
平成23年 4囀市議会第3回定例会提出予定議案

(=r― 算 議 案 )

議案 1 平成23年度小樽市一般会計補正予算

議案2 平成23年度小樽市国民健康保険事業特別会計補正予算

議案3 平成23年度小樽市介護保険事業特別会計補正予算

議案4 平成23年度小樽市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

議案5 平成227度小樽市一般会計歳入歳出決算認定

議案6 平成22年度小樽市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算認定

議案7 平成227度小樽市青果物卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定

議案8 平成″年度小erh水産物卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定

議案9 平成227度小樽市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

議案10 平成22年度小樽市土地取得事業特別会計歳入歳出決算認定

議案11 平成22●度小樽市老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定

議案12 平成227度小樽市住宅事業特別会計歳入歳出決算認定

議案13 平成22t度小樽市簡易水道事業特卵l会計歳入歳出決算認定

議案14 平成22年度小樽市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

議案15 平成22T度小樽市産業廃棄物処分事業特別会計歳入歳出決算認定

議案16 平成227度小樽市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

議案17 平成″年度′障 市物品調達特別会計歳入歳出決算認定

議案18 平成22年度小樽市病院事業決算認定

議案19 平成22年度小樽市水道事業決算認定

議案20 平成227度小樽市下水道事業決算認定

議案21 平成22年度小樽市産業廃棄物等処分事業決算認定
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(条 elj案 そ の 他 の 議 案 )

議案22 小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例案

平成23年 10月 分から同年12月 分までの市長の給料月額を10%減額し、及び同年12月 に支

給される市長の期末手当の額を50%減額するもの

施行期日 平成23年 10月 1日

議案23 小樽市税条例等の一部を改正する条例案

地方税法等の一部改正 (平成23/46月 30日 公布、同日施行分等)に伴い、個人の市民税

について、寄附金税額控除の適用下限額を引き下げるとともに、市税に係る不申告等につ

いての過料の額を引き上げるはか、所要の改正を行うもの (小樽市税条例のはか、平成20

年7月 1日及び平成22年 6月 22日 に公布した小樽市税条例の一部を改正する条例を改正)

《改正内容》

① 個人市民税について、寄附金税額控除の適用下限額を2000円 (改正前5,000円 )に

引き下げること (平成24年度分の個人市民税から適用)。

② 過料の額の引き上げ (3万円以下→10万円以下)

に)市民税に係る不申告

(21 退職所得申告書の不提出

B)固定資産に係る不申告及び固定資産税の納税管理人に係る不申告

に)軽自動車税に係る不申告等

6)鉱産税の納税管理人に係る不申告

俗}特別土地保有税の納税管理人に係る不申告

③ 過料についての規定を新設 (10万円以下の過料)

に)たばこ税に係る不申告

(2 鉱産税に係る不申告

(0 特別土地保有税に係る不申告

④ 所要の改正

に)寄附金税額控除に係る規定及び当該控除における特例絆除額の特例に係る規定の

改 lEに伴う読替規定の整理その他所要の改正

② 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改tL(1′成2的14月 28日 公布、同年

10月 20日 施行)に伴う引用条項の変更

(9 11場株式等の配当所得及び譲渡所得等並びに条約適用1配 当等に係る軽減税率の適

用を2年延長するもの (平成25年 12月 31日 まで延長)
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に)非課税口座内上場株式等の議渡に係る市民税の所得計算の特例に係る規定の施行

日を2年延長して平成27年 1月 1日 とするもの

施行期日 公布の日 (②及び③ (過料に関する規定)に ついては公布の日から起算して

2月 を経過 した日、α 2に ついては高齢者の居住の安定確保に関する法律等の

一部を改正する法律の施行の日 (平成23年 10月 20日 ))

議案24 小樽市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正 (平成23年 7月 29日 公布、同日施行)に伴

い、災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に加えられた死亡した者の死亡当時における

兄弟姉妹 (死亡した者の死亡当時その者と同居 し、又は生計を同じくしていた者)につい

ての規定を設けるもの

施行期日 公布の日 (平成23年 3月 H日 以後の災害に係る災害弔慰金について適用)

議案郷 小樽市スポーツ振興審議会条例及び小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の一部を

計Fする条例案

スポーツ振興法を全部改正するスポーツ基本法の制定 (平成23年 6月 24日 公布、同年 8

月24日施行)に伴い、所要の改正を行うもの

《改正内容》

① 小樽市スポーツ振興審議会条例の一部改正

ll)審議会の名称 (題名)の変更 (「小樽市スポーツ振興審議会 (条例)」 →「小樽市

スポーツ推進審議会 (条例)」 )

(21 審議会の所掌事務及び委員についての規定の追加

(31 その他所要の改正 (標記の整理等)

② 小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の一部改正

L}非常勤職員の名称の変更 (「体育指導委員」→「スポーツ推進委員」)

施行期日 公布の口

議案26 製造の請負契約について

製造物の名称  災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車 (38m級 )

契 約 金 額  1億 8,326万 5,000円

契約の相手方  札幌市東区苗穂町 13「 日2番 17号

株式会社北海道モリタ
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(幸反  響雪  ●多)

専決処分報告

平成23年 7月 19日 に発生した生活環境部の公用車による車両衝突事故に係る損害賠償に     ,

ついて、同年 8月 24日 に専決処分したもの

賠 償 額 20万 2. 520円 (車両修理費)

発生場所 小樽市長橋 4丁 目58番 1 私道上

・ 平成22●慶決算に基づく健全化判断比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項の規定により、平成22年度決算

に基づく健全化判断比率について、監査委員の審査意見を付して報告するもの

。 平成224度決算に基づく資金不足比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第 1項の規定により、平成22年度決算

に基づく資金不足比率について、監査委員の審査意見を付して報告するもの

経営状況を説明する書類の提出について (マ リンウェープ小樽)

(薙室カロ三P矢三 譲褒多電 )

・ 小樽市副市長の選任について   ´

山 田   厚 氏  平成23年 5月 31日 任期満了

小樽市教育委員会委員の任命について

遠 藤 友紀雄 氏  平成23年 10月 12日 任期満了

・ 小樽市固定資産評価員の選任について

貞 原 正 夫 氏  (平成23年 8月 1日 人事異動)

※ 人事案件については、最終本会議の日に提案の予定です。
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