
令和元年５月２４日
総合政策課・財政課作成

No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

1 議案第25号
秦野市社会福祉施設入所等の費用の徴収
等に関する条例等の一部を改正する等の
条例を制定することについて

保育こども園課
教育総務課

　次の理由により制定するもの
 (1)　子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、3歳以上の利用者の幼児
　　教育・保育施設の利用を無償とするとともに、条例で引用する同法の
　　用語を改めること。
 (2)　幼児教育・保育施設の利用料の適正化を図るため、3歳未満の利用者
　　の利用料を引き上げること。
 (3)　本市立幼稚園の入園料を徴収しないこととすること。
　施行日　(1)及び(3)は令和元年10月1日、(2)は令和2年4月1日

2 議案第26号
秦野市介護保険条例の一部を改正するこ
とについて

高齢介護課

　介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一
部改正に伴い、市町村民税非課税世帯における介護保険料の軽減措置の減
額率及び対象を拡大するため、改正するもの
　施行日　公布の日

3 議案第27号
秦野市火災予防条例の一部を改正するこ
とについて

予防課

　次の理由により改正するもの
 (1)　工業標準化法の一部改正に伴い、「日本工業規格」を「日本産業規
　　格」に改めること。
 (2)　住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を
　　定める省令の一部改正に伴い、住宅の一部に省令で定める基準を満た
　　す特定小規模施設用自動火災報知設備を設置したときは、その部分の
　　住宅用防災警報器等の設置を免除すること。
　施行日　(1)は令和元年7月1日、(2)は公布の日
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No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

4 議案第28号 工事請負契約の締結について

契約検査課
防災課

生涯学習課
教育総務課
公共建築課

　西中学校多機能型体育館等整備工事（建築）（令和元年度継続費設定）
の請負契約を締結するもの

5 議案第29号 動産の取得について
契約検査課
警防対策課

　救急隊を増隊する消防署西分署に、新たに高規格救急自動車を購入する
もの

6 議案第30号 専決処分の承認について 国保年金課

　地方税法施行令の一部改正により、秦野市国民健康保険税条例の一部を
早急に改正する必要があったため専決処分したもの
　施行日　平成31年4月1日
　専決処分日　平成31年3月29日

7 議案第31号
令和元年度秦野市一般会計補正予算（第
１号）を定めることについて

財政課 　歳入歳出補正見込額　50,403千円

8 議案第32号
令和元年度秦野市一般会計補正予算（第
２号）を定めることについて

財政課
　歳入歳出補正見込額　　 41,182千円
　債務負担行為の設定　6,900,000千円
　（学校給食施設整備・運営事業費（令和元年度～23年度））

条例一部改正



No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

9 議案第33号
令和元年度秦野市介護保険事業特別会計
補正予算（第１号）を定めることについ
て

高齢介護課 　歳入予算の補正（財源更正）

10 報告第3号
平成３０年度秦野市一般会計継続費繰越
計算書

財政課

　繰越額　241,646,716円

　内訳
　秦野自転車駐車場整備事業費
　（委託料、工事請負費）　15,638,132円　ほか3件

11 報告第4号
平成３０年度秦野市一般会計繰越明許費
繰越計算書

財政課

　繰越額　843,703,110円

　内訳
　ボルダリング施設整備事業費
　（工事請負費）　235,023,000円　ほか13件

12 報告第5号
平成３０年度秦野市水道事業会計継続費
繰越計算書

経営総務課

　繰越額　103,500,000円

　内訳
　堀山下高区配水場整備事業費（工事請負費）

13 報告第6号
平成３０年度秦野市水道事業会計建設改
良費繰越計算書

経営総務課

　繰越額　104,600,000円

　内訳
　導水管送水管耐震化事業費（落合東原導水管改良工事）
　（工事請負費）　16,000,000円　ほか2件
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No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

14 報告第7号
平成３０年度秦野市公共下水道事業会計
継続費繰越計算書

経営総務課

　繰越額　578,573,000円

　内訳
　雨水幹線管きょ整備事業費（大根第10雨水幹線塩貝橋ひかり橋区間整備
事業費）（委託料、工事請負費）　288,573,000円　ほか2件

15 報告第8号
平成３０年度秦野市公共下水道事業会計
建設改良費繰越計算書

経営総務課

　繰越額　30,000,000円

　内訳
　汚水枝線管きょ整備事業費（中央処理区枝線整備工事（横野2工区））
　（工事請負費）

16 報告第9号 秦野市土地開発公社の経営状況について 財産管理課
　地方自治法第243条の3第2項の規定により、令和元年度事業計画及び平成
30年度決算に関する書類を提出するもの

17 報告第10号
公益財団法人秦野市スポーツ協会の経営
状況について

スポーツ推進課
　地方自治法第243条の3第2項の規定により、令和元年度事業計画及び平成
30年度決算に関する書類を提出するもの

18 報告第11号
一般財団法人秦野市学校保全公社の経営
状況について

教育総務課
　地方自治法第243条の3第2項の規定により、令和元年度事業計画及び平成
30年度決算に関する書類を提出するもの



No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

19 報告第12号 専決処分の報告について 環境資源対策課

　交通事故に係る損害賠償
　　賠償金額　　70,200円
　　過失割合　　100パーセント
　　専決処分日　令和元年5月17日

20 報告第13号 専決処分の報告について 市民税課

　秦野市市税条例の一部を改正する条例
　地方税法の一部改正により、条例で引用する同法の条項に削除及び移動
が生じたため改正するもの
　施行日　公布の日
　専決処分日　平成31年3月29日
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１ 歳入歳出予算補正

国　庫 県 地方債 寄附金 繰入金 その他 一般財源

50,403 25,201 12,601 12,601

50,403 25,201 12,601 0 0 0 0 12,601

12,601

一般財源分歳入合計 12,601

介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

（単位：千円）

財源更正のみ実施

歳　出　合　計

20 繰越金
　20 01 01
　01 01

（歳　入）

補正予算の内容

款 補正額

（歳　出）

事　　業　　名
補正額の財源内訳

　03 01 01
　090 001

介護保険事業特別会計繰出金
【高齢介護課】

前年度繰越金

他会計
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１ 歳入歳出予算補正

国　庫 県 地方債 寄附金 繰入金 その他 一般財源

2,800 2,800

2,800 2,800

960 720 240

1,750 1,750 0

12,672 12,672 0

15,382 15,142 240

3,000 3,000

3,000 3,000

（単位：千円）

母子家庭等自立支援給付金事業費
【子育て総務課】

小    計

7 土木費
　07 02 04
　020 001

橋りょう長寿命化・耐震化事業費
【建設管理課】

3 民生費
　03 02 01
　030 004

保育事務費
【保育こども園課】

　03 02 01
　050 002

小    計

補正額の財源内訳

2 総務費
　02 01 09
　080 001

民営自転車等駐車場設置費補助金
【地域安全課】

補正予算の内容

款 補正額

（歳　出）

事　　業　　名

小    計

　03 02 01
　040 002

児童扶養手当費
【子育て総務課】
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国　庫 県 地方債 寄附金 繰入金 その他 一般財源

補正額の財源内訳
款 補正額事　　業　　名

20,000 20,000

20,000 20,000

41,182 15,142 0 0 0 0 0 26,040

26,040

一般財源分歳入合計 26,040

２ 債務負担行為補正（追加）

9 教育費
　09 03 02
　020 003

中学校完全給食推進事業費
【学校教育課】

前年度繰越金

20 繰越金
　20 01 01
　01 01

（歳　入）

小    計

期　間

令和元年度
から

令和23年度

限度額

6,900,000千円

歳　出　合　計

事　　　項

学校給食施設整備・運営事業費



1 歳入歳出予算補正
(1) 歳入 単位：千円

補正前の額 補正額 計

1 3,061,572 △ 48,890 3,012,682

1 3,061,572 △ 48,890 3,012,682

1 3,061,572 △ 48,890 3,012,682

01 現年度分特別徴収保険料 2,677,110 △ 42,842 2,634,268

02 現年度分普通徴収保険料 377,944 △ 6,048 371,896

7 2,050,755 48,890 2,099,645

1 1,880,298 50,402 1,930,700

5 21,387 50,402 71,789

01 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 21,387 50,402 71,789

2 170,457 △ 1,512 168,945

1 170,457 △ 1,512 168,945

01 介護保険給付費等準備基金繰入金 170,457 △ 1,512 168,945

12,382,000 0 12,382,000

介護保険給付費等準備基金繰入金

議案第３３号　令和元年度秦野市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）総括

款・項・目・事業

歳入合計

繰入金

一般会計繰入金

低所得者保険料軽減繰入金

保険料

介護保険料

第１号被保険者保険料

基金繰入金
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臨時部長会議付議事案書（報告） 

（令和元年５月２４日） 

提案課名 総合政策課  

報告者名 高垣 秀一  

 

事案名 

 

東海大学との新たな連携の取組について 

    有 

資料 

    無 

提
案
趣
旨 

東海大学と本市は、締結した協定等に基づき、施設の相互利用や人材の相互派遣等

を行ってきました。今後、人口減少・超高齢社会に適応し、市と大学双方にとって持

続可能で魅力ある関係を維持するためには、新しい連携の枠組みが必要であると考え

ています。 

新たな連携の枠組みは、大学の教育課程と市の施策を融合させた連携事業を推進す

ることにより、結果として、学生の社会的実践力の強化や地域課題の解決につなげて

いこうとするものです。 

概 
 

要 

１ 連携の具体的内容 

市が取り組む地域課題と大学が求める実践の場が重なり合う分野ごとに連携テー

マを設定し、そのテーマに沿い、市は個別事業を、大学は教育課程を実施します。 

大学は、パブリック・アチーブメント教育のフィールドワークの場として市の個

別事業を活用し、実践を通じた経験や学習を授業に還元します。 

市は、個別事業の実施に学生の参加協力を求め、その事業の評価として教授の知

見を活用し、地域課題の解決につなげます。 

２ 連携テーマの設定方針 

(1) 大学と市双方にとって取組める中・長期的なテーマであること。 

(2) 大学の教育課程に、フィールドワークとして取り入れることが可能な内容であ

ること。 

(3) 学生のフィールドワークや教授の評価が地域課題の解決の視点から活用可能な

内容であること。 

経 
 

過 

１ 平成３０年度   秦野市行財政調査会行財政最適化支援専門部会から「大学と

の連携に係る施策について」をテーマとした行財政最適化支援

報告書の提出を受ける。 

２ 平成３１年４月  重要施策の市長ヒアリングで実施概要の報告 

３ 同年４月から５月 東海大学と実施について調整 

報告２ 
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今
後
の
進
め
方 

１ 令和元年５月 

テーマに沿い、庁内各課に、個別事業の提案を募集 

２ 令和元年６月から９月 

(1) 大学側に、教育課程への反映等、調整を依頼 

(2) 大学側から、教育課程への反映にあたり必要事項の提案 

(3) 大学の提案内容を所管課に伝え、個別事業に反映、調整 

(4) 個別事業の実施手順、目標、連携内容（施設、人、ノウハウ）、評価ポイン

ト、スケジュール等を整理 

３ 令和元年１０月まで 

大学側で翌年度教育課程の決定 

４ 令和２年４月以降 

個別事業及び教育課程の実施、評価 
 



調整部会 審議案件報告書

(令和元年5月　調整部会）

番号 事業名 計画地 事業主 用途地域 開発面積(㎡） 計画概要

1 （事業名）
南矢名字熊野堂２１８５番１ほ
か

（事業主名）
第一種中高層住
居専用地域

1424.94 専用住宅8戸

2 （事業名） 南矢名一丁目１９番１ （事業主名） 近隣商業地域 486.83
店舗及び共同住宅１棟
（単身用24戸）

3 （事業名） 大秦町７３番２の一部 （事業主名） 第一種住居地域 4870.66 店舗及び診療所（4事業所）1棟

4 （事業名） 北矢名字金山１２３６番の一部 （事業主名）
第一種中高層住
居専用地域

1559.28
共同住宅1棟
（単身用62戸）

5 （事業名） 下大槻字二タ子３４９番 （事業主名）
第一種中高層住
居専用地域

1534.13 専用住宅8戸

土地利用委員会

令和元年5月（臨時部長会議）　  開発指導課　

（注）区域面積１，０００㎡以上の環境創出行為（自己用住宅１戸は除く）及び集合住宅等で１０戸以上の環境創出行為を掲載。

報告３


