第７２回加東市議会（３月定例会）議案要旨
第２号議案

平成２８年度加東市一般会計補正予算（第８号）

歳入歳出それぞれ 646,686 千円減額するもの。
歳入は、今後の収入見込み及び額の確定により、市税を 288,268 千円、地方交付
税を 179,917 千円、県支出金を 10,681 千円増額するが、譲与税及び交付金を 67,101
千円、分担金及び補助金を 15,089 千円、国庫支出金を 166,069 千円、諸収入を 75,355
千円、市債を 396,000 千円減額する。
歳出予算では、事業の執行見込み等または事業の追加による増減で、民生費を
79,019 千円、農林水産業費を 98,183 千円、商工費を 26,264 千円、土木費を 250,790
千円、消防費を 206,019 千円、教育費を 42,683 千円、公債費を 10,415 千円減額す
る。なお、追加する事業は、農村地域防災減災事業（国の補正予算）、公営住宅建
設事業（小元団地解体工事等）、体育施設管理事業（東条第一体育館土地取得）で
ある。
また、歳入歳出の収支決算見込みにより、歳入予算では財政調整基金繰入金を
390,020 千円減額するとともに、歳出予算では公共施設整備基金に 300,000 千円積
み立てを行う。
第３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３号）

歳入歳出それぞれ 177,194 千円減額するもの。
歳入は、保険税を収入見込みにより減額し、国・県支出金及び療養給付費等の交
付金については、額の確定または見込みにより増減する。また、一般会計繰入金を
職員給与費等の支出見込みにより増減するほか、延滞金を増額し、歳入及び歳出の
補正の結果、財政調整基金繰入金を減額する。
歳出は、総務費を事務経費の見込みにより減額し、保険給付費については、給付
見込みにより医療費、高額療養費を減額し、葬祭費を増額する。また、後期高齢者
支援金等や共同事業拠出金等の支援金、納付金及び拠出金を見込みにより増減する
ほか、保健事業費及び予備費を減額する。
第４号議案

平成２８年度加東市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

歳入歳出それぞれ 6,391 千円減額するもの。
歳入は、保険料を収入見込みにより増額し、一般会計繰入金を保険基盤安定負担
金の確定により減額、諸収入を保険料還付金等の見込みにより減額する。
歳出は、歳入の補正に伴い後期高齢者医療広域連合納付金及び保険料還付金等を
減額する。
第５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４号）

歳入歳出それぞれ 28,190 千円減額するもの。
歳入は、保険料を収入見込みにより減額するほか、歳出の補正に伴い国・県支出
金、支払基金交付金及び繰入金を減額する。
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歳出は、総務費については、人件費等の事務経費や介護認定審査件数の減に伴い
委員報酬及び委託料等を減額し、介護保険制度の改正等に伴うシステム改修経費
（繰越明許費）を増額する。保険給付費については、本年度の給付見込みにより各
サービス費等を増減するほか、地域支援事業費については、事業の執行見込みによ
り減額する。
第６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３号）

歳入歳出それぞれ 81 千円増額し、平成 29 年 3 月 31 日をもって打切決算となる
ため一時借入金の借入れ最高額を 35,000 千円と定めるもの。
歳入は、各サービスの収入見込みにより、介護サービス収入を減額し、介護予防
サービス収入及び医療分に係る訪問看護収入（雑入）を増額するほか、一般会計か
ら運営事業分の繰入金及び公用車の事故に係る保険金を増額する。
歳出は、各事業の本年度の見込みにより、各事業を増減するほか、補償、補填及
び賠償金については、示談中である公用車の交通事故に係る賠償金を増額する。
第７号議案

平成２８年度加東市水道事業会計補正予算（第４号）

第 3 条予算の収入は、給水収益の収入見込み等により営業収益を 7,484 千円減額
するが、固定資産除却分に伴う長期前受金の収益化及び加入分担金の増により営業
外収益を 84,240 千円増額するため、水道事業収益を 76,756 千円増額する。支出は、
執行見込みにより原水及び浄水費、配水及び給水費及び総係費を減額し、減価償却
費を取得資産の増により 17,900 千円、資産減耗費を上鴨川才ノ神池ダム使用権除
却等により 87,891 千円を増額するため、水道事業費用を 92,516 千円増額する。
第 4 条予算の収入は、事業費確定及び見込みにより工事負担金を減額するため、
資本的収入を 16,279 千円減額する。支出は、工事等に係る委託料、工事請負費、
用地購入費及び補償費の減及び料金システム等の更新経費の確定により建設改良
費を 181,961 千円減額し、平成 27 年度消費税確定により国庫補助金返還金を 2,343
千円増額するため、資本的支出を 179,618 千円減額する。
第８号議案

平成２８年度加東市下水道事業会計補正予算（第４号）

第 3 条予算の収入は、下水道使用料の収入見込み、雨水処理費に係る一般会計負
担金及び各種更新等手数料の増減により営業収益を 19,104 千円減額し、額の確定
及び見込みにより一般会計補助金や国・県補助金等の増減により営業外収益を
12,963 千円減額し、使用料遡及分に係る特別利益を 495 千円増額するため、下水道
事業収益を 31,572 千円減額する。支出は、執行見込み等によりポンプ場費、処理
場費、雨水処理費、業務費及び総係費を減額し、減価償却費を取得資産の増により
6,973 千円増額するため、下水道事業費用を 36,842 千円減額する。
第 4 条予算の収入は、工事費等の減額に伴い企業債を 55,800 千円減額するほか、
受益者負担金などの負担金を 5,300 千円減額、補助金については、国庫補助額の確
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定等により 84,799 千円を減額するため、資本的収入を 145,899 千円減額する。支
出は、工事等に係る委託料、工事請負費、用地購入費及び負担金の減など建設改良
費を減額するため、資本的支出を 142,334 千円減額する。
第９号議案

平成２８年度加東市病院事業会計補正予算（第４号）

第 3 条予算の収入は、収入見込みによりその他医業収益を減額するが、入院収益
を増額するため、病院事業収益を 14,904 千円増額する。支出は、実績見込みによ
り給与費を減額するほか、光熱水費に係る経費及び減価償却費並びに企業債利息等
に係る支払利息及企業債取扱諸費を減額するため、病院事業費用を 24,495 千円減
額する。
第 4 条予算の支出は、実績見込みにより有形リース資産購入費及び企業債償還金
を減額するため、資本的支出を 7,300 千円減額する。
平成２９年度

予算概要

平成 29 年度加東市当初予算総額は、36,293,064 千円。対前年度 5.18％減、額に
して 1,983,730 千円の減。
一般会計は、対前年度 9.06％減、額にして 1,929,000 千円の減。主な減額の要因
は、常備消防事業における加東消防署建設負担金や災害対策事業における防災行政
無線（同報系）整備事業費などの減によるもの。
特別会計・企業会計では、介護保険サービス事業における介護老人保健施設事業
と訪問看護事業を病院事業部の組織形態に合わせ、平成 29 年度から公営企業法の
全部を適用する病院事業会計へ移管します。移管に伴い、介護保険サービス事業特
別会計を廃止し、病院事業会計については、会計全体で対前年度 15.89％増。
各会計の詳細は、以下のとおり。
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※企業会計の予算額は、３条及び４条の支出の合計額
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会計廃止による皆減

第 10 号議案
第 11 号議案
第 12 号議案
第 13 号議案
第 14 号議案
第 15 号議案
第 16 号議案

平成２９年度加東市一般会計予算
平成２９年度加東市国民健康保険特別会計予算
平成２９年度加東市後期高齢者医療特別会計予算
平成２９年度加東市介護保険保険事業特別会計予算
平成２９年度加東市水道事業会計予算
平成２９年度加東市下水道事業会計予算
平成２９年度加東市病院事業会計予算

第 17 号議案

加東市個人情報保護条例等の一部を改正する条例制定の件

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一
部が改正されることに伴い、所要の改正を行うもの。
第 18 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

平成 29 年度から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
ことに伴い、所要の改正を行うもの。
第 19 号議案

加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例制定の件

加東市病院事業（加東市民病院、ケアホームかとう及び加東市訪問看護ステーシ
ョン）について、平成 29 年度から地方公営企業法の財務規定等を除く規定を適用
することに伴い、同法第 38 条第 4 項の規定により、給与の種類及び基準を定める
もの。
第 20 号議案

加東市病院事業管理者の給与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規定等を除く規定を適用す
ることに伴い、特別職となる病院管理者の給与に関し必要な事項を定めるもの。
第 21 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

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正されたことに伴い、特別
職となった教育長の給料の月額を定めるため、所要の改正を行うもの。
第 22 号議案

加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び加東市職員の育児休
業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、育児休業等の育児に係
る子について、特別養子縁組成立前の監護期間中の者等、法律上の子に準ずる者も
対象とするよう範囲が拡大されたことに伴い、所要の改正を行うもの。
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第 23 号議案

加東市条件附採用期間中の職員の分限に関する条例制定の件

地方公務員法の分限に関する規定の適用除外である条件附採用期間中の職員に
ついての分限に関する規定がないことから、採用した職員が適性を欠く場合等の分
限について、必要な事項を定める条例を制定するもの。
第 24 号議案

加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例制定の件

加東市障害者計画策定に関する所掌事務の移管に伴い加東市障害者計画策定委
員会を廃止すること。また、加東市人口ビジョン及び加東市総合戦略の策定等並び
に加東市配偶者等暴力対策基本計画の策定等を行う委員会を設置することに伴い、
その委員報酬を定めるため、所要の改正を行うもの。
第 25 号議案

加東市税条例等の一部を改正する条例制定の件

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法
及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が施行されたこ
と及び市民税の寄附金に係る税額控除の対象の拡充並びにそれらに伴い、所要の
改正を行うもの。
第 26 号議案

加東市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定の件

兵庫県の福祉医療費助成事業のうち、老人医療費助成事業が廃止され、高齢期移
行助成事業が創設されるため、所要の改正を行うもの。なお、助成対象者等の要件
は、現行の老人医療費助成事業と同じ。
第 27 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

介護保険法の一部改正により、兵庫県から移譲された指定地域密着型サービスの
事業者等の申請の審査に係る手数料を定めるため、所要の改正を行うもの。
第 28 号議案

加東市避難行動要支援者名簿に関する条例制定の件

避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる名簿の作成
及び避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定める条例を制定するもの。
第 29 号議案

加東市商工業振興基本条例制定の件

商工業の基盤強化及び経営の健全化を促進し、もって地域社会の活性化及び市民
生活の向上に資するため、商工業の振興の基本理念及び基本施策を定める条例を制
定するもの。
第 30 号議案

加東市水道事業及び下水道事業運営審議会条例制定の件

水道事業及び下水道事業の運営について審議するため、加東市水道事業及び下水
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道事業運営審議会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 31 号議案

加東市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例制定の件

加東市立の幼稚園、小学校及び中学校の学校医及び学校歯科医の報酬について、
基本額を兵庫県立学校医等の報酬の改正額と同水準に改正を行うもの。
第 32 号議案

加東市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例制定の件

児童福祉法の一部が改正されることに伴い、所要の改正を行うもの。
第 33 号議案

加東市社コミュニティセンター条例を廃止する条例制定の件

加東市公共施設の適正化に関する計画に基づき、公の施設としての用途を廃止す
るため、当該条例を廃止するもの。
第 34 号議案

加東市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定の件

健康診断、人間ドック等について、受診者数の増加を促すため近隣病院の現状を
踏まえた料金体系に見直すことに伴い、所要の改正を行うもの。
第 35 号議案

加東市議会議員及び加東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関
する条例の一部を改正する条例制定の件

公職選挙法施行令の一部が改正され、国会議員の選挙運動において、選挙運動用
自動車の使用等に対する公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、同令に準
じて定める市議会議員及び市長の選挙における公費負担の限度額について、同令で
定める額とするため、所要の改正を行うもの。
第 36 号議案

相互救済事業の委託について

現在、加東市が委託している一般社団法人全国自治協会の相互救済事業に係る分
担金が、平成 29 年 4 月 1 日以後の契約から大幅に増額となるため、委託先を公益
社団法人全国市有物件災害共済会に変更するもので、当該共済会に委託するに当た
り、地方自治法第 263 条の 2 第 1 項の規定により、議決を求めるもの。
第 37 号議案

市有財産の処分の件（加東市ケーブルテレビ施設の設備の一部）

加東市ケーブルテレビ施設の設備の一部を株式会社ケイ・オプティコムに無償で
譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 6 号の規定により、議決を求
めるもの。
第 38 号議案

市有財産の処分の件（加東市ケーブルテレビ施設の設備の一部）

加東市ケーブルテレビ施設の設備の一部を国立大学法人兵庫教育大学に無償で
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譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 6 号の規定により、議決を求
めるもの。
第 39 号議案

市道路線の認定の件

社地内の開発行為により、帰属を受けた道路を広野学校線支線２号線として市道
に認定することについて、道路法第 8 条第第 2 項の規定により、議決を求めるもの。
第 40 号議案

防災行政無線デジタル同報系システム整備工事変更請負契約締結の件

平成27年6月26日第59回加東市議会定例会において議決を経て契約した防災行政
無線デジタル同報系システム整備工事について、変更請負契約を締結するため、加
東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定
により、議決を求めるもの。
同意第１号

加東公平委員会委員の選任の件
くにちかよりひろ

現委員である邦近從宏氏の任期が、平成 29 年 5 月 18 日に任期満了となるため、
ふじわらてるみ

新たに藤原照美氏を次期委員として選任することについて、同意を得ようとするも
の。
同意第２号

人権擁護委員の推薦の件
な か た に ま さ え

現委員である中谷眞佐惠氏の任期が、平成 29 年 6 月 30 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、同意を得ようとするもの。
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