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平成３０年度予算案を初め、条例制定案など７３件を上程しました。
平 成 ３０ 年 度 の 岐 阜 市 の 予 算
一般会計

１，５６２億３，０００万円

０．８３％増

特別会計

１，０８８億６，５５０万円

５．９９％減

企業会計
総
○第１号議案

計

５０４億８，７４５万７，０００円

２．４０％増

３，１５５億８，２９５万７，０００円

１．４０％減

平成３０年度岐阜市一般会計予算

・予算額 １，５６２億３，０００万円
○第２号議案

（担当部主管課）

平成３０年度岐阜市競輪事業特別会計予算

・予算額 １５１億８，８００万円
○第３号議案

（行政部競輪事業課）

平成３０年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算

・予算額 ４７２億９，７７０万円
○第４号議案

（市民生活部国保・年金課）

平成３０年度岐阜市介護保険事業特別会計予算

・予算額 ３８３億２，５２０万円
○第５号議案

（福祉部介護保険課）

平成３０年度岐阜市後期高齢者医療事業特別会計予算

・予算額 ５３億９，７７０万円
○第６号議案

（福祉部福祉医療課）

平成３０年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計予算

・予算額 １億５，８７０万円
○第７号議案

（子ども未来部子ども支援課）

平成３０年度岐阜市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

・予算額 １億２，０５０万円
○第８号議案

平成３０年度岐阜市廃棄物発電事業特別会計予算

・予算額 ３億６，２００万円
○第９号議案

（環境事業部東部クリーンセンター）

平成３０年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計予算

・予算額 ２億６，９８０万円
○第１０号議案

（子ども未来部子ども支援課）

平成３０年度岐阜市観光事業特別会計予算

（農林部食肉地方卸売市場）

・予算額 ６億２，０４０万円
○第１１号議案

（商工観光部観光コンベンション課、鵜飼観覧船事務所）

平成３０年度岐阜市駐車場事業特別会計予算

・予算額 ４億６，５５０万円
○第１２号議案

（都市建設部都市計画課）

平成３０年度岐阜市薬科大学附属薬局事業特別会計予算

・予算額 ６億６，０００万円
○第１３号議案

（薬科大学庶務会計課）

岐阜市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について（経済環境）

岐阜市リサイクルセンター用地選定委員会を廃止し、附属機関から削除するため、条例を改正しま
す。
○第１４号議案

（環境事業部環境施設課）
岐阜市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について（文教）

岐阜市文化芸術振興指針策定委員会を廃止し、附属機関から削除するため、条例を改正します。
（市民参画部文化芸術課）
○第１５号議案

岐阜市職員定数条例の一部を改正する条例制定について

職員定数を改めるため、条例を改正します。
○第１６号議案

（行政部人事課）

岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条
例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について

国家公務員の給与改定に準じて、３７歳未満の一般職の職員の号給調整を行うため、条例を改正し
ます。
○第１７号議案

（行政部人事課）
非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて

附属機関の廃止に伴い、非常勤特別職職員を削除するとともに、報酬額を改定するため、条例を改
正します。
○第１８号議案

（行政部人事課）
職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定について

職員の退職手当の計算に係る割合を国家公務員の例に準じて改定する等のため、条例を改正します。
（行政部人事課）
○第１９号議案

岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について（総務）

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、危険物貯蔵所設置許可申請手数料等
を改めるため、条例を改正します。
○第２０号議案

（消防本部予防課）

岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について（経済環境）

関係法令の一部改正に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく事務に係る手数料の追加、
破砕業事業範囲変更許可申請事務に係る手数料の改定及び土壌汚染対策法に基づく事務に係る手数料

の追加のため、条例を改正します。
○第２１号議案

（自然共生部自然環境課、環境事業部産業廃棄物指導課）

岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について（建設）

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、砂利採取法の施行に関する事務手数
料を改めるとともに、建築基準法の一部改正に伴い創設された田園住居地域に係る用途地域における
建築等許可申請手数料を定める等のため、条例を改正します。
（まちづくり推進部開発指導調整課、基盤整備部土木管理課）
○第２２号議案

岐阜市養護老人ホームの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
条例制定について

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例に規定する基準を改めるため、
条例を改正します。
○第２３号議案

（福祉部高齢福祉課）

岐阜市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例制定について

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例に規定する基準を改める
ため、条例を改正します。
○第２４号議案

（福祉部介護保険課）

岐阜市軽費老人ホームの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
条例制定について

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例に規定する基準を改めるため、
条例を改正します。
○第２５号議案

（福祉部高齢福祉課）

岐阜市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例制定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部改正に伴い、
岐阜市障害者施策推進協議会の所掌事務を追加する等のため、条例を改正します。
（福祉部障がい福祉課）
○第２６号議案

岐阜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、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制定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、指定障害福祉サ
ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を改める等のため、条例を改正します。
（福祉部障がい福祉課）
○第２７号議案

岐阜市指定障害者支援施設等の人員、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制定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、指定障害者支援
施設等の人員、設備及び運営に関する基準を改めるため、条例を改正します。
（福祉部障がい福祉課）

○第２８号議案

岐阜市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例制定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、障害福祉サービ
スの事業の設備及び運営に関する基準を改めるため、条例を改正します。 （福祉部障がい福祉課）
○第２９号議案

岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例制定について

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、引用
規定を整理するため、条例を改正します。
○第３０号議案

（子ども未来部子ども保育課）

岐阜市福祉型児童発達支援センター条例の一部を改正する条例制定について

児童福祉法の一部改正に伴い、引用規定を整理するため、条例を改正します。
（福祉部障がい福祉課）
○第３１号議案

岐阜市障害者福祉施設条例の一部を改正する条例制定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、引用規定を整理
するため、条例を改正します。
○第３２号議案

（福祉部障がい福祉課）

岐阜市介護保険条例の一部を改正する条例制定について

介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料額の算定の際に基準となる合計所得金額に控除額を定
めるとともに、平成３０年度から平成３２年度までの第１号被保険者の保険料賦課段階をさらに細分
化し、各段階の合計所得金額の範囲及び保険料額を定めるほか、低所得者に対する保険料の軽減措置
の延長及び保険料額を改めるため、条例を改正します。
○第３３号議案

（福祉部介護保険課）

岐阜市指定居宅サービス等の事業の人員、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制定について

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例に規定する
基準を改めるため、条例を改正します。
○第３４号議案

（福祉部介護保険課）

岐阜市指定地域密着型サービスの事業の人員、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制定について

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例に規定
する基準を改めるため、条例を改正します。
○第３５号議案

（福祉部介護保険課）

岐阜市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一
部を改正する条例制定について

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例に規定する基準を
改めるため、条例を改正します。
○第３６号議案

（福祉部介護保険課）

岐阜市指定介護老人福祉施設の人員、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制定について
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例に規定する基準
を改めるため、条例を改正します。
○第３７号議案

（福祉部介護保険課）

岐阜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例制定について

介護老人保健施設の人員、施設及び整備並びに運営に関する基準の一部改正に伴い、条例に規定す
る基準を改めるため、条例を改正します。
○第３８号議案

（福祉部介護保険課）

岐阜市指定介護療養型医療施設の人員、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制定について

健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０号の２第１項の規定
によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基
準の一部改正に伴い、条例に規定する基準を改めるため、条例を改正します。（福祉部介護保険課）
○第３９号議案

岐阜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例制定
について

介護保険法の一部改正に伴い、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める
ため、条例を改正します。
○第４０号議案

（福祉部介護保険課）

岐阜市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ
ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の
一部を改正する条例制定について

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、条例に規定する基準を改めるため、
条例を改正します。
○第４１号議案

（福祉部介護保険課）

岐阜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地
域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
等を定める条例の一部を改正する条例制定について

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー
ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、条例に規定する基
準を改めるため、条例を改正します。
○第４２号議案

（福祉部介護保険課）

岐阜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する
条例制定について

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、条例に規定する基準を改めるため、条例を改正しま
す。

（福祉部介護保険課）

○第４３号議案

岐阜市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一
部を改正する条例制定について

介護保険法施行規則の一部改正により介護支援専門員が更新制になったことに伴い、主任介護支援
専門員の定義を改めるため、条例を改正します。
○第４４号議案

（福祉部高齢福祉課）

岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

国民健康保険法等の一部改正により国民健康保険の財政運営責任を都道府県が担うことに伴い、国
民健康保険の保険料の賦課に関する基準等に係る所要の規定を整備する等のため、条例を改正します。
（市民生活部国保・年金課）
○第４５号議案

岐阜市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、後期高齢者医療保険料を徴収すべき被保険者
を追加する等のため、条例を改正します。
○第４６号議案

（福祉部福祉医療課）

岐阜市旅館業法施行条例の一部を改正する条例制定について

旅館業法の一部改正により「ホテル営業」及び「旅館営業」の営業種別が「旅館・ホテル営業」に
統合されたことに伴い、関係規定を見直すとともに、同法施行令の一部改正等に伴い、施設の構造設
備基準等に係る規制を緩和する等のため、条例を改正します。
○第４７号議案

（健康部生活衛生課）

岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴
い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく事務に係る手数料を納入しなければならない者を追
加するため、条例を改正します。
○第４８号議案

（環境事業部産業廃棄物指導課）

岐阜市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例
制定について

建築基準法の一部改正に伴い、引用する別表の項を整理するため、条例を改正します。
（都市建設部都市計画課）
○第４９号議案

岐阜市都市公園条例の一部を改正する条例制定について

都市公園法及び同法施行令（以下「政令」という。）の一部改正に伴い、公募対象公園施設の建蔽
率及び運動施設率について、政令を参酌して条例で基準を定める等のため、条例を改正します。
（都市建設部公園整備課）
○第５０号議案

包括外部監査契約の締結について

平成３０年度の包括外部監査契約を締結します。
○第５１号議案

（行政部行政課）

平成３０年度岐阜市民病院事業会計予算

・予算額 ２４０億９，１４０万９，０００円

（市民病院病院政策課）

○第５２号議案

平成３０年度岐阜市中央卸売市場事業会計予算

・予算額 ６億５，４５３万６，０００円
○第５３号議案

（農林部中央卸売市場）

岐阜市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例制定について

岐阜市中央卸売市場のあり方検討委員会を廃止するため、条例を改正します。
（農林部中央卸売市場）
○第５４号議案

平成３０年度岐阜市水道事業会計予算

・予算額 １０１億４，３９５万５，０００円
○第５５号議案

平成３０年度岐阜市下水道事業会計予算

・予算額 １５５億９，７５５万円７，０００円
○第５６号議案

（上下水道事業部上下水道事業政策課）

（上下水道事業部上下水道事業政策課）

平成２９年度岐阜市一般会計補正予算（第 7 号）

国の補助内示に伴い、小中学校のトイレ改修に係る費用などを補正するほか、障がい者等の支援に
係る給付費などを補正するとともに、年度内実施が困難な事業等に係る経費を減額補正します。
・補正額 ５億２，０７９万８，０００円
○第５７号議案

（担当部主管課）

平成２９年度岐阜市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成２８年度の療養給付費負担金の確定に伴い、国への償還金を補正します。
・補正額 １億２，１０８万円
○第５８号議案

（市民生活部国保・年金課）

平成２９年度岐阜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 1 号）

保険料収入が当初の見込みを上回ったため、岐阜県後期高齢者医療広域連合へ納付する保険料等負
担金を補正します。
・補正額 １億１，４５７万円
○第５９号議案

（福祉部福祉医療課）

岐阜市基金条例の一部を改正する条例制定について

平成２９年度北部地区産業廃棄物不法投棄対策事業費への充当をもって岐阜市産業廃棄物不法投棄
対策基金の目的を達成することから、同基金を廃止するため、条例を改正します。
（環境事業部環境事業政策課）
○第６０号議案

岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一
部を改正する条例制定について

私立保育園の利用者負担額の決定等に際し、規定を整理するため、条例を改正します。
（子ども未来部子ども保育課）
○第６１号議案

財産の取得について（高島屋南地区公共施設整備用保留床）

高島屋南地区第一種市街地再開発事業公益的施設に係る保留床の取得契約を締結します。

（子ども未来部子ども政策課、健康部健康増進課）
○第６２号議案

指定管理者の指定について（岐阜市長良川鵜飼伝承館）

現在の岐阜市長良川鵜飼伝承館の指定管理者について、代表構成員の法人が合併により解散するこ
とから、権利義務の全てを承継する存続会社を代表構成員とし、改めて指定管理者に指定します。
（商工観光部観光コンベンション課）
○第６３号議案

市道路線の認定、廃止及び変更について

市街地再開発事業等に伴い、市道路線の認定、廃止及び変更を行います。
（基盤整備部土木調査課）
○第６４号議案

平成２９年度岐阜市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

国の補助内示に伴い、東部排水区における雨水渠の整備に係る費用を補正します。
・補正額 １億２，５００万円
○第６５号議案

（上下水道事業部上下水道事業政策課）

工事請負契約の締結について（新庁舎建築工事）

新庁舎建築工事の請負契約を締結します。
○第６６号議案

（行政部新庁舎建設課）

岐阜市指定地域密着型サービスの事業の人員、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制定について

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び介護保険法施行規則の一部
改正に伴い、条例に規定する基準を改めるため、条例を改正します。
○第６７号議案

（福祉部介護保険課）

岐阜市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一
部を改正する条例の一部を改正する条例制定について

介護保険法施行規則の一部改正により主任介護支援専門員の定義に係る経過措置を改めるため、条
例を改正します。
○第６８号議案

（福祉部高齢福祉課）
副市長選任の同意方について

副市長１人（浅井文 氏）の選任の同意を行います。
○第６９号議案

教育委員会委員任命の同意方について

教育委員会委員１人（伊藤知子氏）の任命の同意を行います。
○第７０号議案

（行政部人事課）

（教育委員会教育政策課）

人権擁護委員候補者推薦の同意方について

人権擁護委員候補者４人（小枝 明氏、永井京子氏、溝口博司氏、渡 憲治氏）の推薦の同意を行
います。
○市議第１号議案

（市民参画部人権啓発センター）
国民健康保険における保険料水準の早期統一を求める意見書
（議会事務局議事調査課）

○市議第２号議案

洪水回避を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求め
る意見書

○市議第３号議案

（議会事務局議事調査課）

教育への不当な介入の存否を明らかにし不当な支配に服さない教育を求める意見
書

（議会事務局議事調査課）

＜お問い合わせ先>
議案の詳細については、各担当課までお問い合わせください。
岐 阜 市 役 所 ：℡058-265-4141㈹
競 輪 事 業 課 ：℡058-245-3123
東部クリーンセンター ：℡058-243-1151
食肉地方卸売市場 ：℡058-272-1599
鵜飼観覧船事務所 ：℡058-262-0104
薬 科 大 学 ：℡058-230-8100㈹
予

防

課 ：℡058-262-7163

生 活 衛 生 課 ：℡ 058-252-7195
市 民 病 院 ：℡058-251-1101㈹
中 央 卸 売 市 場 ：℡058-271-1341
上下水道事業政策課 ：℡058-259-7878
健 康 増 進 課 ：℡058-252-7193

