
令和４年第４回定例会 

 

１．議会日程   別紙のとおり 

２．議案等の内容 

  議案等    ３５件 

   内訳    報告  １件 

         議案 ２０件 

         認定 １４件 

 

  議案等の名称 別紙のとおり 

            ※要旨については総務課へお問い合わせください。 



※下記の日程は変更されることがあります。

曜 時　　間 会　　議　　名 事　　　　　　項

8月 30日 火 10:00 委　員　会 議会運営委員会

9月 6日 火 9:00 (委　員　会) (日程変更の場合　議会運営委員会）

6日 火 10:00 本　会　議 開会

7日 水 休　　　会 議案精読日

8日 木 休　　　会 議案精読日

10:00 ◇質疑・一般質問通告締切

8日 木 15:00 委　員　会 議会運営委員会

9日 金 休　　　会 議案精読日

10日 土

11日 日

12日 月 休　　　会 議案精読日

13日 火 休　　　会 議案精読日

14日 水 10:00 本　会  議 ◇質疑・一般質問

15日 木 10:00 本　会  議 ◇質疑・一般質問、委員会付託

16日 金 10:00 委　員　会 常任委員会（総務、産業）◇論点整理　

17日 土

18日 日

19日 月

20日 火 10:00 委　員　会 常任委員会（総務、産業）◇付託案件審査　

21日 水 10:00 委　員　会 特別委員会（予算）◇付託案件審査

22日 木 休　　　会

23日 金

24日 土

25日 日

26日 月 10:00 委　員　会 特別委員会（決算）◇付託案件審査

27日 火 10:00 委　員　会 特別委員会（決算）◇付託案件審査

28日 水 10:00 委　員　会 特別委員会（決算）◇付託案件審査

議会運営委員会

29日 木 休　　　会

30日 金 10:00 本　会  議 ◇委員長報告

30日 金 閉会

<令和４年８月30日　議会運営委員会>

令和４年 第４回飛騨市議会定例会　日割表

【　会　期 ： ９月６日（火曜日）～９月30日（金曜日）　25日間　】

月　　日



上程日 所管部 付託先 要旨

9月6日 報告 第4号 商工観光部 ―
地方自治法第243条の３第２項の規定に基づく経
営状況の報告

9月6日 議案 第93号 市民福祉部 省略 即決 任期満了による候補者推薦（再任）

9月6日 議案 第94号 市民福祉部 省略 即決 任期満了による候補者推薦（新任）

9月6日 議案 第95号 総務部
総務常任委
員会

空家等の適正管理に関する事項等を定めること
により地域の安全な生活環境の保全を図るため
の制定

9月6日 議案 第96号 総務部
総務常任委
員会

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正
に伴う改正

9月6日 議案 第97号 総務部
総務常任委
員会

地方税法の改正に伴う改正

9月6日 議案 第98号 消防本部
総務常任委
員会

令和元年１２月１３日に岐阜地方裁判所に対し訴
訟提起した損害賠償請求事件について、同裁判
所から示された和解勧告に基づき和解するため

9月6日 議案 第99号 農林部
産業常任委
員会

地籍調査の結果、地方自治法第260条第1項の
規定により字の区域を変更するもの

9月6日 議案 第100号 農林部
産業常任委
員会

修学資金貸与条件の拡充に伴う改正

9月6日 議案 第101号 農林部
産業常任委
員会

基金の被貸与者の損害賠償義務等を定めるた
めの改正

令和４年  第４回飛騨市議会定例会議案割

飛騨市税条例等の一部を改正する条例について

議案番号 事　　　　件　　　　名

株式会社飛騨ゆいの経営状況報告について

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることに
ついて

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることに
ついて

飛騨市空家等の適正管理及び措置等に関する条例につ
いて

飛騨市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す
る条例について

裁判上の和解について

字区域の変更について（宮川町大無雁・落合Ⅴ地区）

飛騨市林業・木工技術者等修学資金貸与条例の一部を
改正する条例について

飛騨市肉用繁殖雌牛導入基金条例及び飛騨市乳用牛
導入基金条例の一部を改正する条例について
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上程日 所管部 付託先 要旨議案番号 事　　　　件　　　　名

9月6日 議案 第102号 農林部
産業常任委
員会

朝開町農産物直売施設の廃止に伴う改正

9月6日 議案 第103号 基盤整備部
産業常任委
員会

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
施行規則の改正に伴う改正

9月6日 議案 第104号 総務部
予算特別委
員会

繰越金の確定及び人件費補正並びに大雪対
策、物価高騰対策及びコロナ対策ほか

9月6日 議案 第105号 総務部
予算特別委
員会

決算確定に伴う調整及び人件費補正

9月6日 議案 第106号 総務部
予算特別委
員会

決算確定に伴う調整及び人件費補正

9月6日 議案 第107号 総務部
予算特別委
員会

国庫補助金内示に伴う事業費の調整及び人件
費補正並びに光熱水費の増額ほか

9月6日 議案 第108号 総務部
予算特別委
員会

決算確定に伴う調整及び人件費補正並びに光
熱水費の増額

9月6日 議案 第109号 総務部
予算特別委
員会

決算確定に伴う調整及び人件費補正並びに光
熱水費の増額

9月6日 議案 第110号 総務部
予算特別委
員会

決算確定に伴う調整及び人件費補正並びに光
熱水費の増額

9月6日 議案 第111号 総務部
予算特別委
員会

決算確定に伴う調整及び自主放送専用機器の
更新に伴う補正

9月6日 議案 第112号 総務部
予算特別委
員会

光熱水費の増額

令和４年度飛騨市農村下水道事業特別会計補正予算
（補正第１号）

飛騨市地域産業振興施設条例の一部を改正する条例に
ついて

飛騨市市営住宅条例等の一部を改正する条例について

令和４年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）

令和４年度飛騨市国民健康保険特別会計補正予算（補
正第１号）

令和４年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第
１号）

令和４年度飛騨市公共下水道事業特別会計補正予算
（補正第１号）

令和４年度飛騨市特定環境保全公共下水道事業特別
会計補正予算（補正第１号）

令和４年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計補正
予算（補正第１号）

令和４年度飛騨市情報施設特別会計補正予算（補正第
１号）

令和４年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第１号）
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上程日 所管部 付託先 要旨議案番号 事　　　　件　　　　名

9月6日 認定 第1号 総務部
決算特別委
員会

9月6日 認定 第2号 総務部
決算特別委
員会

9月6日 認定 第3号 総務部
決算特別委
員会

9月6日 認定 第4号 総務部
決算特別委
員会

9月6日 認定 第5号 総務部
決算特別委
員会

9月6日 認定 第6号 総務部
決算特別委
員会

9月6日 認定 第7号 総務部
決算特別委
員会

9月6日 認定 第8号 総務部
決算特別委
員会

9月6日 認定 第9号 総務部
決算特別委
員会

9月6日 認定 第10号 総務部
決算特別委
員会

9月6日 認定 第11号 総務部
決算特別委
員会

令和３年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計歳入
歳出決算の認定について

令和３年度飛騨市一般会計歳入歳出決算の認定につい
て

令和３年度飛騨市国民健康保険特別会計歳入歳出決
算の認定について

令和３年度飛騨市後期高齢者医療特別会計歳入歳出
決算の認定について

令和３年度飛騨市介護保険特別会計歳入歳出決算の
認定について

令和３年度飛騨市公共下水道事業特別会計歳入歳出
決算の認定について

令和３年度飛騨市特定環境保全公共下水道事業特別
会計歳入歳出決算の認定について

令和３年度飛騨市農村下水道事業特別会計歳入歳出
決算の認定について

令和３年度飛騨市個別排水処理施設事業特別会計歳
入歳出決算の認定について

令和３年度飛騨市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
の認定について

令和３年度飛騨市情報施設特別会計歳入歳出決算の
認定について
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上程日 所管部 付託先 要旨議案番号 事　　　　件　　　　名

9月6日 認定 第12号 総務部
決算特別委
員会

9月6日 認定 第13号 環境水道部
決算特別委
員会

9月6日 認定 第14号 病院事務局
決算特別委
員会

令和３年度飛騨市給食費特別会計歳入歳出決算の認
定について

令和３年度飛騨市水道事業会計未処分利益剰余金の
処分及び決算の認定について

令和３年度飛騨市国民健康保険病院事業会計決算の
認定について
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