第 70 回加東市議会（12 月定例会）議案一覧表（第１日）

第 82 号議案

平成 28 年度加東市一般会計補正予算（第 7 号）

歳入歳出それぞれ 400,643 千円追加するもの。
歳入の主なものは、国補正予算関連及び災害復旧事業等に係るもので、地元分担金
を 20,010 千円、国庫支出金を 117,130 千円、県支出金を 61,478 千円それぞれ増額す
るほか、緊急防災・減災事業債及び補正予算債など市債を 249,400 千円増額し、財政
調整基金繰入金を 43,655 千円減額する。
歳出の主なものは、各科目で、人事異動及び給与改定等に伴い人件費を補正するほ
か、総務費では財産管理事業（旧東条庁舎別館施設利用権）で 18,292 千円の増額、
参議院議員通常選挙事業（事業費確定）で 3,615 千円の減額、民生費では臨時福祉給
付金事業（国補正予算関連）で 100,965 千円、障害児通所支援等給付事業（通所者の
増）で 21,400 千円、保育所運営事業（第 2 子以降保育料軽減事業の実施ほか）で 14,254
千円それぞれ増額、衛生費では水道事業会計補助及び出資事業で 39,200 千円（国補
正予算関連）、農林水産業費では農村地域防災減災事業で 50,000 千円（国補正予算
関連）の増額、商工費では道の駅管理運営事業（駐車場改修工事）で 46,000 千円の
増額、土木費では市単独事業（市道花折学校線ほか交差点改良事業）で 2,500 千円、
公営住宅維持補修事業で 2,863 千円それぞれ増額、消防費では常備消防事業で
179,538 千円（加東消防署建設負担金）、教育費では小学校整備事業で 31,269 千円（国
補正予算関連ほか）の増額、災害復旧費では 38,218 千円増額する。

第 83 号議案

平成 28 年度加東市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

歳入歳出それぞれ 861 千円減額するもの。
人事異動及び給与改定等に伴い人件費を補正するほか、社会保障・税番号制度運用
テストに係る経費を増額する。

第 84 号議案

平成 28 年度加東市介護保険保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

歳入歳出それぞれ 4,106 千円追加するもの。
人事異動及び給与改定等に伴い人件費を補正するほか、社会保障・税番号制度運用
テストに係る経費及び介護給付適正化支援システム導入経費を増額する。
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第 85 号議案

平成 28 年度加東市介護保険サービス事業特別会計補正予算（第 2 号）

歳入歳出それぞれ 6,031 千円減額するもの。
人事異動及び給与改定等に伴い人件費を補正するほか、訪問看護サービス利用者の
増により当該サービス収入を 1,317 千円増額する。

第 86 号議案

平成 28 年度加東市水道事業会計補正予算（第 3 号）

3 条予算の収入では、営業外収益〔無形固定資産（旧東条庁舎別館施設利用権）の
売却に伴う収益化〕を 10,393 千円増額し、支出では、人事異動及び給与改定等に伴
い人件費を補正するほか、特別損失（水道管撤去等請求事件完結相殺分）をあわせて
1,228 千円減額する。
4 条予算の収入では、出資金及び補助金（国補正予算関連等）を増額するほか、固
定資産売却代金（旧東条庁舎別館施設利用権）をあわせて 95,795 千円増額し、支出
では、委託料及び工事請負費（国補正予算関連等）の増減のほか、人事異動及び給与
改定等に伴う人件費の補正をあわせて建設改良費を 129,950 千円増額する。

第 87 号議案

平成 28 年度加東市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

3 条予算の支出では、人事異動及び給与改定等に伴う人件費等で 1,300 千円減額す
る。
4 条予算の収入では、企業債及び補助金（国補正予算関連）をあわせて 46,628 千円
増額し、支出では、委託料及び工事請負費（国補正予算関連）の増減のほか、給与改
定等に伴う人件費の補正をあわせて、48,585 千円増額する。

第 88 号議案

平成 28 年度加東市病院事業会計補正予算（第 3 号）

3 条予算の収入では、医業収益を 127,782 千円及び特別利益（訴訟に係る保険金）
を 1,080 千円増額し、支出では、人事異動及び給与改定等に伴い人件費を補正するほ
か、患者数の増等による材料費及び経費をあわせて医業費用で 10,032 千円増額。ま
た、特別損失（訴訟に係る費用）を 1,080 千円増額する。

第 89 号議案

加東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制

定の件
人事院勧告を踏まえ、市職員給与について、国の行政職俸給表の平均改定率 0.20％
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と同水準で改定し、勤勉手当を 0.1 カ月分引上げるほか、配偶者と子に係る手当につ
いて見直しを行うこと、及び民間労働法制の改正内容に即して、介護休暇等の見直し
を行うため条例を改正するもの。なお、給与改定及び勤勉手当の改正は、平成 28 年 4
月に遡及し、介護休暇等の見直しは、平成 29 年 1 月 1 日から施行する。
【改正する条例】
(1) 加東市一般職の職員の給与に関する条例
(2) 加東市職員の育児休業等に関する条例
(3) 加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(4) 加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

第 90 号議案

加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件
常勤の特別職の期末手当について、平成 29 年度から 0.1 カ月引上げを行うために
改正するもの。

第 91 号議案

加東市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例制定の件
議員の期末手当について、平成 29 年度から 0.1 カ月引上げを行うために改正する
もの。

第 92 号議案

加東市税条例の一部を改正する条例制定の件

外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関
する法律の一部が改正されることに伴い、個人の市民税の課税の特例を新たに規定す
るために改正するもの。
第 93 号議案

加東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件

外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関
する法律の一部が改正されることに伴い、国民健康保険税の課税の特例を新たに規定
するために改正するもの。

第 94 号議案

加東市印鑑条例の一部を改正する条例制定の件

平成 29 年 4 月から証明書コンビニ交付サービスを開始することに伴い、当該サー
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ビスに係る規定について、国の印鑑登録証明事務処理要領に準拠した内容とするため
に改正するもの。

第 95 号議案

加東市手数料条例の一部を改正する条例制定の件

平成 29 年 4 月から証明書コンビニ交付サービスを開始することに伴い、当該交付
に係る手数料を 250 円とし、あわせて税関係証明の手数料を明確化するために改正す
るもの。

第 96 号議案

加東市東条障害者自立生活支援センター条例を廃止する条例制定の件

加東市東条障害者自立生活支援センター（位置

加東市吉井 610 番 7）について、

当該センターの設置及び管理に関する条例を廃止すもの。

第 97 号議案

加東市南山活性化支援施設条例制定の件

平成29年4月に供用開始する加東市南山活性化支援施設（位置

加東市南山一丁目4

番地2）について、その設置及び運営に関し必要な事項を定める条例を制定するもの。

第 98 号議案

加東市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件

市営住宅について、加東ケーブルビジョンの事業が終了し、平成 29 年 4 月から eo
光テレビへ移行することに伴い、テレビ視聴料が発生することから、当該料金に係る
使用料等について必要な事項を定めるために改正するもの。
第 99 号議案

加東市病院事業に地方公営企業法の財務規定等を除く規定を適用する

こと等に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件
平成 29 年度から病院事業に地方公営企業法の財務適用等を除く規定を適用するこ
と、並びに介護老人保健施設及び訪問看護ステーションでの事業を病院事業の附帯事
業とすることから、関係条例を改正するもの。
【改正する条例】
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

加東市事務分掌条例
加東市情報公開条例
加東市個人情報保護条例
加東市職員定数条例
加東市職員の服務の宣誓に関する条例
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

加東市職務に専念する義務の特定に関する条例
加東市特別会計条例
加東市介護老人保健施設条例
加東市訪問看護事業の運営及び訪問看護ステーション条例
加東市防災会議条例
加東市病院事業の設置等に関する条例
加東市病院事業使用料及び手数料条例
加東市私債権管理条例

第 100 号議案

基幹系システム用機器購入の件

基幹系システム用機器購入契約（ノート型パソコン77台、デスクトップ型パソコン
23台、ページプリンタ45台及び附属品）を締結するに当たり、議会の議決を求めるも
の。契約額

21,060千円

同意第 7 号

人権擁護委員の推薦の件
ご と う ゆうえい

現委員である後藤 友 栄 氏の任期が、平成 29 年 3 月 31 日に満了するため、同氏を
引き続き委員として推薦することについて、議会の同意を得ようとするもの。
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