
1 

令和４年２月市議会定例会付議件名 
 

 

 

 

 

 

 
 

＠＠区  分＠＠ ＠＠件  名＠＠ ＠ ＠ 理   由 ＠ ＠ 

第１０号議案 

発送遅延 

監査委員の選任について 監査委員 三井
み つ い

敏弘
としひろ

氏の任期が本年３月３１日

をもって満了するため、その後任の監査委員を

選任したいが、地方自治法第１９６条第１項の

規定により議会の同意を得る必要がある。 

第１１号議案 

発送遅延 

人権擁護委員の候補者の

推薦について 

人権擁護委員 中路
な か じ

秀
ひで

龍
たつ

氏及び松村
まつむら

正信
まさのぶ

氏の任

期満了に伴い、その後任の委員の候補者を推薦

したいが、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により議会の意見を求める必要がある。 

第１２号議案 令和３年度長崎市一般会計補正予算（第２４号） 

第１３号議案 令和３年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

第１４号議案 令和３年度長崎市土地取得特別会計補正予算（第１号） 

第１５号議案 令和３年度長崎市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） 

第１６号議案 令和３年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第１７号議案 令和４年度長崎市一般会計予算 

第１８号議案 令和４年度長崎市観光施設事業特別会計予算 

第１９号議案 令和４年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算 

第２０号議案 令和４年度長崎市土地取得特別会計予算 

第２１号議案 令和４年度長崎市中央卸売市場事業特別会計予算 

第２２号議案 令和４年度長崎市駐車場事業特別会計予算 

第２３号議案 令和４年度長崎市財産区特別会計予算 

① 人 事  ２件  ④ その他  ９件 

② 予 算 ２０件  ⑤ 報 告  ２件 

③ 条 例 １４件            

             合 計 ４７件 
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第２４号議案 令和４年度長崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

第２５号議案 令和４年度長崎市介護保険事業特別会計予算 

第２６号議案 令和４年度長崎市生活排水事業特別会計予算 

第２７号議案 令和４年度長崎市診療所事業特別会計予算 

第２８号議案 令和４年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算 

第２９号議案 令和４年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計予算 

第３０号議案 令和４年度長崎市水道事業会計予算 

第３１号議案 令和４年度長崎市下水道事業会計予算 

第３２号議案 長崎市庁舎の会議室等の

市民利用に関する条例 

地方自治法第２３８条の４第７項の規定に基づ 

き、長崎市魚の町の市庁舎の市民利用会議室等、 

庁舎前広場及び駐車場を、その用途又は目的を

妨げない限度において、市民等の利用に供する

ことに関し必要な事項を定めたい。 

第３３号議案 長崎市宿泊税条例 都市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交

流を促進するとともに、観光の振興を図る施策

に要する費用に充てるため、地方税法第５条第

７項の規定に基づき、宿泊税を課することとし

たい。 

第３４号議案 長崎市動物の愛護及び管

理に関する条例 

本市における人と動物が共生する社会の推進に

関し、基本理念を定め、本市、市民等、飼い主

になろうとする者及び飼い主の責務を明らかに

するとともに、動物の愛護及び管理に関する必

要な事項を定めることにより、市民等の動物愛

護の精神の高揚を図り、あわせて動物による人

の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活

環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物

が共生する社会の実現に資することとしたい。 

第３５号議案 長崎市附属機関に関する

条例の一部を改正する条

例 

長崎都心まちづくり構想の策定に関する重要事

項を調査審議するため、長崎都心まちづくり構

想検討委員会を設置したい。 
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第３６号議案 長崎市個人情報保護条例

及び長崎市特定個人情報

保護条例の一部を改正す

る条例 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴い、関係条文の整理

をする必要がある。 

第３７号議案 長崎市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改

正する条例 

本市の職員の妊娠、出産、育児等と仕事の両立

を支援するため、国家公務員における措置等を

勘案し、非常勤職員の育児休業等の取得要件を

緩和したいのと、職員の勤務環境の整備に関す

る措置等に係る規定を整備したい。 

第３８号議案 一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正す

る条例 

本市の職員に係る人事評価の結果を勤勉手当に

活用することに伴い、任命権者がその所属する

職員に支給できる同手当の総額の上限を見直し

たい。 

第３９号議案 長崎市基金の設置、管理

及び処分に関する条例の

一部を改正する条例 

国内外の人々の来訪及び交流を促進し、観光需

要の回復及び喚起を図るための事業に要する経

費の財源に充てるための基金を設置したい。 

第４０号議案 長崎市国民健康保険税条

例等の一部を改正する条

例 

国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、 

国民健康保険税の課税額の算出の基礎となる所

得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額

の税率等を改定したい。 

第４１号議案 長崎市立保育所条例及び

長崎市立認定こども園長

崎幼稚園条例の一部を改

正する条例 

市立の保育所及び長崎市立認定こども園長崎幼

稚園を利用する主食の提供を実施していない子

どもに主食の提供を実施することに伴い、その

食事の提供に要する費用を定めたい。 

第４２号議案 長崎市図書館条例の一部

を改正する条例 

長崎市立図書館の管理について、利用料金制に

よる指定管理者制度を導入したいのと、その他

所要の整備をしたい。 

第４３号議案 長崎市指定通所支援の事

業等の人員、設備及び運

営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する

条例 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、関係条文の整理をする必要がある。 
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第４４号議案 長崎市児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準

を定める条例及び長崎市

幼保連携型認定こども園

の学級の編制、職員、設

備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改

正する条例 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一 

部改正に伴い、関係条文の整理をする必要があ

る。 

第４５号議案 長崎市地域経済牽引事業

の促進による成長発展の

基盤強化のための固定資

産税の課税免除に関する

条例の一部を改正する条

例 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展

の基盤強化に関する法律第２６条の地方公共団

体等を定める省令の一部が改正され、固定資産

税の課税免除に係る適用期限が延長されたこと 

に伴い、本市においても同様の措置を講じたい。 

第４６号議案 辺地に係る公共的施設の

総合整備計画の変更につ

いて（高島辺地） 

公共下水道事業の事業費の増額に伴い、高島辺

地に係る公共的施設の総合整備計画を変更した

いが、この変更については、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８項において準用する同条

第１項の規定により議会の議決を経る必要があ

る。 

第４７号議案 土地の無償貸付けについ

て（上町） 

上町の土地を無償で貸し付けたいが、この土地

の無償貸付けについては、地方自治法第９６条 

第１項第６号の規定により議会の議決を要する。 

第４８号議案 財産の交換について（金

屋町及び桜町） 

金屋町と桜町の財産を交換したいが、この財産

の交換については、地方自治法第９６条第１項

第６号の規定により議会の議決を要する。 

第４９号議案 財産の無償譲渡について

（伊王島町１丁目） 

伊王島町１丁目の財産を無償で譲渡したいが、

この財産の無償譲渡については、地方自治法第

９６条第１項第６号の規定により議会の議決を

要する。 

第５０号議案 権利の放棄について 里郷財産区及び中野郷財産区が所有する里中野

郷会館の解体に係る金銭について、同会館の解

体に係る経緯及び両財産区の財政状況を総合的

に勘案し、前記の金銭債権を放棄したいが、こ

の権利の放棄については、地方自治法第９６条

第１項第１０号の規定により議会の議決を要す

る。 
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第５１号議案 市道路線の認定について

（認定１件） 

道路の寄附に伴い、市道路線を認定したいが、

この認定については、道路法第８条第２項の規

定により議会の議決を経る必要がある。 

第５２号議案 町の区域の変更について

（東町及び平間町） 

東町の一部を平間町に編入し、町の区域を変更

したいが、地方自治法第２６０条第１項の規定

により議会の議決を経る必要がある。 

第５３号議案 工事の請負契約の締結に

ついて（長崎駅東口キャ

ノピー・ロングルーフほ

か建設主体工事） 

長崎駅東口キャノピー・ロングルーフほか建設 

主体工事の請負については、予定価格が１億５， 

０００万円以上であるため、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により議会の議決を要する。 

第５４号議案 包括外部監査契約の締結

について 

包括外部監査契約を締結する場合においては、

地方自治法第２５２条の３６第１項の規定によ

り、あらかじめ議会の議決を経る必要がある。 

第 ６号報告 専決処分の報告について（法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及

び和解について（３件）） 

第 ７号報告 専決処分の報告について（工事の請負契約の契約の金額の変更について（

３件）） 

 


