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平成 29 年第１回牧之原市議会２月定例会市長提出議案について 
 
 

 補正予算  ６件  当初予算 ７件  条例制定 ３件  条例改正 １３件   

そ の 他 １０件  （合計 ３９件） 
 

 

議案第１号 平成２８年度牧之原市一般会計補正予算（第５号） 

                               ＜財政課＞ 

平成２８年度第５回目の補正予算として編成するもので、決算見込みによる精算

などで生じる不用額を基金へ積み立てる予算などについて、議決を求める。 

補正の主な内容は、市税などの決算見込みによる増額と執行見込みによる事業費

の減額から生じる不用額を財政調整基金（９.５億円）・減債基金（１億円）へ繰り

戻し、さらに、減債基金へ（約２.５億円）積立てを行うものである。 

＜その他＞ 

・ 債務負担限度額の追加１件、変更４件 

・ 繰越明許費の追加１４件 

・ 地方債の変更 

   【議決予定日：３月７日】 

議案第２号 平成２８年度牧之原市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

                               ＜市民課＞ 

今回の補正の主な内容は、国庫支出金、県支出金及び保険給付費の決算見込みに

よる増額で、歳入歳出それぞれ６，１７５万円を増額し、補正後の予算総額を６１

億３，５４２万９千円とするもの。                           

【議決予定日：３月７日】 

議案第３号 平成２８年度牧之原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

                               ＜市民課＞ 

今回の補正の主な内容は、基盤安定負担金確定による減額で、歳入歳出ともに、

４９５万８千円を減額し、補正後の予算総額を４億４，０１７万３千円とするもの。            

【議決予定日：３月７日】 

議案第４号 平成２８年度牧之原市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

                            ＜高齢者福祉課＞ 

 今回の補正の主な内容は、介護保険給付費の決算見込みによる減額で、歳入歳出

ともに、２億５，３２０万６千円を減額し、補正後の予算総額を４２億６９５万  

９千円とするもの。 

【議決予定日：３月７日】 

定例記者懇談会 資料№１ 
平成 29 年 2 月 22日 
総務部 総務課 
0548-23-0050 



 2 

議案第５号 平成２８年度牧之原市土地取得特別会計補正予算（第１号） 

                             ＜管理情報課＞ 

 今回の補正は、土地貸付収入及び基金預金利子の財産運用収入を土地開発基金に

積み立てるために繰り出すもので、歳入歳出ともに３３万５千円を増額し、補正後

の予算総額を４４万９千円とするもの。 

                         【議決予定日：３月７日】 

議案第６号 平成２８年度牧之原市水道事業会計補正予算（第１号） 

                               ＜水道課＞ 

平成２８年度第１回目の補正予算として編成するもので、２８年度・２９年度の

２か年で実施予定の大江配水池築造工事において、受注業者が精算一括払いを希望

したことにより、２８年度で支出を予定していた前払い金及び部金払いが不要と 

なったため、工事請負費などの減額を行う。 

                        【議決予定日：３月７日】 

議案第７号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約について 

                               ＜総務課＞ 

裾野市及び長泉町で構成する裾野長泉清掃施設組合が、共同処理する事務の追加

を理由とする当該組合規約の変更に伴い同組合の名称変更を行うため、必要となる

静岡県市町総合事務組合規約の変更を行うことについて、議会の議決を求める。     

【議決予定日：３月７日】 

議案第 ８号 津波避難タワーＥブロック（上部工）設置工事請負契約の一部変更

について      

議案第 ９号 津波避難タワーＫブロック設置工事請負契約の一部変更について                       

議案第１０号 津波避難タワーＬブロック設置工事請負契約の一部変更について   

                               ＜建設課＞ 

平成２８年６月定例会において議決をいただいた、津波避難タワーＥブロック

（上部工）設置工事（静波キャンプグラウンド北側）、Ｋブロック設置工事（福岡

区公民館北側）及びＬブロック設置工事（樋尻川南側）について、工事内容に変更

が生じ、契約金額を変更することとなるため、牧之原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条の規定に基づき、議会の議決を求め

る。                       【議決予定日：３月７日】             

議案第１１号 平成２９年度牧之原市一般会計予算 

                               ＜財政課＞                           

 一般会計の当初予算として提案するもので、予算規模としては、１９６．５億円

となる見込み。 

＜その他＞ 

・ 債務負担行為１件 

・ 地方債の設定                【議決予定日：３月２４日】 
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議案第１２号 平成２９年度牧之原市国民健康保険特別会計予算 

                               ＜市民課＞ 

 国民健康保険特別会計の当初予算として提案するもので、予算規模としては、 

６１億２６２万９千円となる見込み。歳出の主な内容は、医療費の保険者負担分、

後期支援金、介護納付金、健診等の保健事業費及び共同事業拠出金などを計上。                   

【議決予定日：３月２４日】  

議案第１３号 平成２９年度牧之原市後期高齢者医療特別会計予算 

                           ＜市民課＞ 

 後期高齢者医療特別会計の当初予算として提案するもので、予算規模としては、 

４億４，９６０万７千円となる見込み。歳出の主な内容は、広域連合への保険料、

保険基盤安定負担金相当分の負担金などを計上。  【議決予定日：３月２４日】 

議案第１４号 平成２９年度牧之原市介護保険特別会計予算 

                        ＜高齢者福祉課＞ 

介護保険特別会計の当初予算として提案するもので、予算規模としては、４５億

１，８７０万７千円となる見込み。歳出の主な内容は、第６期介護保険事業計画 

（平成２７年度～２９年度）に基づき算定した事業量に基づく介護保険サービス 

給付費や地域支援事業費などを計上。       【議決予定日：３月２４日】 

議案第１５号 平成２９年度牧之原市土地取得特別会計予算 

                             ＜管理情報課＞ 

土地取得特別会計の当初予算として提案するもので、予算規模としては、   

３２万５千円となる見込み。歳出の主な内容は、財産運用収入（財産貸付収入、  

基金利子等）を土地開発基金へ積み立てるための繰出金を計上。 

                        【議決予定日：３月２４日】 

議案第１６号 平成２９年度牧之原市農業集落排水事業特別会計予算 

                               ＜農政課＞ 

農業集落排水特別会計の当初予算として提案するもので、予算規模としては、 

１，１７６万円となる見込み。歳出の主な内容は、施設の管理費及び地方債元利  

償還金を計上。                 【議決予定日：３月２４日】 

議案第１７号 平成２９年度牧之原市水道事業会計予算 

                               ＜水道課＞ 

水道事業会計の当初予算として提案するもので、予算規模としては、収益的収入

が１０億９，３０１万２千円、収益的支出が９億７，５２７万４千円となる見込み。 

また、資本的収入は６億３，８４８万２千円、資本的支出が１０億３，４４２万

円となる見込みで、差引不足額３億９，５９３万８千円については当年度消費税 

及び地方消費税資本的収支調整額６，６６３万６千円及び過年度分損益勘定留保 

資金３億２，９３０万２千円により補てんする。   【議決予定日：３月２４日】 
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議案第１８号 静岡市及び牧之原市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約

について                    ＜企画課＞                              

静岡県中部５市２町による連携中枢都市圏の形成を図るため、静岡市及び牧之原

市において、地方自治法第２５２条の２第１項の規定に基づく連携中枢都市圏形成

に係る連携協約を締結することについて、議会の議決を求める。          

【議決予定日：３月２４日】 

議案第１９号 駿遠学園管理組合規約の変更について 

                             ＜社会福祉課＞   

駿遠学園管理組合が、駿遠学園グループホームにおいて行っている共同生活援助

事業を平成２９年３月末日で終了するため、組合規約第３条で定められている共同

処理事務及び同規約第１１条で定められている関係市町の分担金の分担割合の中

から、同事業に関する規定を削除するための改正を行うことについて、議会の議決

を求める。                   【議決予定日：３月２４日】 

議案第２０号 牧之原市議会議員及び牧之原市長の選挙における選挙運動用自動

車の使用等の公費負担に関する条例の制定について                   

 ＜総務課＞                            

公職選挙法において、都道府県又は市町村の条例により行うことができるとされ

ている選挙運動費用の公費負担のうち、本市において未実施となっている①選挙 

運動用自動車の使用、②選挙運動用ビラの作成（市長選挙に限る）、③ポスターの

作成、の３つに関する費用の公費負担制度を導入するため、本条例を制定する。 

                  【議決予定日：３月２４日】 

議案第２１号 牧之原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                    

 ＜総務課＞                             

児童福祉法の一部改正（平成２９年４月１日施行）に伴い、同法の規定の引用  

箇所（用語等）の修正に対応するための改正を行う。 【議決予定日：３月２４日】 

議案第２２号 牧之原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例            

 ＜総務課＞                             

平成２８年人事院勧告に伴う扶養手当の見直し及び相良幼稚園の認定子ども園

への移行に伴う職名の追加のための改正を行う。 

扶養手当の見直しの内容は、配偶者に係る手当額を他の扶養親族と同額まで減額

（13,000 円→6,500 円）し、それにより得られる原資を子に係る手当に配分（6,500

円→10,000 円）するもので、職名の追加については、保育教諭を追加するもの。 

【議決予定日：３月２４日】 

議案第２３号 牧之原市附属機関設置条例の一部を改正する条例        

 ＜総務課＞                              

牧之原市地域公共交通会議の担任事務の追加、牧之原市児童館等運営委員会の 

廃止及び牧之原市学校給食運営委員会の担任事務の修正を行うための改正を行う。 
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市地域公共交通会議に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定に 

基づく地域公共交通網形成計画の策定についての機能を持たせるため、同会議の 

担任事務に、当該担任事務を追加する。 

市児童館等運営委員会は、児童館や放課後児童クラブなどの運営について協議す

るための附属機関であるが、平成２６年４月１日に設置された子ども・子育て会議

の所掌事務の中に同委員会の所掌事務が含まれ、委員の役職構成も類似している状

況であることから、その機能を子ども・子育て会議に統合し、同委員会を廃止する。 

市学校給食運営委員会については、平成２９年４月に相良幼稚園が認定こども園

へ移行することに伴い、担任事務の条文中に「認定子ども園」の文言を加える。 

【議決予定日：３月２４日】 

議案第２４号 牧之原市個人情報保護条例及び牧之原市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に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例      

                             ＜管理情報課＞                          

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 

一部改正により、同法に第 19 条第８号及び第 26 条が追加されたことに伴い、同法

の規定の引用箇所の条ずれに対応するための改正を行う。 

                        【議決予定日：３月２４日】 

議案第２５号 牧之原市地域振興基金条例の制定について 

 ＜財政課＞ 

 市町村の合併に関する法律に基づく地方債等を財源として、将来必要な経費の 

財源確保をするため、本条例を制定する。     【議決予定日：３月２４日】 

議案第２６号 牧之原市税条例等の一部を改正する条例             

 ＜税務課＞                          

消費税率を８％から１０％に引き上げる時期が平成２９年４月１日から平成 

３１年１０月１日に延期されたことに伴い、消費税増税時期に合わせて改正する 

こととしていた「法人市民税所得割額の税率の引下げ」や「軽自動車税に環境性能

割を導入すること」などを延期するための改正を行う。 

                       【議決予定日：３月２４日】 

議案第２７号 牧之原市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例        

＜高齢者福祉課＞                              

デイサービスセンターしずなみの指定管理期間が、平成２９年３月３１日で終了

する。今後の市の方針として、介護保険デイサービス事業については民間事業者の

主導に任せ、市が事業者として実施しないことから、市デイサービスセンターの 

名称及び位置を定めた表から同施設を削除するための改正を行う。        

                       【議決予定日：３月２４日】 
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議案第２８号 牧之原市介護保険条例の一部を改正する条例            

                            ＜高齢者福祉課＞                          

消費税率の据置きに伴い、平成２９年４月１日から実施予定であった介護保険料

の第１段階から第３段階までの方の保険料軽減拡充の措置が見送りになること 

から、２８年度までと規定されていた第１段階の方の保険料を２９年度以降も据え

置くための改正を行う。             【議決予定日：３月２４日】 

議案第２９号 牧之原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基

準等に関する条例の一部を改正する条例   

議案第３０号 牧之原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する

条例 

＜高齢者福祉課＞                              

介護保険法及び関係政省令の一部改正により、平成２８年４月１日から地域密着

型通所介護の創設（＝小規模な通所介護の地域密着型サービスへの移行）が行われ

た。地域密着型通所介護に係る指定を受けた事業者が提供するサービスの基準に 

ついては、法令の規定を勘案して市が条例で定めるものとされ、条例改正が必要と

なったが、この改正については１年間の経過措置（平成２９年３月３１日までの 

施行）が設けられていることから、議案第２９号ではこのサービスの基準に関する

規定を追加するための、議案第３０号では介護保険法の規定の引用箇所の条ずれ等

に対応するための改正を行う。          【議決予定日：３月２４日】 

議案第３１号 牧之原市職員の特殊勤務手当に関する条例及び牧之原市議会の議

決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条

例の一部を改正する条例         

 ＜子ども子育て課＞                              

平成２９年４月に相良幼稚園が認定こども園へ移行することに伴い、牧之原市職

員の特殊勤務手当に関する条例及び牧之原市議会の議決に付すべき公の施設の廃

止又は長期かつ独占的利用に関する条例の条文中に、「認定こども園」又は「保育

教諭」の文言を加えるための改正を行う。     【議決予定日：３月２４日】 

議案第３２号 牧之原市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

                           ＜子ども子育て課＞ 

 市児童館等運営委員会の所掌事務が、市子ども・子育て会議の所掌事務と重複 

していることから、同委員会を廃止し、子ども・子育て会議に統合することに伴い、

子ども・子育て会議の委員の数及び会議について、必要な改正を行う。 

                        【議決予定日：３月２４日】 
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議案第３３号 牧之原市社会体育施設条例の一部を改正する条例 

                             ＜健康推進課＞                              

 牧之原市立片浜小学校の統合に伴い、平成２９年４月１日から同校の体育館を 

学校施設としてではなく社会体育施設として、市民等が引き続き使用できるように

するために必要な改正を行う。          【議決予定日：３月２４日】 

議案第３４号 牧之原市農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定について 

議案第３５号 牧之原市特別職の職員で非常勤のもの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 

                               ＜農政課＞ 

議案第３４号は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業委員会の 

委員の「公選制」が「議会の同意を要する市町村長による選任性」に改められた  

ことにより、委員の定数を地域の実情に応じて条例で定める必要があること、また、

農業委員会の委員とは別に現場活動を担うための「農地利用最適化推進委員」が 

新設され、その定数に関しても条例で定める必要があるため、牧之原市農業委員会

の選挙による委員の定数に関する条例を全部改正し、本条例を制定するもの。 

議案第３５号は、上記により新設された農地利用最適化推進委員の報酬を追加 

するための改正を行うもの。           【議決予定日：３月２４日】 

議案第３６号 相互救済事業の委託について 

                             ＜管理情報課＞ 

平成２９年度から相互救済事業（建物災害共済事業及び自動車損害共済事業）を

一般財団法人全国自治協会から公益社団法人全国市有物件災害共済会へ移行する

ことに伴い、地方自治法第２６３条の２第１項の規定により議会の議決を求める。       

【議決予定日：３月２４日】 

議案第３７号 牧之原市営土地改良事業（男神地区）の計画変更について 

                               ＜農政課＞ 

市営土地改良事業（男神地区）の計画変更に伴い、土地改良法第９６条の３   

第１項の規定に基づき、土地改良事業の計画変更について、議会の議決を求める。 

【議決予定日：３月２４日】 

議案第３８号 市道路線の廃止について 

議案第３９号 市道路線の認定について 

                             ＜建設管理課＞ 

議案第３８号は、道路法第１０条第１項の規定に基づき６路線の市道廃止を  

行うことについて、議案第３９号は、道路法第８条第２項の規定に基づき５路線の

市道認定を行うことについて、議会の議決を求める。 

【議決予定日：３月２４日】 
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 議会日程  

   ２月２７日（月） 本会議 提案説明、総括質疑 

   ３月 ７日（火） 本会議 通告質疑－委員会付託、一部議案審議－採決 

      ９日（木） 本会議 一般質問 

１０日（金） 本会議 一般質問 

     １４日（火）・１５日（水）・１６日（木） 委員会 予算連合審査 

     １７日（金） 委員会 付託議案審査 

     ２４日（金） 本会議 委員長報告－審議－採決  

 

 


