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平成３０年第２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  ５件  当初予算 ７件  条例制定 ５件  条例改正 １０件   

そ の 他  ６件  （合計 ３３件） 
 

 

議案第１号 平成２９年度牧之原市一般会計補正予算（第６号） 

                               ＜財政課＞ 

平成２９年度第６回目の補正予算として編成するもので、放射線防護対策事業の

追加や各事業の執行見込みから生じる不用額、市税の決算見込み及び繰越金などの

未計上額を財政調整基金や減債基金へ繰り戻すことが、主な内容となっている。 

  現 計 予算額  ２０，３３８，２７６千円   

  今 回 補正額     △４０４，７２２千円  

  補正後 予算額  １９，９３３，５５４千円               

   【議決予定日：３月８日】 

議案第２号 平成２９年度牧之原市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

                               ＜市民課＞ 

今回の補正の主な内容は、共同事業の決算見込み及び基盤安定負担金決定による

減額と、予備費減額分の基金積立金への増額で、歳入歳出それぞれ１億８０８万 

８千円を減額し、補正後の予算総額を６１億６，６１２万円とするもの。             

   【議決予定日：３月８日】 

議案第３号 平成２９年度牧之原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

                               ＜市民課＞ 

今回の補正の主な内容は、基盤安定負担金決定による減額と、保険料還付金及び

還付加算金の増額で、歳入歳出ともに、３７万５千円を減額し、補正後の予算総額

を４億５，１３４万７千円とするもの。 

【議決予定日：３月８日】 

議案第４号 平成２９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、４億２，０５９万１千円を減額し、補正後の予算総額を４２億４，９９３

万２千円とするもの。 

【議決予定日：３月８日】 

議案第５号 平成２９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
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積み立てるために繰り出すもので、歳入歳出ともに３２万６千円を増額し、補正後

の予算総額を６５万１千円とするもの。 

                         【議決予定日：３月８日】 

議案第６号 東遠工業用水道企業団規約の一部を変更する規約について 

                             ＜商工企業課＞ 

東遠工業用水道企業団の事務所を掛川市役所内へ移転することに伴い、事務所の

位置の変更が必要となるため、東遠工業用水企業団規約の一部を変更することに 

ついて、議会の議決を求める。 

     【議決予定日：３月８日】 

議案第７号 吉田町牧之原市広域施設組合規約の一部を変更する規約について 

                             ＜教育総務課＞ 

牧之原市と吉田町の小中学校における給食の年間実施回数が異なることから、 

吉田町牧之原市広域施設組合の学校給食共同調理に係る分担金のうち、児童生徒数

割で算出している部分について提供食数割へと変更する必要が生じたため、吉田町

牧之原市広域施設組合規約の一部を変更することについて、議会の議決を求める。 

    【議決予定日：３月８日】 

議案第８号 組織機構の改編に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について                   

 ＜総務課＞                             

平成３０年度の組織機構の改編に伴い、部名及び部の事務分掌又は課名等の変更

が必要となる以下の三つの条例について「組織機構の改編に伴う関係条例の整理に

関する条例」の制定という形で一括して改正を行う。  

≪改正する条例≫ 牧之原市部設置条例、牧之原市スポーツ推進審議会条例、 

牧之原市子ども・子育て会議条例      

      【議決予定日：３月８日】 

議案第９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２９年人事院の給与勧告に順じ、職員の給与に関する事項について次のとお

り改正を行う。 

民間給与との格差を埋めるため、世代間の給与配分の観点から若年層に重点を 

置きながら給料表の水準を平均で０．２％引き上げる。（平成２９年４月から遡及

適用）。勤勉手当について、平成２９年１２月の支給月数を０．１０月分引き上げ

０．９５月とし（平成２９年４月から遡及適用）、平成３０年４月からは引上げを

行った０．１０月分を６月分と１２月分に均等に配分し、支給月数を６月・１２月

ともに０．９０月とする。 

【議決予定日：３月８日】 

議案第１０号 牧之原市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例        

 ＜総務課＞                              
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市職員の勤勉手当の支給月数の引上げに準じて、特別職の期末手当の支給月数に

ついて次のとおり改正を行う。 

平成２９年１２月の支給月数を０．１０月分引き上げ２．３２５月とし（平成  

２９年４月から遡及適用）、平成３０年４月からは６月を２．１２５月、１２月を

２．２７５月とし、年間の支給月数を平成２９年度と同じ４．４月とする。             

 【議決予定日：３月８日】 

議案第１１号 市道大倉壱丁田線新設工事（１工区）請負契約の一部変更について      

議案第１２号 市道大倉壱丁田線新設工事（２工区）請負契約の一部変更について                        

                               ＜建設課＞ 

平成２９年６月定例会において議決をいただいた、市道大倉壱丁田線新設工事

（１工区）及び（２工区）の２件の工事請負契約について、工事内容に変更が生じ、

契約金額及び工期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８日】             

議案第１３号 平成３０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、２０４億８千万

円となる見込み。 

＜その他＞ 

・ 債務負担行為の設定５件 

・ 地方債の設定               

  【議決予定日：３月２２日】 

議案第１４号 平成３０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、 

４９億４，３３５万４千円となる見込み。歳出の主な内容は、保険給付費、事業費

納付金、健診等の保健事業費などを計上。平成３０年度から国民健康保険を県と市

町が共同で運営するため、新たな財政運営の仕組みに応じた予算を編成した。                   

【議決予定日：３月２２日】  

議案第１５号 平成３０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、 

４億６，４０８万２千円となる見込み。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２２日】 
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議案第１６号 平成３０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、４３億

４，９５０万３千円となる見込み。歳出の主な内容は、第７期介護保険事業計画 

（平成３０年度～３２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２２日】 

議案第１７号 平成３０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、   

４０万１千円となる見込み。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２２日】 

議案第１８号 平成３０年度牧之原市農業集落排水事業特別会計予算 

                               ＜農政課＞ 

農業集落排水事業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

１，１７６万２千円となる見込み。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２２日】 

議案第１９号 平成３０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１０億５，４５８万７千円、収益的支出が１０億１２２万８千円となる見込み。 

また、資本的収入は２億９５６万１千円、資本的支出が４億４，６４３万８千円

となる見込みで、差引不足額２億３，６８７万７千円については、過年度分損益  

勘定留保資金等により補てんする。         

【議決予定日：３月２２日】 

議案第２０号 牧之原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

                               ＜防災課＞                              

一般職の職員の給与に関する法律に規定されている扶養手当の支給額及び支給

対象が改正されることに伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政

令で定められている扶養親族加算額及び加算対象区分が改正されるため、本条例で

引用している補償基礎額の扶養親族加算額及び加算対象区分についての改正を 

行う。                     

 【議決予定日：３月２２日】 
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議案第２１号 牧之原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

                               ＜市民課＞   

平成３０年４月から、県も国民健康保険の保険者となり、県と市町がそれぞれの

役割を担って国民健康保険事業を運営することとなったことに伴い、市の役割と 

しての国民健康保険の事務を規定するための改正を行う。 

                   【議決予定日：３月２２日】 

議案第２２号 牧之原市国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正

する条例                   

 ＜市民課＞                            

平成３０年４月から国保財政の仕組みが変わることにより、保険給付費に要した

費用は、任意給付分を除いて県からの交付金で賄われる。これにより、年度内の  

保険給付費の支払が不足するリスクは低減するが、引き続き保険税等の収入不足や

制度改正に備える基金を保有する必要があるため、必要な改正を行う。 

                       【議決予定日：３月２２日】 

議案第２３号 牧之原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例    

                               ＜市民課＞                          

高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、平成３０年４月から本条例第２

条に規定している「保険料を徴収すべき被保険者」の条件を追加するための改正を

行う。                     【議決予定日：３月２２日】 

議案第２４号 牧之原市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措

置に関する条例を廃止する条例の制定について 

 ＜税務課＞ 

 原子力発電施設等立地地域として指定されている地域（相良地区）において、  

一定の設備投資をした法人の固定資産税の税率を一定期間引き下げる特別措置を

講じてきたが、適用期間が平成２８年度をもって満了していることから、本条例を

廃止する。                   

  【議決予定日：３月２２日】 

議案第２５号 牧之原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関

する条例の制定について       

＜高齢者福祉課＞                              

県からの権限移譲により、平成３０年４月１日から居宅介護支援等の事業の人員

及び運営の基準について市町が定めることとなるため、本条例を制定する。  

 【議決予定日：３月２２日】 

                 

議案第２６号 牧之原市デイサービスセンター条例を廃止する条例の制定につい

て       

＜高齢者福祉課＞                              
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市のデイサービスセンター事業は、牧之原市社会福祉協議会が指定管理者として

デイサービスセンターうたりの管理運営を行ってきたが、指定の期間が平成３０年

３月３１日で終了する。 

平成３０年４月以降は、市ではデイサービスセンター事業を行わない方針を定め

ているため、本条例を廃止する。  

 【議決予定日：３月２２日】                 

議案第２７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＞                          

３年ごとの介護保険計画の見直しにより、平成３０年度から３２年度までの各年

度における保険料を改正するとともに、介護保険法の改正に伴い市町村の質問検査

権に関する罰則の対象者の範囲を拡大するための改正を行う。 

             【議決予定日：３月２２日】 

議案第２８号 牧之原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例       

 ＜子ども子育て課＞                              

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部

改正に伴い、同法の規定の引用箇所などの修正に対応するための改正を行う。 

                       【議決予定日：３月２２日】 

議案第２９号 牧之原市片浜駐車場条例を廃止する条例の制定について 

                             ＜商工企業課＞ 

 本条例は、雇用促進住宅相良宿舎の入居者が利用する事を目的に、牧之原市片浜

駐車場を市の行政財産として管理するために制定されたものであるが、同宿舎が 

民間の全国民間賃貸サービス合同会社へ売却されたことにより、市の行政財産から

普通財産となったため、本条例を廃止する。    

【議決予定日：３月２２日】 

議案第３０号 牧之原市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

                             ＜建設管理課＞                              

 道路法施行令の改正に伴い、占用料の減免に関する規定の追加及び道路占用物の

占用料についての改正を行う。  

【議決予定日：３月２２日】 

議案第３１号 牧之原市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

                             ＜建設管理課＞  

平成２９年１１月に施工した市営住宅東海団地解体工事に伴い、東海団地建物を

完全に撤去したため、本条例中の東海団地に関する記載を削除するとともに、ほか

の団地の住所を地番表記に修正するための改正を行う。  

【議決予定日：３月２２日】 
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議案第３２号 市道路線の廃止について 

議案第３３号 市道路線の認定について                     ＜建設管理課＞                             

議案第３１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３２号は、道路法第８条第２項の規定に基づき８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２２日】 

 

【議会日程】 

 

 ２月２６日（月） 本会議 提案説明、総括質疑 

 ３月 ５日（月） 本会議 通告質疑－委員会付託 

委員会 補正予算連合審査 付託議案審査 

    ７日（水） 本会議 一般質問 

８日（木） 本会議 一般質問 

   一部議案 審議－採決 

   １２日（月）・１３日（火）・１４日（水） 委員会 当初予算連合審査 

   １５日（木） 委員会 付託議案審査 

   ２２日（木） 本会議 委員長報告－審議－採決  

 

 

 

 




