
1/6

№ 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

1 議案第1号
平成３０年度秦野市一般会計予算を定め
ることについて

財政課
　歳入歳出予算額　49,080,000千円
　（対前年度伸び率　△5.0％）

2 議案第2号
平成３０年度秦野市水道事業会計予算を
定めることについて

経営総務課
　歳入歳出予算額　3,392,000千円
　（対前年度伸び率　△0.8％）

3 議案第3号
平成３０年度秦野市公共下水道事業会計
予算を定めることについて

経営総務課
　歳入歳出予算額　5,852,000千円
　（対前年度伸び率　3.4％）

4 議案第4号
平成３０年度秦野市国民健康保険事業特
別会計予算を定めることについて

国保年金課
　歳入歳出予算額　18,247,000千円
　（対前年度伸び率　△15.1％）

5 議案第5号
平成３０年度秦野市介護保険事業特別会
計予算を定めることについて

高齢介護課
　歳入歳出予算額　11,512,000千円
　（対前年度伸び率　0.3％）

6 議案第6号
平成３０年度秦野市後期高齢者医療事業
特別会計予算を定めることについて

国保年金課
　歳入歳出予算額　2,086,000千円
　（対前年度伸び率　3.6％）
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№ 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

7 議案第7号
秦野市居宅介護支援事業の基本方針等に
関する条例を制定することについて

高齢介護課

　次の理由により制定するもの
 (1)　介護保険法の一部改正により、本市において指定居宅介護支援及び基準
　　該当居宅介護支援の事業の基本方針、事業者の指定要件等を定める必要が
　　生じたこと。
 (2)　応益負担の観点から指定居宅介護支援事業者からの指定申請及び指定の
　　更新申請の事務について、本市が徴収する手数料及びその額を定めるこ
　　と。
　施行日　平成30年4月1日

8 議案第8号
秦野市個人情報保護条例の一部を改正す
ることについて

文書法制課

　行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正により、個人情
報の定義を明確化するとともに、特に配慮を要する個人情報として要配慮個人
情報の取扱いを規定するため、改正するもの
　施行日　平成30年4月1日

9 議案第9号
秦野市職員の給与に関する条例の一部を
改正することについて

人事課

　国家公務員に準じて、本市職員の給料月額及び勤勉手当の支給率を引き上げ
るとともに、配偶者に係る扶養手当の月額を引き下げ、及び子に係る扶養手当
の月額を引き上げるため、改正するもの
　施行日　公布の日。ただし、扶養手当に係る部分は、平成30年4月1日（給料
　　　　月額の引上げは、平成29年4月1日から適用。平成29年12月の勤勉手当
　　　　支給率について特例あり。）

10 議案第10号
秦野市特別職職員の給与等に関する条例
の一部を改正することについて

人事課
　本市職員の勤勉手当の支給率の引上げに準じて、市長、副市長及び教育長の
期末手当の支給率を引き上げるため、改正するもの
　施行日　公布の日（平成29年12月の期末手当支給率について特例あり。）

11 議案第11号
秦野市職員の退職手当に関する条例の一
部を改正する条例の一部を改正すること
について

人事課
　国家公務員に準じて、退職手当の基本額に係る調整率を引き下げるため、改
正するもの
　施行日　平成30年4月1日

12 議案第12号
秦野市手数料条例の一部を改正すること
について

財政課
予防課

　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より、同令に基づき
本市が定める危険物施設の設置許可申請等に係る手数料の額を引き上げるた
め、改正するもの
　施行日　平成30年4月1日
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13 議案第13号
秦野市立幼稚園入園料及び保育料徴収条
例等の一部を改正することについて

子育て支援課
障害福祉課

保育こども園課
教育総務課

　子育て支援を拡充することを目的として、未婚のひとり親に対し、税法上の
寡婦又は寡夫に係る非課税措置、所得控除及び調整控除を適用させるため、改
正するもの
　施行日　平成30年4日1日

14 議案第14号
秦野市立児童館条例の一部を改正するこ
とについて

こども育成課

　秦野市立千村児童館について、児童館機能を有する開放型自治会館の建設を
予定している千村地区自治会連合会に対し、その土地を返還するに当たり、
「公の施設」としての位置付けを廃止するため、改正するもの
　施行日　規則で定める日

15 議案第15号
秦野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ことについて

環境資源対策課
　現行の処理体制に即した一般廃棄物の処理手数料とするため、改正するもの
　施行日　公布の日

16 議案第16号
秦野市国民健康保険条例等の一部を改正
することについて

国保年金課

　持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す
る法律の施行に伴い、次のとおり改正するもの
 (1)  国民健康保険法施行令の一部改正により、被用者保険等保険者から選出
　　する秦野市国民健康保険運営協議会の委員の定数を定めること。
 (2)  地方税法の一部改正により、国民健康保険税を国民健康保険事業費納付
　　金として神奈川県に納付するよう改められたことに伴い、その課税額の規
　　定を同法の改正内容に合わせて改めること。
 (3)  高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、国民健康保険法の
　　規定による住所地特例を適用していた者を、本市が後期高齢者医療保険料
　　を徴収する者として追加すること。
　施行日　平成30年4月1日

17 議案第17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

　65歳以上の介護保険被保険者に係る保険料について、次の理由により改正す
るもの
 (1)　負担能力に応じた適切な賦課をするため、その所得等に応じた区分を12
　　段階から13段階に改めたうえで、平成30年度から平成32年度までの保険料
　　率を定めること。
 (2)　介護保険法施行令の一部改正により、その段階の判定に関する基準につ
　　いて、合計所得金額から、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び
　　短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いること。
　施行日　平成30年4月1日
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18 議案第18号
秦野市介護保険に係る指定地域密着型
サービス事業に関する条例の一部を改正
することについて

高齢介護課

　次の理由により改正するもの
 (1)　介護保険と障害福祉とのサービスを一体的に提供する共生型地域密着型
　　通所介護の制度が創設されたことに伴い、その運営の基本方針を定めるこ
　　と。
 (2)　介護保険法の一部改正により、条例で引用する同法の条項に移動が生じ
　　たこと。
　施行日　平成30年4月1日

19 議案第19号
秦野市指定介護予防支援等の事業に関す
る条例の一部を改正することについて

高齢介護課

　次の理由により改正するもの
 (1)　指定介護予防支援等の事業の運営に関する基準の一部改正により、指定
　　介護予防支援事業者が連携に努める相手方に指定特定相談支援事業者を追
　　加すること。
 (2)　条例の規定内容を明確に表すため、題名を改正すること。
 (3)　字句の整理をすること。
　施行日　平成30年4月1日

20 議案第20号
秦野市地域高齢者支援センターの人員等
に関する基準を定める条例の一部を改正
することについて

高齢介護課
　介護保険法施行規則の一部改正により、主任介護支援専門員の定義を改める
必要が生じたため、改正するもの
　施行日　公布の日

21 議案第21号
秦野市駅前広場管理条例の一部を改正す
ることについて

建設管理課
　鶴巻温泉駅南口周辺整備事業により工事完了する鶴巻温泉駅南口広場を駅前
広場として位置付けて管理するため、改正するもの
　施行日　供用開始の日

22 議案第22号 市道の廃止について 建設管理課 　市道に係る路線番号の見直しに伴い、市道を廃止するもの

23 議案第23号 市道の認定について 建設管理課 　市道に係る路線番号の見直しに伴い、市道を認定するもの
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24 議案第24号
平成２９年度秦野市一般会計補正予算
（第５号）を定めることについて

財政課

　歳入歳出補正見込額　60,988千円
 (1)  議員報酬及び手当て等（1,265千円）
 (2)  職員給与費（54,519千円）
 (3)  財政調整基金積立金（14,573千円）
 (4)  公共施設整備基金積立金（15,521千円）
 (5)  文化振興基金積立金（4,293千円）
 (6)  国県支出金等返納金（34,579千円）
 (7)  国民健康保険事業特別会計繰出金（△11,182千円）
 (8)  介護保険事業特別会計繰出金（△9,720千円）
 (9)  後期高齢者医療事業特別会計繰出金（△2,635千円）
 (10) 介護給付・訓練等給付費事業費（16,084千円）
 (11) 日中一時支援事業費（18,753千円）
 (12) 国庫関連市道改良事業費（△53,600千円）
 (13) 消防署西分署整備事業費（△64,997千円）
 (14) 市債償還元金（43,535千円）
　債務負担行為（ゼロ市債）の設定　87,842千円

25 議案第25号
平成２９年度秦野市水道事業会計補正予
算（第１号）を定めることについて

経営総務課 　債務負担行為（ゼロ市債）の設定　57,800千円

26 議案第26号
平成２９年度秦野市公共下水道事業会計
補正予算（第３号）を定めることについ
て

経営総務課 　債務負担行為（ゼロ市債）の設定　26,280千円

27 議案第27号
平成２９年度秦野市国民健康保険事業特
別会計補正予算（第２号）を定めること
について

国保年金課

　歳入歳出補正見込額　134,421千円
 (1)  職員給与費（△11,182千円）
 (2)  療養給付費支払準備基金積立金（1千円）
 (3)  一般被保険者保険税過誤納還付金（1,630千円）
 (4)  国県支出金等返納金（143,972千円）
　債務負担行為の設定　13,151千円

28 議案第28号
平成２９年度秦野市介護保険事業特別会
計補正予算（第３号）を定めることにつ
いて

高齢介護課
　歳入歳出補正見込額　△9,720千円
　　職員給与費（△9,720千円）
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29 議案第29号
平成２９年度秦野市後期高齢者医療事業
特別会計補正予算（第１号）を定めるこ
とについて

国保年金課
　歳入歳出補正見込額　△1,815千円
 (1)  職員給与費（△2,635千円）
 (2)  一日人間ドック事業費（820千円）

30 報告第1号 専決処分の報告について 建設管理課

　市道の管理瑕疵に係る損害賠償
　　賠償金額　　　71,056円
　　責任割合　　　70パーセント
　　専決処分日　　平成29年12月25日

31 報告第2号 専決処分の報告について 環境資源対策課

　施設の管理瑕疵に係る損害賠償
　　賠償金額　　　166,497円
　　責任割合　　　100パーセント
　　専決処分日　　平成30年2月8日

32 報告第3号 専決処分の報告について 建築住宅課

　秦野市市営住宅条例の一部改正
　公営住宅法施行令の一部改正により、条例で引用する同令の条項に移動が生
じたため、改正するもの
　施行日　公布の日

33 報告第4号 専決処分の報告について 高齢介護課

　秦野市介護保険に係る指定地域密着型介護予防サービス事業に関する条例の
一部改正
　介護保険法の一部改正により、条例で引用する同法の条項に移動が生じたた
め、改正するもの
　施行日　平成30年4月1日
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