋げていく契機とすること

としております。特に、「南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ 2019」及び

「第９回シアター・オリンピックス」については、従来のふるさと納税

制度の寄附目的に「特別枠」を設定し、これらのイベントを支援したい

方から寄附金を募ることとしており、これらの寄附金をご活用いただき、

イベントの更なる充実を図ってまいりたいと思います。

６点目は、「公共施設再編によるまちづくり」であります。統合庁舎

整備に係る予算も計上しておりますが、併せて、旧４町のまちづくり検

討会議から提出された提言の実現に向けての検討も肝要であると考えて

おります。市の各種計画との整合性、具体的な整備手法、市全体のバラ

ンスや整備費用など様々な課題等を整理するため、まずもって庁内で「ま

ちづくり検討会議からの提言実現検討部会」を設置したところでありま

す。また、旧４村の地域づくり検討会議においても、１０年後の地域が

目指す将来像について検討いただいたところであります。今後は、これ

ら地域の目指すまちの姿を、第２次南砺市総合計画にしっかりと盛り込

めるよう、計画策定に係る審議会や市民会議などにおいて議論を深めて

いただき、南砺市の将来像の策定に取り組んでまいります。

予算規模といたしましては、総合行政情報システム改元対応改修や井
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波小中学校改修工事の減額要因はあったものの、統合庁舎整備事業、住

民自治推進交付金、公立南砺中央病院３階改修工事、北陸自動車道人母

橋撤去業務委託やイベント開催経費の増額などにより、前年度を大きく

上回る予算規模となりました。

以上から、平成３１年度の予算額は、

一般会計 330億 5,000万円

特別会計  81億 3,170万円

企業会計 151億 6,840万円

合 計 563億 5,010万円

となり、平成 30年度当初予算と比較して、一般会計では 20億 7,000万

円、6.7 パーセントの増となりました。特別会計では３億 5,999 万円、

4.6パーセントの増、企業会計では２億 8,271万円、1.9パーセントの増、

予算総額では 27億 1,270万円、5.1パーセントの増となりました。

一般会計の目的別歳出ですが、総務費では、公共施設再編計画見直し

策定支援業務委託料として 366万円を計上しております。２ヶ年事業の

初年度には、現在の利用状況、将来の人口推移、財政見通し、維持管理

経費及び老朽度合等を踏まえ、「どの施設を廃止するか」ではなく、「ど

の施設を残すか」という視点で、市全体に必要な施設及び地域に必要な

施設を考慮した見直しの方針を策定いたします。第２次総合計画策定支

援費として 358万円を計上し、本年度の市民意識調査などを踏まえなが

ら策定いたします。また、2021年度末で閉校する県立南砺福光高校につ

いて、跡地利用の可能性を含めた調査研究費として 100万円を計上して

おります。本年４月１日にスタートする小規模多機能自治を支援するた

め、従来の自治振興会、地区公民館、地区社会福祉協議会への交付金を

一本化した住民自治推進交付金として２億 5,418万円を計上しておりま
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す。また、新たな住民自治を推進するに当たり、地域組織の運営面をサ

ポートし、様々な課題に対して提案、助言を行う、一般社団法人なんと

未来支援センターへの業務委託料として 1,150万円を計上しており、行

政との連携のもと、更なる成果の向上を目指してまいります。

民生費では、体操や運動等の活動を通じて介護予防を図る、住民主体

による支援サービスである通所型サービスＢを実施する地区の増加を予

定しており 1,270万円を、また、閉じこもり等による虚弱高齢者対策と

して、リハビリ専門職が短期的に高齢者宅を訪問し、運動機能の向上や

要介護状態への移行を防ぐ訪問型サービスＣ事業に 56 万円を計上して

おります。 

衛生費では、40 歳人間ドック受診促進事業に 200 万円を計上してお

ります。罹患する部位によっては、早期発見により生存率の向上が図ら

れており、検診の重要性が高まっている中で、特に、がん検診の開始対

象年齢である新 40 歳の個人負担金の軽減を図ることで、受診率の向上

を目指すとともに、病気の早期発見、受診の習慣化につなげるものであ

ります。また、新南砺市立病院改革プランに基づき、公立南砺中央病院

の３階病棟に保健センター、訪問看護ステーションなど保健・介護に関

する機能を付加し、人材育成・確保対策の強化として看護実習生控室や、

カンファレンス室の新設により、地域包括ケア推進のための医療・保健・

介護一体型施設として改修する費用として、３億 2,958万円を計上して

おります。また、南砺市民病院内に、保育中に体調不良となった児童に

緊急対応ができる病児保育室を整備する費用として、1,295 万円を計上

しております。

労働費では、南砺市求人活動支援事業に 350万円を計上し、大学生等

若者の地元就職を促進し、かつ、市内企業での人材確保を図るため、市
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内中小企業者に対して、就職情報サイトの掲載料や就職関連イベントに

要する経費の一部を支援することにより、求職者とのマッチングの機会

を増加させ、市内事業所の魅力の理解促進を図ってまいります。

農林水産業費では、森林・林業ビジョン策定業務委託料として、森林

環境譲与税交付金を財源として 1,526万円を計上し、手入れが行われて

いない森林について適切な経営管理の促進を図るため、森林簿等の森林

情報の分析を行うとともに、計画的な管理のための基本計画と実行計画

を策定いたします。また、本年 7月の「全国花のまちづくり南砺大会」

の開催に向け、実行委員会への補助金 570万円を計上し、全国の優れた

花のまちづくりの取組を紹介することにより、花のまちづくり運動の浸

透とレベルアップを図るとともに、市民活動のより一層の活性化を促進

するものであります。

商工費では、南砺ブランド商品開発・販売支援事業に 486万円を計上

し、南砺ブランド商品の販売強化促進のため、複数商品の組合せによる

商品化や、販路開拓に係る経費の一部を支援するほか、南砺ブランド商

品を全国へ発信し、販売するためのホームページ・ＥＣ（エレクトロニ

ック・コマース）サイトを構築し、その管理運営をはじめ、受注販売す

る地域商社的事業に対して経費の一部を助成いたします。また、「全国

京都会議」の開催補助金として 87 万円を計上しております。全国各地

に所在する京都ゆかりの 46 市町が連携して広域観光キャンペーンを実

施することで、イメージアップと観光客の誘客に繋げているところです

が、本年南砺市での開催が決定したものです。大規模企業立地助成事業

として 471万円を計上し、市内で大規模な土地を取得又は拡張し、工場

等を新たに新設・増設する事業者に対して、下水道受益者負担金の一部

を助成し、企業立地を支援するものです。
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土木費では、平成 29 年度に策定した道路整備五箇年計画を含め、3

つの計画を社会資本整備総合交付金や電源立地地域対策交付金等を活用

して着実に進めてまいります。除雪機械整備事業には１億 2,206万円を

計上し、機械の老朽化やリース車両に対応するため、計画的に配備、更

新を行い、冬期間の市民の皆様の生活路線の確保に万全を期してまいり

たいと思います。都市計画街路事業では、ＪＲ福光駅構内の既存の跨線

橋を改修し、東西をつなぐ自由通路として整備することで、駅周辺の利

便性の向上を図ります。住宅関係では、平成 28 年度に策定した「南砺

市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、老朽化の著しい市営もみじ野団

地の建替に向けて、南砺市再生団地計画策定業務委託料として 761万円

を計上するほか、市営山見住宅については経年劣化した浴室の改修工事

費として 3,847万円を、市営柴田屋団地については外部改修工事費とし

て 2,867万円を計上しております。

消防費では、消防団に配備されている消防ポンプ車等を計画的に更新

する経費として 4,598万円を計上しております。

教育費では、学校施設の中長期的な維持管理等に係るトータルコスト

の縮減及び予算の平準化を図り、学校施設に求められる機能・性能を確

保するため、南砺市学校施設個別計画策定業務委託料として、小中合わ

せて 1,755万円を計上しております。新学習指導要領に対応するため、

本年度から小学校 3・4年生で年間 15時間、5・6年生で年間 50時間の

外国語活動の授業を行っているところであり、英語を専門とする大学生

を学習のパートナーとして迎え、指導補助に取り組んでもらうことで、

児童の英語でのコミュニケーションへの意欲向上が図られることから、

派遣事業として 12 万円を計上しております。中学校教諭の部活動に係

る負担軽減のため、専門的な知識・技能を有する部活動指導員配置事業
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に 439万円を計上し、人員については 5人から 13人へ拡充を図ったと

ころであります。本事業により、教職員の働き方改革につなげ、教材研

究や生徒との面談時間の確保、心理的な負担軽減とともに、部活動の質

的向上を図るものであります。４年に１度開催される「南砺市いなみ国

際木彫刻キャンプ 2019」開催補助金として 4,810万円を計上しておりま

す。「木彫りを通して世界をつなぐ」をテーマに、国内外や地元作家が

それぞれの民族・伝統・文化を表現する作品を、原木から作品完成にい

たるまで野外で公開制作することにより、作家同士はもとより、一般の

人々も含めたコミュニケーションを通じ、地域の木彫刻文化を世界に発

信するものであります。また、ロシアと日本が共同で開催する「第９回

シアター・オリンピックス」開催補助金として 7,577万円を計上してお

り、世界各国の演出家らが手がける演劇等舞台芸術作品を肌で感じてい

ただきたいと思います。第７５回国民体育大会冬季大会スキー競技会「と

やま・なんと国体 2020」関連として、南砺市実行委員会補助金として１

億 1,300万円、施設整備費として 3,650万円、スキー競技用備品購入費

として 2,106万円を計上しております。大会開催に向け、議員各位並び

に市民の皆様のご理解とご協力を賜り、オール南砺で来場者をお迎えし、

是非とも成功させたいと思っております。

災害復旧費では、昨年７月の梅雨前線豪雨により被災した、林道牛首

線の復旧工事費として 7,602万円を計上しております。

次に、歳入の状況ですが、市税では、個人市民税において、納税義務

者数を微減と見込んだほか、固定資産税中、土地については時点修正に

よる路線価の下落、家屋は新築家屋の状況などを堅実に試算した結果

1,140 万円の増を見込んでおります。法人市民税では、各業種における

業績見込み等から 280万円を減額しております。この結果、市税総額と
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して 1,607 万円、0.2 パーセントの微増となりました。本年１０月から

の消費税率の引き上げに伴い、自動車取得税交付金は廃止されますが、

自動車税環境性能割交付金が創設されることにより、1,500 万円を計上

しております。また、消費税率引き上げによる環境性能割の税率軽減補

填としての自動車税減収補填特例交付金、軽自動車税減収補填特例交付

金のほか、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担分については、子ど

も・子育て支援臨時交付金が創設されますが、制度設計が未確定なこと

もあり、歳入科目の設定のみとしております。

普通交付税については、最終年度となる合併算定替の影響額を勘案し

5,000万円の減を見込んでいます。

国庫支出金では、市営住宅の改修、都市計画街路整備や除雪機械整備

に係る社会資本整備総合交付金の増などにより、２億 593万円の増とな

りました。県支出金では、とやま・なんと国体開催支援交付金、選挙委

託金及び林道災害復旧補助金などの増により、２億 3,715万円の増とな

りました。

繰入金では、特定目的基金からの繰入として、減債基金からは、元利

償還金のうち普通交付税で措置されない額に対して 20 パーセント相当

分を繰り入れ、公債費の負担の平準化を図ることとします。また、平成

２７年度に設置した、すこやか子育て基金からは、保育料軽減事業や不

妊治療助成のほか、臨時保育士の処遇改善に繰り入れるほか、地方創生

推進基金からは、最終年度となる南砺幸せなまちづくり創生総合戦略の

確実な実行を図るために、施設等整備基金からは、道路整備５箇年計画

等の着実な推進のため繰入れを行うものです。また、合併地域振興基金

からは統合庁舎整備に、社会福祉基金からは高齢者福祉施設の改修費に

それぞれ充当することとしております。それでもなお不足する財源対応
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として財政調整基金からの繰入金を計上した結果、繰入金全体としては

13億 6,434万円の増となりました。

市債については、後年度の元利償還に対して地方交付税措置のある有

利な起債を厳選するとともに、中長期的な財政見通しを踏まえ、実質公

債費比率の推移にも配慮いたしました。

 次に、特別会計ですが、バス事業特別会計では、市営バス運行業務委

託において労務費を見直したこと、また、燃料費の高騰や市営バス車両

更新費用の増額により 14.5パーセントの増となりました。国民健康保険

事業特別会計では、医療給付費の伸率を過去３年間の平均を元に試算し

た結果 2.3 パーセントの増となり、国民健康保険診療所事業特別会計で

は、画像情報管理システム等の更新による増はあるものの、旧上平診療

所の解体工事の完了や、勤務する医師の給与費の減により 4.2 パーセン

トの減となりました。後期高齢者医療事業特別会計では、広域連合に納

付する保険基盤安定分納付金が、平成３０年度における実績見込みを勘

案して減額となる見込みである一方、療養給付費分納付金等が増額とな

る見通しであることから 1.6 パーセントの増、介護事業特別会計では、

職員数の減による給与費の減が見込まれることから 2.7 パーセントの減、

訪問看護事業特別会計では、活動車両購入が皆減となった一方、職員数

の増による給与費の増により、0.2 パーセントの微増、工業用地造成事

業特別会計では、吉江中工業用地造成事業の造成工事費を計上したこと

により、大幅な伸びとなっております。

次に、企業会計ですが、病院事業会計では、収益的支出において、職

員数の増による人件費の増を見込んだほか、入院・外来患者数の見込み

から薬品費及び診療材料費の増加が見込まれることから、0.9 パーセン

トの微増となりました。資本的支出では、南砺市民病院でＣＴ装置の更
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新、消防救急隊と連携した救急医療現場での医療行為による住民の救命

率の向上や後遺症の軽減を図るほか、在宅でのおだやかな終末期をサポ

ートするため「（仮称）ドクターカー」の導入することとしているほか、

公立南砺中央病院では人工透析装置の更新などにより、39.7パーセント

の大幅な伸びとなりました。

水道事業会計では、収益的支出において、水道施設耐震化・設備更新

基本計画策定委託料の皆増により 1.7 パーセントの増となりました。引

き続き有収率の向上を最重要課題と位置付け、調査範囲を拡大して漏水

調査に取り組んでまいります。資本的支出では、老朽管更新事業等が増

額となったものの、旧簡易水道事業における高度浄水施設等整備が完了

したことにより 8.9パーセントの減となりました。

下水道事業会計では、収益的支出において、不明水対策として調査費

や補修工事費が増額となったものの、企業債利子償還金が減となり、0.2

パーセントの減となりました。資本的支出では、農業集落排水事業東太

美地区を流域下水道に接続するための公共下水道接続管渠設計業務委託

料や、流域下水道負担金が増となったものの、企業債元金償還が減とな

り、2.9パーセントの減となりました。

次に、平成３０年度補正予算についてであります。 

議案第１２号から第２２号までは、一般会計、７特別会計及び３企業

会計について、平成３０年度補正予算を調製し、議会の議決を求めるも

のであります。

今回の一般会計補正予算では、国補正の補助金内示による事業採択等

による補正として１億 5,913万円を、平成３１年度予算で予定していた

事業の前倒しを含む新規事業として 13 億 7,489 万円を、事業費の精査
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として２億 3,593万円を計上し、補正額の合計は、17億 6,995万円とな

りました。

その他会計の補正額は、

特別会計では １億 6,583万円の増

企業会計では １億 6,383万円の減

となっております。

まず、一般会計補正予算について、主なものをご説明いたします。

国県補助金の採択に伴う事業につきましては、国の２次補正により事

業採択の内示がありましたので、除雪機械整備費に 6,195万円を計上し、

老朽化した車両を計画的に更新してまいります。同じく、水田農業経営

体活性化対策費には 5,591万円を計上し、先進的な農業経営の確立に意

欲的な地域の担い手である４経営体に対し、農業機械等の導入を支援し

てまいります。

新規事業では、城端地域バイパス関連連絡水路改修工事やたいらクロ

スカントリー場駐車場進入路改修工事などにつきまして、本年度に過疎

債・辺地債の追加配分がありましたので、平成３１年度当初予算からの

前倒しで２億 1,929万円を計上するものであります。また、果実運用基

金を廃止し、新たに設置する基金積立金に８億 4,758万円を計上してお

ります。このうち、商工観光振興基金積立金として、企業立地振興条例

の規定による助成措置やインバウンド対策事業に必要な資金を積み立て

るほか、こども未来創造基金積立金として、児童、生徒の学校教育、ス

ポーツ及び芸術文化活動等に必要な資金を積み立てるものであります。

また、公共施設再編計画に基づき、利活用の見込みがなく、施設廃止が

決定した旧利賀総合センターほか６施設の解体費用として２億 7,646万

円を計上しております。
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事業費の精査につきましては、後年度の財源調整として財政調整基金

に３億 8,528 万円を積立てるほか、過疎地域自立促進基金積立金 9,926

万円につきましては、算定基準に基づいて南砺市へ配分された過疎債ソ

フト事業分について、本年度の充当額を超える額を後年度の過疎対策事

業に充てるため積立てを行うものです。このほか、本年度の執行状況を

勘案した予算の精査を行っております。

補正予算の歳入につきましては、市税、地方特例交付金、普通交付税、

前年度繰越金などにより一般財源を調整するとともに、事業費の増によ

り、国県支出金、基金繰入金、市債を増額し、所要の調整を行いました。

次に、特別会計補正予算の概要を申し上げます。

バス事業特別会計では、バス運行管理業務委託料及び公債費の精算と

して 611万円の減、国民健康保険事業特別会計では、保健事業費の精査

のほか、後年度の財源調整のため財政調整基金を積立てることとしたた

め、１億 6,171万円の増となりました。国民健康保健診療所事業特別会

計につきましては、代診医師派遣負担金や入札差額等事業費の精算を行

い 1,894万円の減、後期高齢者医療事業特別会計では、前年度療養給付

費等の精算による一般会計への返還金などにより 1,763万円の増、介護

事業特別会計では、老朽化した平デイサービスセンター給湯ボイラーの

更新費用を追加したことなどにより、1,153 万円の増となりました。訪

問看護事業特別会計では、国保連合会等からの手数料が減額となる見込

みであり、不足分を財政調整基金から繰入れする財源の組替えを行うほ

か、工業用地造成事業特別会計では、新たに繰越明許費の設定を行うも

のであります。

次に、企業会計についてご説明いたします。

病院事業会計では、資本的支出において、看護学生修学資金の貸与者
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確定に伴う減となっています。水道事業会計では、給水鉛管取替工事に

伴う舗装復旧工事等の精算に伴う収益的支出の減、道路改良関連移転補

償工事費等の精算による資本的支出の減となっております。下水道事業

会計では、受託工事や修繕費の精算に伴う収益的支出の減、また、流域

下水道建設負担金の確定による事業費の精算があり、資本的支出も減と

なっております。

最後に、条例など予算以外の議案についてご説明申し上げます。

議案第２３号 南砺市交流センター条例の制定につきましては、小規

模多機能自治によるまちづくりの推進に当たり、市内３１地区に、公民

館等の機能を有した地域づくりの拠点となる「交流センター」を設置す

るため、本条例を制定するものであります。

議案第２４号 地域づくり協議会の設置に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定につきましては、小規模多機能自治によるまちづくりの推

進に当たり、従前の「自治振興会」の名称を「地域づくり協議会」に改

めるため、条文中に自治振興会の字句を含む３条例を一括して改正する

ため、整理条例を制定するものであります。

議案第２５号 学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例の制定につきましては、学校教育法の改正によ

り、条項ずれが生ずるほか、新たに設けられる「専門職大学」について、

その前期課程修了者を放課後児童支援員並びに水道布設工事監督者及び

水道技術管理者の資格要件に追加されることとなったため、関係する３

条例を一括して改正するため、整理条例を制定するものであります。

議案第２６号 基金の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の制

定につきましては、果実運用基金を廃止して積立基金に再編し、また、
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土地開発基金については、土地の取得価格を時価に見直す改正を行うた

め、関係する３条例を一括して改正又は廃止する整理条例を制定するも

のであります。

議案第２７号 南砺市民謡の里条例の全部改正につきましては、現指

定管理者の契約満了に伴い、当該施設を市直営に変更するため、指定管

理者に関する規定を削除する等の全部改正を行うものであります。

議案第２８号 南砺市行政組織条例の一部改正につきましては、市民

協働部所管の「広報及び広聴に関すること。」を市長政策部に移管する

機構改革を行うため、所要の改正を行うものであります。

議案第２９号 南砺市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条

例の一部改正につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の改正により、同法引用箇所の規定整備を行うものであります。

議案第３０号 南砺市国民保護協議会条例の一部改正につきましては、

より多角的な意見聴取及び総合的な施策の推進を図るため、委員定数を

２人増員して「南砺市防災会議」の委員定数と同じ３２人とするもので

あります。

議案第３１号 南砺市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

の一部改正につきましては、地方公務員法の改正により、職員の分限処

分である降給について、その種類及び手続を明確化するとともに、分限

処分と人事評価との関係についても明確化するものであります。

議案第３２号 南砺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改

正につきましては、人事院規則の改正により、職員に対して超過勤務を

命ずることができる上限等を定める必要が生じたため、当該規定を規則

に委任する旨の規定を追加するものであります。

議案第３３号 南砺市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正に
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つきましては、災害給付金の支給等に関する法律の改正により、被災世

帯に貸し付ける「災害援護資金」について、その償還に係る利率の規定

の改正、月賦償還方法の追加等を行うものであります。

議案第３４号 南砺市福光里山野営場・レクリエーション農園条例の

一部改正につきましては、「福光里山野営場」を普通財産として地元地

域づくり協議会に貸し付けるため、当該施設を規定から削除し、併せて

規定整備を行うものであります。

議案第３５号 南砺市桂湖レクリエーション施設条例の一部改正につ

きましては、第２次公共施設再編計画に基づき、桂湖レクリエーション

施設内の「桂ビューロッジ」を解体するため、当該施設を規定から削除

するものであります。

議案第３６号 南砺市たいらスキー場施設条例の一部改正につきまし

ては、たいらスキー場及びクロスカントリー場に圧雪車格納庫各１棟を

設置するため、スキー場施設に追加するものであります。

議案第３７号 南砺市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正につ

きましては、公立南砺中央病院３階病棟の廃止に伴い、分娩介助料等産

科の入院に係る料金規定を削除するほか、診療報酬の改定等を反映した

人間ドック料金の改正及び血液検査等の新たな料金規定の追加を行うも

のであります。

議案第３８号及び第３９号につきましては、第２次公共施設再編計画

に基づき、「南砺市利賀高齢農業者生きがい農園等管理施設」及び「南

砺市街中にぎわい弐号館」を普通財産として譲渡するため、当該条例を

廃止するものであります。

議案第４０号 辺地総合整備計画の策定につきましては、計画期間が

終了する利賀及び南蟹谷辺地において、新たに 2019年度から 2023年度
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までの整備計画を策定するため、辺地に係る公共的施設の総合整備のた

めの財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により議決を

求めるものであります。

議案第４１号 過疎地域自立促進計画の変更につきましては、計画の

対象事業の追加及び統合並びに事業内容の修正を行うため、過疎地域自

立促進特別措置法第６条第１項及び第７項の規定により議決を求めるも

のであります。

議案第４２号 辺地総合整備計画の変更につきましては、平、上平及

び利賀辺地において、事業内容の変更が生じるため、辺地に係る公共的

施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項

及び第８項の規定により議決を求めるものであります。

議案第４３号 財産の取得につきましては、2,000万円以上かつ 5,000

平方メートル以上の土地の取得について議決を求めるもので、吉江中工

業用地造成事業用地として、土地 7,609平方メートルを、金額 4,641万

4,900円で岩﨑寿美子外 4名から取得するものであります。

議案第４４号から第４７号につきましては、公共施設再編推進施策に

より、適正な対価なくして行う財産の減額譲渡について、地方自治法第

９６条第１項第６号の規定により議決を求めるものであります。

議案第４８号 市道路線の認定につきましては、二日町住宅８号線及

び西町１２号線の市道認定について、道路法第８条第１項の規定により

議決を求めるものであります。

議案第４９号 市道路線の変更につきましては、東新町南町線など３

つの市道の路線変更について、道路法第１０条第２項の規定により議決

を求めるものであります。

議案第５０号 市道路線の廃止につきましては、祖山十八谷線など３
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つの市道の廃止について、道路法第１０条第１項の規定より議決を求め

るものであります。

議案第５１号から第５７号につきましては、平成３１年３月３１日に

指定管理期間が終了する３５施設の指定管理者の指定について、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により議決を求めるものであります。

報告第１号は、１２月定例会以降に行った１件につき 100万円以内の

損害賠償の額の決定及び和解に関する専決処分を報告するものでありま

す。市有自動車による交通事故３件及び家屋の損傷事故１件について専

決処分を行いましたので、地方自治法第１８０条第２項の規定により、

これを報告するものであります。

 以上、本定例会に提出いたしました議案について提案理由を説明いた

しましたが、慎重ご審議の上、適切な議決を賜りますようお願い申し上

げます。


