
平成２２年三条市議会第１回定例会提出議案概要 

 

議第 １３ 号 辺地総合整備計画の策定について 

    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項の規定により辺地総合整備計画を定めるもの。 

 

議第 １４ 号 三条市文化振興基金条例の制定について 

    三条市市民文化会館建設基金を市民の文化振興の推進に、有効活用することができる 

   ようにするため、当該基金条例の全部改正をするもの。 

       施行期日   平成２２年４月１日 

 

議第 １５ 号 三条市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

    職員を派遣することができる団体の名称が変更されることに伴い、必要な改正を行う 

   もの。 

       施行期日   平成２２年４月１日 

 

議第 １６ 号 三条市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について 

    特に長い時間外勤務を抑制することを目的とした労働基準法の一部改正及び平成２１年 
   ８月の人事院勧告の内容を考慮し、時間外勤務手当の支給割合の引上げ及び時間外勤務代休 
   時間の導入を行うため、必要な改正を行うもの。 
    【一部改正する条例】 

      １ 三条市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

      ２ 三条市職員の育児休業等に関する条例 

      ３ 三条市職員の給与に関する条例 

       施行期日   平成２２年４月１日 

 

議第 １７ 号 三条市特別職の職員の退職手当に関する条例等の一部改正について 

    国家公務員退職手当法が一部改正され、国家公務員の退職手当について、職員が在職 

   期間中に懲戒免職処分等を受けるべき行為があったと認められる場合における支給制 

   限及び返納の制度が整備されたことに伴い、これに準じ必要な改正を行うもの。 

 

    【一部改正する条例】 

      １ 三条市特別職の職員の退職手当に関する条例 

      ２ 三条市職員の退職手当に関する条例 

      ３ 三条市教育員会教育長の給与及び旅費に関する条例 

      ４ 三条市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

       施行期日   公布の日 

 

議第 １８ 号 三条市手数料条例の一部改正について 

    介護保険法、宅地造成等規制法などの規定に基づく許認可等の権限の一部が県から三 

   条市へ来年度から移譲されることに伴い、その許認可等に関する事務及びその事務と同 
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   類の事務で市が行っている許認可等に関する事務に関し、新たに手数料を徴収するため、 

   必要な改正を行うもの。 

       施行期日   平成２２年４月１日 

 

 

議第 １９ 号 三条総合福祉センター条例の一部改正について 

    市民サービスの向上を目的として、総合福祉センターの一部施設を一般開放すること 

   に伴い、受益者負担の適正化から、各施設を使用する場合の利用料金について定めるも 

   の。また、児童センターは、その機能を「すまいるランド」に集約したことから、今後 

   は、総合福祉センターの会議室として一般開放するため、必要な改正を行うもの。 

       施行期日   平成２２年７月１日 

 

 

議第 ２０ 号 三条市地域交流センター条例の一部改正について 

    塚野目交流センターについて、隣接する地区に新たな公民館が設置され、平成２２年

度から供用が開始されること、また施設が著しく老朽化したことなどを踏まえ、同セン

ターを廃止するため、必要な改正を行うもの。 

       施行期日   平成２２年４月１日 

 

議第 ２１ 号 三条市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

    三条市が加入する新潟県後期高齢者医療広域連合において、平成２０年度及び平成２ 

   １年度に引き続き平成２２年度以降においても普通徴収の方法によって徴収する保険 

   料の暫定賦課を行わないこととしたことから、その保険料の納期の特例を定めるため、 

   必要な改正を行うもの。 

       施行期日   平成２２年４月１日 

 

議第 ２２ 号 三条市精神障がい者医療費助成条例の一部改正について 

    精神障がい者の当該精神の疾患に対する疾病に係る医療費の助成について、通院に関 

   する医療費助成の割合を見直すもの。 

       施行期日   平成２２年９月１日等 

 

議第 ２３ 号 三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正について 

    し尿処理手数料について、公共下水道や合併浄化槽等の普及に伴う汲取り量の減少 

   により、処理手数料の収入が減少したことから、処理経費に見合うように処理手数料を 

   改正するもの。 

       施行期日   平成２２年１０月１日 

 

議第 ２４ 号 三条市奨学金貸与条例の一部改正について 

    大学、短期大学及び専修学校での修学が経済的な理由で困難な者に対し、その学資に 

   係る負担の軽減を更に図るため、奨学金の額の見直しを行うもの。 

       施行期日   平成２２年４月１日 

 

 2



議第 ２５ 号 三条市パルムセンター条例の廃止について 

    三条市パルムセンターについて、当該施設の利用者が減少していること、また、市民 

   の福祉増進と生活文化の向上を図るという当該施設の設置目的を達成することができ 

   る機能を備えた三条東公民館が供用されることなどを踏まえ、同施設を廃止するもの。 

       施行期日   平成２２年５月１日 

 

議第 ２６ 号 三条市デイサービスセンター条例の廃止について 

    三条市デイサービスセンターについて、市内において、居宅サービス及び地域密着型 

   サービスなど多様な介護・介護予防サービスを提供する事業者が充実し、民間で十分に 

   対応ができることから、今年度限りで同施設を廃止するもの。 

       施行期日   平成２２年４月１日 

 

議第 ２７ 号 新潟県三条・燕総合グラウンド施設組合規約の変更について 

    新潟県三条・燕総合グラウンド施設組合議会の議員定数について、２０人を両市各々 
   ５人減員し、１０人とすることから、規約の変更を行うもの。 

       施行期日   次の三条市議会議員の一般選挙以後に初めて実施される三条 

             市の議会の議員のうちから選挙される組合議員の選挙から施行 

             する。 

 

議第 ２８ 号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変 

       更について 

    平成２２年３月３１日付けで川口町が廃され、その区域が長岡市に編入されることに 

   伴い、新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数が減少すること等から、 

   同組合規約の変更を行うもの。 

       施行期日   平成２２年３月３１日等 

 

議第 ２９ 号 新潟県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約 

       の変更について 

    平成２２年３月３１日付けで川口町が廃され、その区域が長岡市に編入されることに 

   伴い、新潟県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数が減少することから、 

   同広域連合規約の変更を行うもの。 

       施行期日   平成２２年３月３１日 

 

議第 ３０ 号 市道路線の認定について 

        認定路線   ２路線  実延長    ４９４．５ｍ 

 

議第 ３１ 号 土地の取得について 

    第一中学校区小中一体校建設事業用地に供するため、次のとおり土地を取得するもの。 

        所 在 地  三条市南四日町一丁目地内 

        取得面積  ３３，２０８．８７㎡ 
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        取得価格  ６１３，５２２，９２４円 

 

議第 ３２ 号 土地の取得について 

    一ノ木戸小学校改築事業用地に供するため、次のとおり土地を取得するもの。 

        所 在 地  三条市興野一丁目地内 

        取得面積  ７，７８８．９９㎡ 

        取得価格  ２６４，４０４，４０４円 

 

議第 １０ 号 平成２１年度三条市一般会計補正予算 

        補正額      １，２２２，０３８千円 

        補正後の額   ５４，５２７，３３２千円 

 

議第 １１ 号 三条市国民健康保険事業特別会計補正予算 

        補正額         △３，７３２千円 

        補正後の額    ９，８５２，５０６千円 

 

議第 １２ 号 平成２１年度三条市介護保険事業特別会計補正予算 

        補正額          ９，９３４千円 

        補正後の額    ７，８１７，６０１千円 

 

議第 １ 号 平成２２年度三条市一般会計予算 

        当初予算額   ４９，７６０，０００千円 

        前年度対比          ２．２％ 

 

議第 ２ 号 平成２２年度三条市国民健康保険事業特別会計予算 

        当初予算額   １０，８３４，７００千円 

        前年度対比         １０．３％ 

 

議第 ３ 号 平成２２年度三条市老人保健事業特別会計予算 

        当初予算額       １０，２００千円 

        前年度対比        △２４．４％ 

 

議第 ４ 号 平成２２年度三条市後期高齢者医療特別会計予算 

        当初予算額      ８１９，９００千円 

        前年度対比         △２．９％ 

 

議第 ５ 号 平成２２年度三条市介護保険事業特別会計予算 

        当初予算額    ７，７７１，１００千円 

        前年度対比          ３．５％ 
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議第 ６ 号 平成２２年度三条市農業集落排水事業特別会計予算 

        当初予算額    １，０１２，７００千円 

        前年度対比          ２．８％ 

 

議第 ７ 号 平成２２年度三条市勤労者福祉共済事業特別会計予算 

        当初予算額       １３，７００千円 

        前年度対比         △２．８％ 

 

議第 ８ 号 平成２２年度三条市公共下水道事業特別会計予算 

        当初予算額    ３，０６８，１００千円 

        前年度対比        △２１．１％ 

 

議第 ９ 号 平成２２年度三条市水道事業会計予算 

                  （当初予算額）      （前年度対比） 

        収益的支出    ２，０６９，４５１千円    ２．０％減 

        資本的支出      ７８５，１０６千円   ４０．４％減 

 

◎ 法令に基づく報告事項 
   議会の委任による専決処分の報告 
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