
平成２８年第２回高梁市議会（定例）議案等審査結果一覧表 

 

◎市長提出 

議案番号 件              名 結  果 

議案第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 承  認 

議案第 ３号 高梁市未来人材育成基金条例 原案可決 

議案第 ４号 高梁市複合施設条例 原案可決 

議案第 ５号 高梁市行政不服審査法施行条例 原案可決 

議案第 ６号 高梁市職員定数条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第 ７号 
高梁市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例及び高梁市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 
原案可決 

議案第 ８号 高梁市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 原案可決 

議案第 ９号 高梁市特別会計条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第１０号 高梁市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第１１号 
高梁市地方活力向上地域特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の

特例に関する条例 
原案可決 

議案第１２号 高梁市ふれあい漢江屋敷条例を廃止する条例 原案可決 

議案第１３号 高梁市用瀬嶽フリークライミング広場条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第１４号 高梁市営住宅条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第１５号 高梁市備中高梁駅前広場条例 原案可決 

議案第１６号 高梁市備中高梁駅東西連絡道条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第１７号 高梁市給水条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第１８号 高梁市川上畑地かんがい施設条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第１９号 高梁市高梁バスセンター条例 原案可決 

議案第２０号 
高梁市軽費老人ホームグリーンハイツ成羽川施設整備等基金条例を

廃止する条例 
原案可決 



議案番号 件              名 結  果 

議案第２１号 高梁市川上高齢者統合在宅支援施設条例を廃止する条例 原案可決 

議案第２２号 高梁市学童保育条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第２３号 
高梁市へき地診療所等条例及び高梁市国民健康保険病院事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例 
原案可決 

議案第２４号 
高梁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 
原案可決 

議案第２５号 

高梁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 

原案可決 

議案第２６号 高梁市火災予防条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第２７号 高梁市スクールバス条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第２８号 高梁市立図書館条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第２９号 高梁市名誉市民の推たいについて 原案可決 

議案第３０号 高梁市名誉市民の推たいについて 原案可決 

議案第３１号 高梁市過疎地域自立促進市町村計画の策定について 原案可決 

議案第３２号 財産の譲渡に関し議会の議決を求めることについて 原案可決 

議案第３３号 市道路線の認定について 原案可決 

議案第３４号 特定環境保全公共下水道工事委託変更協定の締結について 原案可決 

議案第３５号 榮農王国山光園農業研修施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第３６号 高梁市農業研修宿泊施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第３７号 観光駐車場等の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第３８号 高梁市サイクリングターミナルの指定管理者の指定について 原案可決 

議案第３９号 備中宇治彩りの山里リゾート施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第４０号 高梁市観光物産館の指定管理者の指定について 原案可決 



議案番号 件              名 結  果 

議案第４１号 高梁市川上マンガ絵ぶた公園の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第４２号 全国川上水と緑のふるさとプラザの指定管理者の指定について 原案可決 

議案第４３号 用瀬嶽フリークライミング広場の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第４４号 高梁バスセンターの指定管理者の指定について 原案可決 

議案第４５号 高梁市川上保健センターの指定管理者の指定について 原案可決 

議案第４６号 高梁市川上いきいき交流館の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第４７号 認知症対応型共同生活介護施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第４８号 高梁市立図書館の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第４９号 平成２７年度高梁市一般会計補正予算（第５号） 原案可決 

議案第５０号 平成２７年度高梁市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決 

議案第５１号 
平成２７年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算（第３

号） 
原案可決 

議案第５２号 平成２７年度高梁市へき地診療所特別会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第５３号 平成２７年度高梁市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第５４号 平成２７年度高梁市介護保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決 

議案第５５号 平成２７年度高梁市養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第５６号 平成２７年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第５７号 平成２７年度高梁市軽費老人ホーム特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第５８号 平成２７年度高梁市畑地かんがい事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第５９号 平成２７年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第６０号 平成２７年度高梁市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決 



議案番号 件              名 結  果 

議案第６１号 平成２７年度高梁市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 原案可決 

議案第６２号 平成２７年度高梁市地域開発事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第６３号 平成２７年度高梁市宇治財産区特別会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第６４号 平成２８年度高梁市一般会計予算 
原案可決 

修正案否決 

議案第６５号 平成２８年度高梁市国民健康保険特別会計予算 原案可決 

議案第６６号 平成２８年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算 原案可決 

議案第６７号 平成２８年度高梁市へき地診療所特別会計予算 原案可決 

議案第６８号 平成２８年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決 

議案第６９号 平成２８年度高梁市介護保険特別会計予算 原案可決 

議案第７０号 平成２８年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算 原案可決 

議案第７１号 平成２８年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算 原案可決 

議案第７２号 平成２８年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 原案可決 

議案第７３号 平成２８年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算 原案可決 

議案第７４号 平成２８年度高梁市水道事業特別会計予算 原案可決 

議案第７５号 平成２８年度高梁市簡易水道事業特別会計予算 原案可決 

議案第７６号 平成２８年度高梁市下水道事業特別会計予算 原案可決 

議案第７７号 平成２８年度高梁市地域開発事業特別会計予算 原案可決 

議案第７８号 平成２８年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算 原案可決 

議案第７９号 平成２８年度高梁市宇治財産区特別会計予算 原案可決 

議案第８０号 平成２８年度高梁市有漢財産区特別会計予算 原案可決 

 



◎市長提出（追加議案） 

議案番号 件              名 結  果 

議案第８１号 平成２７年度高梁市一般会計補正予算（第６号） 原案可決 

諮問第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 適  任 

 

◎請願 

議案番号 件              名 結  果 

請願第 １号 消費税増税に反対する意見書を国へ提出するよう求める請願 不 採 択 

 

◎陳情 

議案番号 件              名 結  果 

平成２７年 

陳情第 ５号 
朝霧温泉ゆ・ら・らの行政対応について第三者による検証実現の陳情書 不 採 択 

陳情第 １号 新しい高梁中央図書館の管理運営について再検討を求める陳情 不 採 択 

 


