
保健福祉部 地域福祉課 

議案第 16 号 

盛岡市民生委員定数条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

民生委員・児童委員の一斉改選に合わせ，各民生児童委員協議会とヒアリングを行い，定数

を調整した結果，民生委員の定数を改めようとするものである。 

２ 改正の内容 

民生委員の定数を 591人から 595人に改める。 

３ 施行期日 

  平成31年12月１日 

４ その他 

  定数の増減の内訳は，増員６地区，減員２地区である。 



子ども未来部 子ども青少年課 

教育委員会 学 校 教 育 課 

議案第 17 号 

盛岡市いじめ問題対策連絡協議会等条例について 

１ 制定の趣旨 

いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号。以下「法」という。）の規定に基づき，盛岡市

いじめ問題対策連絡協議会，盛岡市いじめ調査委員会及び盛岡市いじめ再調査委員会を設置しよ

うとするものである。 

２ 条例の内容 

(1) 盛岡市いじめ問題対策連絡協議会

ア 所掌事務

(ｱ) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項について協議を

行うこと。 

(ｲ) いじめの防止等に関係する機関及び団体相互の連絡調整を行うこと。

イ 組織

委員15人以内をもって組織し，委員は，次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し，又

は任命する。 

(ｱ) 市立学校（市立幼稚園を除く。）の校長

(ｲ) 教育委員会事務局の職員

(ｳ) 岩手県が設置する児童相談所の職員

(ｴ) 盛岡地方法務局の職員

(ｵ) 岩手県警察の職員

(ｶ) (ｱ) から(ｵ) までに掲げる者のほか，いじめの防止等に関係する機関及び団体に属する

者のうち教育委員会が必要と認めた者 

ウ 任期

委員の任期は，２年とする。

エ 招集

盛岡市いじめ問題対策連絡協議会は，教育委員会が招集する。

オ 庶務

盛岡市いじめ問題対策連絡協議会の庶務は，教育委員会事務局において処理する。



(2) 盛岡市いじめ調査委員会

ア 所掌事務

(ｱ) いじめの防止等のための対策に関し必要な事項を調査審議すること。

(ｲ) 法第24条の規定により教育委員会が行った調査に対し意見を述べること。

(ｳ) 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うこと。

イ 組織

委員５人以内をもって組織し，委員は，法律，医療，心理，福祉等に関し学識経験を有す

る者のうちから教育委員会が委嘱する。 

ウ 任期

委員の任期は，２年とする。

エ 臨時委員

(ｱ) 盛岡市いじめ調査委員会（以下「調査委員会」という。）に，特別の事項を調査審議さ

せるため必要があるときは，臨時委員若干人を置くことができる。 

(ｲ) 臨時委員は，特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(ｳ) 調査委員会が特別の事項について議事を開き，議決を行う場合においては，臨時委員を

委員とみなす。 

オ 招集

調査委員会は，教育委員会が招集する。

カ 庶務

調査委員会の庶務は，教育委員会事務局において処理する。

(3) 盛岡市いじめ再調査委員会

ア 所掌事務

(2) ア(ｳ) の調査の結果について調査を行うこと。

イ 組織，任期及び臨時委員

調査委員会と同様とする。ただし，委員の委嘱は，市長が行う。

ウ 招集

盛岡市いじめ再調査委員会は，市長が招集する。

エ 庶務

盛岡市いじめ再調査委員会の庶務は，子ども未来部において処理する。

３ 施行期日 

平成31年４月１日 



総務部 職員課 

議案第 18 号 

盛岡市職員定数条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

  組織機構及び事務事業の見直しに伴い，職員の定数を改めようとするものである。 

２ 改正の内容 

  職員定数を次のとおり改めるものである。 

区分 現行（人） 改正後（人） 増減（人） 

市長の事務部局（水道事業及び下水

道事業並びに病院事業を除く。） 

1,436（うち福

祉事務所 123） 

1,430（うち福

祉事務所 126） 

△６（うち福祉

事務所３） 

水道事業及び下水道事業 200 201 １ 

病院事業 227 232 ５ 

議会の事務部局 14 14 ０ 

教育委員会の事務部局 77 79 ２ 

学校 233 231 △２

学校以外の教育機関 48 48 ０ 

選挙管理委員会の事務部局 ６ ６ ０ 

監査委員の事務部局 ７ ７ ０ 

農業委員会の事務部局 12 13 １ 

公平委員会の事務部局 ２ ２ ０ 

合計 2,262 2,263 １ 

３ 施行期日 

平成31年４月１日 



総務部 職員課 

議案第 19 号 

盛岡市職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

職員に対し正規の勤務時間を超えて，又は週休日に勤務することを命ずることができる時間等

を定めるため，必要な規定の整備をしようとするものである。 

２ 改正の内容 

職員に対し正規の勤務時間を超えて，又は週休日に勤務することを命ずることができる時間等

について規則で定めることとする。 

３ 施行期日 

平成31年４月１日 



参 考 

盛岡市職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する条例施行規則に規定予定の主な事項 

○時間外勤務命令の上限

・(1) (2) 以外の職員

・ １箇月について45時間以下

・ １年について 360時間以下

(2) 他律的な業務（業務量，業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定する

ことが困難な業務をいう。）の比重の高い部署に勤務する職員 

・ １箇月について 100時間未満

・ １年について 720時間以下

・ １年のうち，１箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数 ６箇月

○上限時間の特例・要因の整理分析等

・ 大規模災害への対処等の重要な業務であって，特に緊急に処理することを要する業務に従事

する職員又は従事していた職員に対しては，上限時間を超えて時間外勤務を命じることができ

る。 

・ 上限時間を超えて時間外勤務命令を命じた場合には，その要因の整理，分析及び検証を行う

ものとする。 



商工観光部 新産業拠点形成推進事務局 

議案第 20 号 

盛岡市特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

新産業等用地整備事業の円滑な運営及び経理の適正化を図るため，新産業等用地整備事業費特

別会計を設置しようとするものである。 

２ 改正の内容 

 新産業等用地整備事業に係る特別会計として，盛岡市新産業等用地整備事業費特別会計を加え

る。 

３ 施行期日 

平成31年４月１日 



財政部 財政課 

議案第 21 号 

消費税法及び地方税法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例について 

１ 制定の趣旨 

  消費税法（昭和63年法律第 108号）及び地方税法（昭和25年法律第 226号）の改正に伴い，関

係する条例の規定の整理をしようとするものである。 

２ 一部改正を行う条例 

(1) 盛岡市立病院使用料及び手数料条例（第２条）

(2) 盛岡市水道事業給水条例（第15条の２，第28条及び第29条）

(3) 盛岡市下水道条例（別表第１）

(4) 盛岡市中央卸売市場業務規程（第55条，第58条，第59条，第62条及び第71条）

(5) 盛岡市夜間急患診療所条例（第５条）

(6) 盛岡市農業集落排水施設条例（第11条）

(7) 盛岡市公設浄化槽条例（第13条）

３ 改正の内容 

(1) 市立病院の使用料及び手数料を算定するに当たって基本となる額に乗ずる割合を 100分の

108から 100分の 110に改める。（上記２(1) ）

(2) 水道事業の給水についての加入金，水道料金及び私設消火栓の料金の額を次のとおり改める。

（上記２(2) ） 

ア 加入金

メーターの口径 改正前 改正後 

13ミリメートル 46,440円 47,300円 

20ミリメートル 127,440円 129,800円 

25ミリメートル 216,000円 220,000円 

30ミリメートル 330,480円 336,600円 

40ミリメートル 657,720円 669,900円 

50ミリメートル 1,130,760円 1,151,700円 

75ミリメートル 3,046,680円 3,103,100円 

100ミリメートル 6,248,880円 6,364,600円 

150ミリメートル 17,247,600円 17,567,000円 



イ 基本料金（１月につき）

メーターの口径 改正前 改正後 

13ミリメートル 972円 990円 

20ミリメートル 1,620円 1,650円 

25ミリメートル 2,592円 2,640円 

30ミリメートル 4,860円 4,950円 

40ミリメートル 8,964円 9,130円 

50ミリメートル 16,308円 16,610円 

75ミリメートル 42,876円 43,670円 

100ミリメートル 89,424円 91,080円 

150ミリメートル 256,932円 261,690円 

ウ 従量料金（１㎥につき）

用途等の区分 給水量 改正前 改正後 

一般用 メーターの口径が25

ミリメートル以下

10㎥までの分 64円 66円 

10㎥を超え20㎥までの分 122円 124円 

20㎥を超え30㎥までの分 216円 220円 

30㎥を超え1,000㎥までの分 270円 275円 

1,000㎥を超える分 216円 220円 

メーターの口径が30

ミリメートル以上

1,000㎥までの分 270円 275円 

1,000㎥を超える分 216円 220円 

公衆浴場用 一般公衆浴場 － 51円 52円 

温泉浴場 100㎥までの分 140円 143円 

100㎥を超える分 216円 220円 

臨時用 － 507円 517円 

エ 私設消火栓を消防訓練のために使用した場合の料金

単位 改正前 改正後 

私設消火栓１個につき１回の放水10分までごとに 216円 220円 

(3) 公共下水道の使用料の額を次のとおり改める。（上記２(3) ）

ア 基本使用料（１月につき）

汚水の種別 改正前 改正後 

一般汚水 977円 995円 

公衆浴場汚水 977円 995円 



イ 従量使用料（１㎥につき）

汚水の種別 汚水の排出量 改正前 改正後 

一般汚水 10㎥までの分 44円 45円 

10㎥を超え20㎥までの分 99円 101円 

20㎥を超え30㎥までの分 139円 141円 

30㎥を超え50㎥までの分 192円 195円 

50㎥を超える分 252円 257円 

公衆浴場汚水 － 22円 23円 

臨時汚水 － 297円 302円 

(4) 卸売金額，売買仕切金及び買受代金を算定するに当たって基本となる額に乗ずる割合を 100

分の８から 100分の８（卸売をした物品が飲食料品以外のものである場合にあっては 100分の

10）に改め，市場の使用料を算定するに当たって基本となる額に乗ずる割合を 100分の 108か

ら 100分の 110に改め，委託手数料の額を次のとおり改める。（上記２(4) ） 

【改正前】 卸売をした物品の数量に卸売価格を乗じて得た額の合計額に料率を乗じて得た額 

【改正後】 卸売をした物品の数量に当該物品の価格を乗じて得た額の合計額に料率を乗じて

得た額に当該料率を乗じて得た額の 100分の10に相当する額を加えた額 

(5) 夜間急患診療所の使用料及び手数料を算定するに当たって基本となる額に乗ずる割合を 100

分の 108から 100分の 110に改める。（上記２(5) ） 

(6) 農業集落排水施設の使用料の額を次のとおり改める。（上記２(6) ）

区分 改正前 改正後 

基本額（１世帯あたり） 1,440円 1,467円 

加算額（世帯員１人につき） 426円 434円 

(7) 公設浄化槽の使用料の額を次のとおり改める。（上記２(7) ）

区分 改正前 改正後 

５人槽 3,909円 3,982円 

６人槽から７人槽まで 4,423円 4,505円 

８人槽から10人槽まで 5,040円 5,133円 

４ 施行期日 

平成31年10月１日 



都市整備部 建築指導課 

議案第 22 号 

盛岡市手数料条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

建築基準法（昭和25年法律第 201号）の改正に伴い，建築物の用途を変更する場合における既

存の一の建築物について２以上の工事に分けて行う工事の全体計画の認定又は当該認定の変更認

定を受けた建築物に関する確認申請等手数料等を定めるとともに，用途地域等における建築等許

可申請手数料の額を改定しようとするものである。 

２ 改正の内容 

(1) 次に掲げる手数料を定める。

ア 既存の一の建築物について２以上の工事に分けて行う工事の全体計画の認定又は当該認定

の変更認定を受けた建築物に関する確認申請等手数料（建築物の用途を変更する場合） 

申請又は通知に係る床面積の２分の１に相当する面積の合計 手数料の額 

30㎡以下 4,000円 

30㎡超 100㎡以下 7,000円 

100㎡超 200㎡以下 １万 1,000円 

200㎡超 500㎡以下 １万 4,000円 

500㎡超 1,000㎡以下 ２万 4,000円 

1,000㎡超 2,000㎡以下 ３万 4,000円 

2,000㎡超１万㎡以下 10万円 

 建築物を建築した後に，基準の強化等について建築基準法の改正が行われ，現行の基

準に適合しなくなった，いわゆる「既存不適格建築物」について，増改築等の建築行為

を行おうとする場合に，現行の基準に適合させるための改修を一度に行うことが必要と

されているものを，建築物全体の基準適合に係る工事の「全体計画」を作成して市長の

認定を受けた場合は，階ごとに又は何期かに工事を分けるなど，段階的・計画的な改修

が可能となるものですが，法改正前においては，あくまで「増改築等」に伴う工事のみ

が認定の対象となっており，今般の法改正により増改築等を伴わず建築物の用途を変更

する場合についても認定が可能となります。 

 これにより，当該認定を受けた建築物の確認申請手数料等（ア，イ），認定及び変更

認定申請手数料（ウ，エ）を定めます。 

建築物の用途を変更する場合の全体計画認定について 



１万㎡超５万㎡以下 16万円 

５万㎡超 31万円 

イ 既存の一の建築物について２以上の工事に分けて行う工事の全体計画の認定又は当該認定

の変更認定を受けた建築設備に関する確認申請等手数料（建築物の用途を変更する場合） 

１建築設備につき 6,000円 

ウ 既存の一の建築物について２以上の工事に分けて行う工事の全体計画の認定申請手数料

（建築物の用途を変更する場合） 

申請に係る床面積の２分の１に相当する面積の合計 手数料の額 

30㎡以下 8,000円 

30㎡超 100㎡以下 １万 4,000円 

100㎡超 200㎡以下 ２万 1,000円 

200㎡超 500㎡以下 ２万 7,000円 

500㎡超 1,000㎡以下 ４万 8,000円 

1,000㎡超 2,000㎡以下 ６万 8,000円 

2,000㎡超１万㎡以下 20万円 

１万㎡超５万㎡以下 32万円 

５万㎡超 61万円 

※ 建築設備の設置（機種交換を含む。）をする場合は，この表により算定した額に１建

築設備につき１万 2,000円を加算する。 

エ 既存の一の建築物について２以上の工事に分けて行う工事の全体計画の変更認定申請手数

料（建築物の用途を変更する場合） 

申請に係る床面積の２分の１に相当する面積の合計の区分に応じ，ウにより算定した額 

 建築基準法改正に伴い，既存建築物の用途を一時的に変更して他の用途の建築物（法の規

定上「興行場等」及び「特別興行場等」と呼びます。）として使用する場合に，これを市長

が許可することにより，建築基準法の規定の一部を適用除外できることとなります。 

これにより，当該許可申請に係る申請手数料（オ，カ）を定めます。 

※「興行場等」及び「特別興行場等」の違い

○「興行場等」：仮設興業行場，博覧会建築物，仮設店舗その他これらに類する仮設建

築物であって，その存続期間が１年以内であるのもの。

○「特別興行場等」：国際的な規模の会議又はオリンピックなどの国際的な競技会の用

に供する等１年を超えて使用する特別の必要があるもの。

「興業場等」又は「特別興行場等」の用途変更使用許可について 



オ 興業場等への用途変更使用許可申請手数料

申請に係る延べ面積 手数料の額 

100㎡以下 ７万円 

100㎡超 500㎡以下 ９万円 

500㎡超 12万円 

カ 特別興業場等への用途変更使用許可申請手数料

申請に係る延べ面積 手数料の額 

100㎡以下 11万円 

100㎡超 500㎡以下 13万円 

500㎡超 16万円 

(2) 用途地域等における建築等許可申請手数料の額を次のとおり改定する。

【改正前】 18万円 

【改正後】 18万円（①建築基準法第48条第16項第１号に該当する場合にあっては12万円，

②同項第２号に該当する場合にあっては14万円）

３ 施行期日 

建築基準法の一部を改正する法律（平成30年法律第67号）の施行の日又はこの条例の公布の日

のいずれか遅い日 

 建築基準法の規定により，用途地域ごとの建築物に係る用途規制の適用除外を受けるため

には市長の許可を受ける必要があり，一部例外（※）を除き許可に際しては公開による意見

の聴取（公聴会）の開催をした上で建築審査会の同意を要します。 

 建築基準法の改正により当該用途規制の適用除外に係る手続きの合理化が図られることと

なり，政令において定める建築物のうち省令で定める基準に適合するもの（現時点において

政令，省令とも未制定）については建築審査会の同意が不要となります。 

 これにより，①公聴会の開催，建築審査会の同意のどちらも不要な場合及び②建築審査会

の同意のみが不要になる場合の許可申請手数料を定めます。 

※ 既に用途規制の適用除外に係る許可を受けた建築物について，許可を受けた敷地の範

囲内で，用途規制に適合する用途の増築等をする場合（公聴会，建築審査会とも不要）。 

用途地域等における建築等許可について



改正内容（１） 建築物の用途変更に係る制度改正 

改正内容（２） 建築物の用途制限に係る特例許可の簡素化 

 参 考 資 料 

 

 現 状 
建築物の用途変更に伴う工事に係る全体計画認定 

興行場等又は特別興行場等への用途変更使用許可 

※基準強化前に建設された既存の事務所例：事務所※の一部転用 



財政部 財政課 

議案第  23 号 

盛岡市財政調整基金条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

基金に属する山林の一部を売却したことに伴う規定の整理をしようとするものである。 

２ 改正の内容 

基金に属する財産の一部を次のように改める。 

３ 施行期日 

 公布の日 

４ その他（売却の内容） 

(1) 物件の表示

ア 種別 土地（財政調整基金財産）

イ 所在地 盛岡市厨川一丁目289番15

(2) 売却先 国土交通省東北整備局岩手河川国道事務所

(3) 売却価格  731,345円 

改正前 改正後 

所在 面積 所在 面積 

盛岡市厨川一丁目 289番１，

289番３及び 289番15 

0.28ヘクタール 盛岡市厨川一丁目 289番１

及び 289番３ 

0.25ヘクタール



位 置 図 



市民部医療助成年金課 

議案第 24 号 

盛岡市福祉医療資金貸付基金条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

 医療費給付事業において，医療保険制度に基づく一部負担金の全額が給付される対象は，０歳 

から３歳に達する日の属する月の末日までにある者であるが，これを小学校入学前までの者に拡 

大する。  

 これに伴い，医療費の一部負担金の全額に相当する額を貸し付けることができる対象を拡大す

るため，必要な規定の整備をしようとするものである。 

なお，小学校入学前までの者は，既に現物給付が適用されていることから，この条例による貸

付けが必要となるのは，市発行の受給者証の利用ができない県外の医療機関等を受診した場合等

である。 

２ 改正の内容 

貸付対象を定める規定における医療費の一部負担金の定義を次のように改める。 

【改正前】 医療費の一部負担金（出生の日から３歳に達する日の属する月の末日までの間に

ある者を除く乳幼児等にあっては，医療費の一部負担金から規則で定める額を控除

した額をいう。） 

【改正後】 医療費の一部負担金（出生の日から６歳に達する日以後の最初の３月31日までの

間にある者を除く乳幼児等にあっては，医療費の一部負担金から規則で定める額を

控除した額をいう。） 

３ 施行期日 

平成31年８月１日 



農林部 農政課 

議案第 25 号 

盛岡市地区振興センター条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

「盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化中期計画」に基づき，中津川地区振興センターを廃止

しようとするものである。 

２ 改正の内容 

(1) 第２条の表から中津川地区振興センターの項を削る。

(2) 別表から中津川地区振興センターの使用料に係る部分を削る。

３ 施行期日 

  平成31年４月１日 



市民部 市民協働推進課 

条例第 26 号 

盛岡市地域交流活性化センター条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

 「盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化中期計画」（以下「中期計画」という。）に基づき，

都南勤労福祉会館を永井地区の地域拠点施設へ転用し，永井地域交流活性化センターを設置しよ

うとするものである。 

２ 地域拠点施設の必要性について 

  中期計画では，市内32福祉推進会の単位で地域拠点施設を確保することとしている。 

  永井地区においては，福祉推進会の事務局が永井児童センターにあるが，地域拠点施設の機能

としての集会機能が十分でないことから，永井地域交流活性化センターを設置することにより地

域拠点施設を確保するものである。 

３ 地域拠点施設としての活用について 

  当該施設は，平成31年度に改修工事を計画しており，バリアフリー化や照明ＬＥＤ化，空調の

設置，多目的トイレへの改修等により，利用者の利便性・快適性に配慮した改修をするものであ

る。 

また，既存の事務室についても，将来的に地域コミュニティの事務局的機能を担えるスペース

を確保できるように拡張することとしている。 

  なお，１階大ホールや２階集会室を活用して高齢者の介護予防施策を併せて行うなど，住民主

体の活動へとつなげていく取組を進めることとする。 

４ これまでの住民説明について 

  平成30年２月から12月までに改修工事に係る説明会を３回開催し，地域や利用者の要望や意見

の把握に努めている。 

５ 今後のスケジュール 

  平成31年２月 市議会に「盛岡市地域交流活性化センター条例の一部を改正する条例」案

を提出 

４月 指定管理者の選考手続き開始 

６月 改修工事契約（予定），改修工事開始 



 12月   指定管理者の決定 

  平成32年３月   改修工事終了 

４月１日 供用開始（指定管理開始） 

６ 改正の内容 

(1) 設置する地域交流活性化センターの名称及び位置

名称 位置 

永井地域交流活性化センター 盛岡市永井23地割14番地１ 

(2) 有料となる場合の使用料の額

区分 午前９時

から正午

まで 

正午から

午後５時

まで 

午後５時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

正午から

午後９時

まで 

午前９時

から午後

９時まで 

大ホール 2,700円 3,600円 3,200円 5,900円 6,800円 9,000円 

第１集会室 900円 1,200円 1,100円 2,000円 2,300円 3,000円 

第２集会室 900円 1,200円 1,100円 2,000円 2,300円 3,000円 

第３集会室 900円 1,200円 1,100円 2,000円 2,300円 3,000円 

第４集会室 900円 1,200円 1,100円 2,000円 2,300円 3,000円 

第５集会室 900円 1,200円 1,100円 2,000円 2,300円 3,000円 

備考 冷暖房を使用する場合は，この表に掲げる額の３割に相当する額を冷房料又は暖房料 

として徴収する。 

７ 施行期日 

平成32年４月１日 

８ 施設の概要 

(1) 敷地面積 2,211.25㎡

(2) 建築面積 718.02㎡

(3) 建物構造 鉄筋コンクリート造２階建

(4) 設置機能 大ホール  420.3㎡，第１集会室  31.69㎡，第２集会室  35.64㎡， 

第３集会室  29.16㎡，第４集会室 20.47㎡，第５集会室 20.47㎡ 



保健福祉部 長寿社会課 

議案第  27 号 

盛岡市老人福祉センター条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

愛宕山老人福祉センターの移転に伴い，当該施設の位置，開館時間及び休館日を改めようとす

るものである。 

２ 改正の内容 

(1) 愛宕山老人福祉センターの位置を次のように改める。

改正前 改正後 

盛岡市愛宕下 14番地 盛岡市愛宕町 14番１号 

(2) 愛宕山老人福祉センターの開館時間を次のように改める。

改正前 改正後 

午前９時から午後４時 30分まで 午前９時から午後９時（日曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に規定する休日（以下「祝日法による休日」

という。）にあつては，午後５時）まで 

(3) 愛宕山老人福祉センターの休館日を次のように改める。

改正前 改正後 

ア 月曜日（その日が国民の祝日に当たる

ときは，その翌日） 

イ 国民の祝日（敬老の日を除く。）

ウ 12月 30日から翌年の１月３日までの日

（イに掲げる日を除く。） 

ア 月曜日（その日が祝日法による休日に当

たるときは，その日後においてその日に最

も近い祝日法による休日でない日） 

イ 12月 29日から翌年の１月３日までの日

３ 施行期日 

平成32年４月１日 



保健福祉部 地域福祉課 

議案第  28 号 

盛岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（平成30年法律第66号）の施行及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和48年政令第 

 374号）の改正に伴い，災害援護資金の利率を定めるほか，必要な規定の整備をしようとするも

のである。 

２ 改正の内容 

(1) 災害援護資金の据置期間経過後の利率を，保証人を立てる場合は，無利子とし，保証人を立

てない場合は，年 1.5パーセントとする。 

(2) 保証人を立てる場合における当該保証人は，災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債

務を負担するものとし，その保証債務は，違約金を包含するものとする。 

３ 施行期日 

平成31年４月１日 



建設部 建築住宅課 

議案第 29 号 

盛岡市市営住宅条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

市営住宅建替事業の施行に伴い，市営青山二丁目アパート２号館を設置しようとするものであ

る。 

２ 改正の内容 

別表に市営青山二丁目アパート２号館を加える。 

３ 施行期日 

  平成31年６月１日 



子ども未来部 子育てあんしん課 

議案第 30 号 

盛岡市認定こども園の認定の要件を定める条例について 

１ 制定の趣旨 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（平成30年法律第66号）の施行に伴い，認定こども園の認定の要件を定めようとするものである。 

２ 条例の内容 

認定こども園の職員の配置及び資格に関する要件，認定こども園の設備及びその面積に関する

要件等，認定こども園の認定の要件について定める。 

  なお，独自要件は，次のとおりとする。 

(1) 乳児室又はほふく室の面積を，２歳未満の子ども１人につき 3.3平方メートル以上とするこ

と。 

(2) 認定こども園は，原則として全ての開園日において教育・保育相談事業を実施しなければな

らないこと。 

(3) 屋外遊戯場の設置場所について，一定の基準を満たす場合は認定こども園の付近にある適当

な場所を屋外遊戯場に代えることができる旨の特例を設けないこと。 

(4) 職員の配置及び資格について，当分の間の措置としてその要件を緩和することができる旨の

特例を設けないこと。 

３ 施行期日 

平成31年４月１日 



子ども未来部 子育てあんしん課 

議案第  31 号 

盛岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号）の改正

に伴い，放課後児童支援員の資格要件を改めようとするものである。 

２ 改正の内容 

放課後児童支援員になることができる者に，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸術学若

しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて学校教育法（昭和22年法律第26

号）に基づく専門職大学の前期課程を修了した者であって，都道府県知事が行う研修を修了した

ものを加える。 

３ 施行期日 

  平成31年４月１日 



子ども未来部 子育てあんしん課 

議案第  32 号 

盛岡市児童館条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

  上飯岡児童センター及び上飯岡児童センター飯岡分室の統合及び移転新築に伴い，上飯岡児童

センターの名称及び位置を改めるとともに，上飯岡児童センター飯岡分室を廃止しようとするも

のである。 

２ 改正の内容 

(1) 上飯岡児童センターの名称及び位置を次のように改める。

名称 位置 

改正前 盛岡市立上飯岡児童センター 盛岡市上飯岡16地割26番地 

改正後 盛岡市立飯岡児童センター 盛岡市下飯岡11地割 321番地 

(2) 第２条第２項の表から上飯岡児童センター飯岡分室の項を削る。

３ 施行期日 

平成32年４月１日 



商工観光部 経済企画課 

議案第 33 号 

盛岡市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

盛岡市都南勤労福祉会館を廃止しようとするものである。 

２ 改正の内容 

(1) 第２条の表から盛岡市都南勤労福祉会館の項を削る。

(2) 第４条から盛岡市都南勤労福祉会館の休館日に係る部分を削る。

(3) 別表から盛岡市都南勤労福祉会館の使用料に係る部分を削る。

３ 施行期日 

平成32年４月１日 



環境部 廃棄物対策課 

議案第 34 号 

盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号）の改正に伴い，技術

管理者の資格要件を改めようとするものである。 

２ 改正の内容 

  市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格に，次に掲げる者を加える。 

(1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく専門職大学の前期課程の理学，薬学，工学，農

学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて修了した後，

４年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(2) 学校教育法に基づく専門職大学の前期課程の理学，薬学，工学，農学又はこれらに相当する

課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて修了した後，５年以上廃

棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

３ 施行期日 

平成31年４月１日 



市民部 スポーツ推進課 

議案第 35 号 

盛岡市武道館条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

  盛岡市立武道館の改修に伴い，冷房を使用する場合に冷房料を徴収しようとするものである。 

２ 改正の内容 

  柔道場又は剣道場において冷房を使用する場合は，実費の範囲内で市長の定める額を冷房料と

して徴収することとする。 

３ 施行期日 

  平成31年４月１日 



上下水道部 総務課 

議案第 36 号 

盛岡市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の

資格を定める条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

水道法施行令（昭和32年政令第 336号）及び水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）の改

正に伴い，布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件を改めようとするものである。 

２ 改正の内容 

(1) 布設工事監督者の資格に，学校教育法（昭和22年法律第26号）による専門職大学の前期課程

において土木科又はこれに相当する課程を修めて修了した者で，その後５年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有するものを加える。 

(2) 水道技術管理者の資格に，次に掲げる者を加える。

ア 学校教育法による専門職大学の前期課程において土木工学科以外の工学，理学，農学，医

学及び薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて修了した者で，その後６年

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

イ 学校教育法による専門職大学の前期課程において工学，理学，農学，医学及び薬学に関す

る学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて修了した者で，その後７年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

(3) 技術士試験の上下水道部門の第２次試験の選択科目のうち，水道環境が廃止されたことに伴

う規定の整理を行う。 

３ 施行期日 

平成31年４月１日 
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