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No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

1 議案第36号
秦野市附属機関の設置等に関する条例の
一部を改正することについて

健康づくり課

　自殺対策基本法の一部改正により市町村に策定が義務付けられた自殺対
策計画を策定し、その推進を図ることを目的に、市長の附属機関として秦
野市自殺対策推進委員会を設置するため、改正するもの
　施行日　公布の日

2 議案第37号
秦野市特別職職員の給与等に関する条例
及び秦野市職員の退職手当に関する条例
の一部を改正することについて

人事課
　副市長及び教育長の給料月額及び退職手当について、秦野市特別職報酬
等審議会の建議を踏まえ、減額措置を廃止するため、改正するもの
　施行日　公布の日

3 議案第38号
秦野市市税条例の一部を改正することに
ついて

市民税課
資産税課

産業政策課

　地方税法の一部改正により、生産性向上特別措置法に規定する認定先端
設備等導入計画に従って市内中小企業等が取得した設備等について、固定
資産税の課税標準に係る特例率を定めるため、改正するもの
　施行日　規則で定める日

4 議案第39号
秦野市企業等の立地及び施設再整備の支
援に関する条例の一部を改正することに
ついて

産業政策課

　企業等の新規立地及び市内企業等の施設再整備の促進を目的として、奨
励処置の対象となる立地のための土地の取得及び賃借並びに施設再整備の
着手に係る期限を廃止するとともに、その操業開始に係る期限を延長し、
企業等を支援するため、改正するもの
　施行日　公布の日

5 議案第40号
秦野市市営住宅条例の一部を改正するこ
とについて

建築住宅課

　地域の権限を拡大するための改革一括法による「公営住宅法」の一部改
正により、公営住宅入居者の収入申告義務が緩和されたことに伴い、認知
症等により申告が困難な者について、法令の規定に基づき本市が収入を把
握することとするため、改正するもの
　施行日　公布の日
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6 議案第41号 工事請負契約の締結について
契約課

くらし安全課
建築住宅課

　秦野自転車駐車場整備事業建設工事（平成３０年度継続費設定）の請負
契約を締結するもの

7 議案第42号 動産の取得について
契約課

警防対策課
　消防署南分署配置の化学消防ポンプ自動車の老朽化に伴い、車両を更新
するもの

8 議案第43号 動産の取得について
契約課

警防対策課
　消防署南分署配置の消防ポンプ自動車の老朽化に伴い、車両を更新する
もの

9 議案第44号 専決処分の承認について 保育こども園課

　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正によ
り、秦野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
一部を早急に改正する必要があるため、専決処分したもの
　専決処分日　平成30年3月30日
　施　行　日　平成30年4月1日

10 議案第45号 専決処分の承認について 市民税課

　地方税法の一部改正により、秦野市市税条例の一部を早急に改正する必
要があるため、専決処分したもの
　専決処分日　平成30年3月31日
　施　行　日　平成30年4月1日

11 議案第46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るため、専決処分したもの
　専決処分日　平成30年3月31日
　施　行　日　平成30年4月1日
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12 議案第47号 専決処分の承認について 保育こども園課

　子ども・子育て支援法施行令の一部改正により、秦野市特定教育・保育
及び特定地域型保育の利用者負担額等を定める条例の一部を早急に改正す
る必要があるため、専決処分したもの
　専決処分日　平成30年3月31日
　施　行　日　平成30年4月1日

13 議案第48号
平成３０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　17,826千円
 (1)  生活保護事務費（1,620千円）
 (2)  自殺対策事業費（△16千円）
 (3)  観光施設維持管理費（954千円）
 (4)  市道舗装費（9,810千円）
 (5)  市道改良事業費（4,880千円）
 (6)  かながわ学びづくり推進事業費（458千円）
 (7)  「いのち」を大切にする心をはぐくむ教育推進事業費(120千円）

14 議案第49号
平成３０年度秦野市公共下水道事業会計
補正予算（第１号）を定めることについ
て

経営総務課
　継続費の変更　90,000千円
　　浄水管理センター改築事業費（汚泥処理棟）

15 議案第50号 秦野市農業委員会の委員の任命について 人事課
　農業委員会等に関する法律第4条の規定による農業委員会の委員の任期が
本年6月20日に満了するので、後任の委員を任命するため、議会の同意を求
めるもの(定員１２名）

16 報告第7号
平成２９年度秦野市一般会計継続費繰越
計算書

財政課

　繰越額　292,941,800円
　内訳
　本庁舎耐震対策事業費（実施設計委託業務費及び工事費）
　（委託料、工事請負費）　245,416,000円　ほか2件

17 報告第8号
平成２９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　504,840,000円
　内訳
　秦野駅北口地区公共床取得費（負担金）　128,000,000円　ほか8件
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18 報告第9号
平成２９年度秦野市水道事業会計予算繰
越計算書

経営総務課

　繰越額　74,200,000円
　内訳
　導水管送水管耐震化事業費（戸川猿渡導水管改良工事）
　（工事請負費）　30,000,000円　ほか2件

19 報告第10号
平成２９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　378,573,000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）　378,573,000円

20 報告第11号
平成２９年度秦野市公共下水道事業会計
予算繰越計算書

経営総務課

　繰越額　53,800,000円
　内訳
　雨水枝線管きょ整備事業費（大根第8雨水枝線整備工事）
　（工事請負費）　46,000,000円　ほか1件

21 報告第12号 秦野市土地開発公社の経営状況について 資産経営課
　地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成30年度事業計画及び収支
予算並びに平成29年度事業報告及び収支決算に関する書類を提出するもの

22 報告第13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、平成30年度事業計画及び収支
予算並びに平成29年度事業報告及び収支決算に関する書類を提出するもの

23 報告第14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、平成30年度事業計画及び収支
予算並びに平成29年度事業報告及び収支決算に関する書類を提出するもの
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24 報告第15号 専決処分の報告について 建設総務課

　市道の管理瑕疵に係る損害賠償
　　賠償金額　　52,736円
　　責任割合　　100パーセント
　　専決処分日　平成30年4月25日

25 報告第16号 専決処分の報告について 建設総務課

　市道の管理瑕疵に係る損害賠償
　　賠償金額　　228,096円
　　責任割合　　60パーセント
　　専決処分日　平成30年5月11日

26 報告第17号 専決処分の報告について 建設総務課

　市道の管理瑕疵に係る損害賠償
　　賠償金額　　432,230円
　　責任割合　　100パーセント
　　専決処分日　平成30年5月11日

27 報告第18号 専決処分の報告について 経営総務課

　物損事故に係る損害賠償
　　賠償金額　　73,850円
　　過失割合　　100パーセント
　　専決処分日　平成30年5月17日

28 報告第19号 専決処分の報告について 建築住宅課

　施設の管理瑕疵に係る損害賠償
　　賠償金額　　339,560円
　　責任割合　　100パーセント
　　専決処分日　平成30年5月18日

29 報告第20号 専決処分の報告について 高齢介護課

　秦野市介護保険条例の一部を改正する条例
　介護保険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、改正したもの
　専決処分日　平成30年4月25日
　施　行　日　平成30年8月1日
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