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野洲市資料提供 

提 供 年 月 日 平成 30年 5月 25日 

担 当 部 課 政策調整部 広報秘書課 

 

平成３０年第３回野洲市議会定例会提出案件について 

 

  ■日程   会期日程のとおり（２２日間） 

  ■案件   報告２件 

        議案９件 

         内訳：補正予算   ２件 

            条例     ６件 

            その他    １件 

 

１ 繰越計算書の報告 ２件 

 □報告第１号 平成 29 年度野洲市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について 

   繰越明許費として担い手確保・経営強化支援事業補助金他６件の事業について、繰

越計算書を調製したので、地方自治法施行令第 146条第２項の規定により報告する。 

 □報告第 2号 平成 29 年度野洲市水道事業会計予算繰越計算書について 

   三上地区配水管布設工事実施設計業務委託事業１件について繰り越しを行ったので、

地方公営企業法第 26条第 3項の規定により繰越計算書にて報告する。 

 

２ 補正予算 ２件 

□議第 55 号 平成 30 年度野洲市一般会計補正予算(第２号)  

①予算額 

・補正前予算額  ２０，０７６，４５１千円 

・補正額          ５，０９６千円 

・補正後予算額  ２０，０８１，５４７千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・母子生活支援施設措置に伴う措置費の財源として国庫支出金の増額（1,694 千円）、

県支出金の増額（847千円） 

・生活保護費の基準額等改正に伴うシステム改修委託料の財源として国庫支出金の

増額（810千円） 

・財源調整として繰越金の増額（1,745千円） 
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【歳出】 

・母子生活支援施設措置に伴う措置費を増額（3,388千円） 

・生活保護費の基準額等改正に伴うシステム改修委託料を増額（1,620千円） 

 

□議第 56 号 平成 30 年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算(第１号)  

①予算額 

・補正前予算額      ４６，１７７千円 

・補正額             ３４千円 

・補正後予算額      ４６，２１１千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・「野洲市さくら墓園合葬式施設整備検討委員会」設置に係る財源として基金からの

繰入金を増額（34千円） 

【歳出】 

・「野洲市さくら墓園合葬式施設整備検討委員会」設置に係る報酬を計上（117 千

円） 

・「野洲市さくら墓園合葬式施設整備検討委員会」設置に伴い報償費を減額（▲107

千円） 

 

３ 条例の制定・改廃 ６件 

□議第 57 号 野洲市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

  平成 30年度に新たに設置される附属機関を追加する。 

 ①概要 

  ・「野洲市胃がん検診事業運営委員会」「野洲市さくら墓園合葬式施設整備検討委 

会」及び「野洲市自殺対策計画策定委員会」を加える。 

  ・「障がい者基本計画等策定委員会」の名称に「野洲市」を冠する。 

    施行日 公布の日 

 

□議第 58 号 野洲市職員定数条例の一部を改正する条例 

  市立野洲病院の設置に伴う病院職員の採用にあたり、職員定数の改正を行う。 

 ①概要 

  ・職員の事務部局に「病院事業」を加える。 

  ・「病院事業の企業職員 270人」を加える。 

  ・職員定数の合計「476人」→「746人」 

    施行日 平成 31年７月１日 
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□議第 59 号 野洲市税条例等の一部を改正する条例 

地方税法等の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行う。 

①概要 

・第23条第３項 人格のない社団等について電子申告義務化に係る規定を適用しな

いとする（法改正に合わせて改正） 

施行日 平成32年４月１日 

・第24条第１項 障害者、未成年、寡婦又は寡夫に対する非課税措置の合計所得要

件を125万円から135万円に引上げる。 

  施行日 平成33年１月１日 

・第24条第２項 控除対象配偶者の定義変更に伴う規定の整備 

 ○控除対象配偶者→同一生計配偶者 

 ○基準額に10万円を加算 

施行日 平成31年１月１日 

・第34条の２ 前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者につ

いては基礎控除が適用できないこととする。 

  施行日 平成33年１月１日 

・第34条の６ 前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者につ

いては調整控除が適用できないこととする。 

  施行日 平成33年１月１日 

・第36条の２ 年金所得者にかかる配偶者特別控除の申告要件の見直し。 

  施行日 平成31年１月１日 

・第92条 製造たばこの区分を新たに創設 

  施行日 平成30年10月１日 

・第93条の２ 喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「過熱式たばこ」の区分

を創設する。 

  施行日 平成30年10月１日 

・第94条 加熱式たばこに係る課税方式の見直し。（「重量」と「価格」を紙巻きた

ばこの本数に換算する方式とし、平成30年10月1日から５年間かけて段階的に移

行） 

  施行日 平成30年10月１日 

・第95条 たばこ税の税率を平成30年10月１日から３段階で引き上げる。  

 ○平成30年10月１日 5,262円→5,692円 

 ○平成32年10月１日 5,692円→6,122円 

 ○平成33年10月１日 6,122円→6,552円 

  施行日 平成30年10月１日 

附則第５条 個人の市民税の所得割の非課税限度額の引上げ 
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 ○基準額に10万円を加算 

  施行日 平成33年１月１日 

 

□議第 60 号 野洲市土地開発基金条例の一部を改正する条例 

  今後の活用見込みを考慮し、適正な基金保有額とするため、土地開発基金の額を改 

める。 

・基金の額 ３６５，６００千円→６０，０００千円 

   施行日 公布の日 

 

□議第 61 号 野洲市介護保険条例の一部を改正する条例 

  介護保険法施行令等の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行う。 

  ・引用する条項を改める。 

   施行日 平成 30年８月１日 

 

□議第 62 号 野洲市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

  介護保険法施行規則の一部改正されたことに伴い、所要の改正を行う。 

・前回の改正条例の経過措置規定を削除する。 

   施行日 公布の日 

 

４ その他 １件 

□議第 63 号 事業契約について（野洲市余熱利用施設整備運営事業） 

 次のとおり事業契約を締結するため民間資金等の活用による公共施設の整備等の 

促進に関する法律第 12条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 １ 契約の目的  野洲市余熱利用施設整備運営事業 

 ２ 契約金額   ２，５２３，３８３，７６１円 

 ３ 契約の相手方 滋賀県野洲市大篠原 3333番地６ 

          野洲すいむ８ＮＥＸＴ－ＰＦＩ株式会社 

          代表取締役 浮穴 浩一 

 

 

 



曜日 開議時刻 種　別 摘　　　　　　要

６月 午前９時 本会議  開会、上程議案の提案説明

 （一般質問通告書提出期限（午前８時４５分まで））

８日 金 休　会

９日 土 休　会

１０日 日 休　会

１１日 月 休　会

１２日 火 休　会  （議案質疑通告書提出期限（正午まで））

１３日 水 休　会

午前９時 本会議  上程議案に対する質疑、委員会付託、一般質問 

本会議終了後 委員会  予算常任委員会

（意見書（案）提出期限）

１５日 金 午前９時 本会議 一般質問

１６日 土 休　会

１７日 日 休　会

午前９時 本会議 一般質問（予備日）

午後１時（予定） 会派代表者会議

午前９時 委員会 予算常任委員会（総務）分科会

分科会終了後 委員会  (総務）常任委員会

午後１時 委員会 予算常任委員会（文教福祉）分科会

分科会終了後 委員会  (文教福祉）常任委員会

午前９時 委員会  予算常任委員会（環境経済建設）分科会

分科会終了後 委員会  (環境経済建設）常任委員会

２１日 木 午前９時 会派代表者会議

２２日 金 休　会

２３日 土 休　会

２４日 日 休　会

２５日 月 休　会

午前９時 委員会  予算常任委員会

委員会終了後 委員会  議会運営委員会

委員会終了後 協議会  全員協議会

２７日 水 休　会   （討論通告書提出期限（正午まで））

午前９時 委員会 議会運営委員会

午前１０時 協議会  全員協議会

午後１時 本会議  委員長報告、質疑、討論、採決

本会議終了後  議会だより編集委員会

２６日 火

２８日 木

１８日 月

１９日 火

２０日 水

１４日 木

平成３０年第３回野洲市議会定例会会期日程
（会期２２日間）

月　日

７日 木
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