平成29年 小樽市議会第 1回 定例会提出予定議案
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平成29年 度小樽市 一般会計予算

議案 2

平成29年 度小樽市港湾整備事業特別会計予算

議案 3

平成29年 度小樽市青果物卸売市場事業特別会計予算

議案 4

平成29年 度小樽市水産物卸売市場事業特男1会 計予算

議案 5

平成29年 度小樽市国民健康保険事業特男1会 計予算

議案 6

平成29年 度小樽市住宅事業特別会計予算

議案 7

平成29年 度小樽市介護保険事業特男J会 計予算

議案 8

平成29年 度小樽市産業廃棄物処分事業特別会計予算

議案 9

平成29年 度小樽市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案 10 平成29年 度小樽市病院事業会計予算
議案 11 平成29年 度小樽市水道事業会計予算
議案 12 平成29年 度小樽市下水道事業会計予算
議案 13 平成29年 度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算
議案 14 平成29年 度小樽市簡易水道事業会計予算
議案 15 平成28年 度小樽市 一般会計補正予算
議案 16 平成28年 度小樽市港湾整備事業特別会計補正予算
議案 17 平成28年 度小樽市国民健康保険事業特男1会 計補正予算
議案 18 平成28年 度小樽市住宅事業特別会計補正予算
議案 19 平成28年 度小樽市介護保険事業特男1会 計補正予算
議案20 平成28年 度小樽市病院事業会計補正予算
議案21 平成28年 度小樽市水道事業会計補正予算

…
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議案22 小樽市個人情報保護条例 の一部 を改正す る条例案
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
(平 成 27年 9月 9日 公布 、平成 29年 5月 30日 施行等 )に 伴 うものの ほか 、所要 の改正 を行

うもの
施行期 日 平成 29年 5月 30日

(文 言整理 につい ては、公布 の 日)

議案23 小樽市行政手続 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 る条例の一
部 を改 正する条例案
行政手続 にお ける特定 のlEl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
(平 成 27年 9月 9日 公布 、平成 29年 5月 30日 施行等 )に 伴 い 、所要 の改 正 を行 うもの

施行期 日 平成 29年 5月 30日
Э

議案24 ノ樽市総合的な計画の策定等に関す る条例案
1ヽ

総合計画 の策定手続等について定める もの
《条例 の主な内容》
①

総合計画 の構成 を基本構想及び基本計画 とす るもの

②

基本構想 の策定等に当た つて、議 会 の議決 を経 ることとす るもの

③

小樽市総合計画審議会につい て定め、小樽市総合計画審議会条例 (昭 和 52年 小樽市
条例第 25号 )を 廃 止 す るもの

施行期 日 公布 の 日

、

議案25 小樽市職員の勤務時 FEl、 休 日、休暇等 に関す る条例の一部 を改正す る条例案
育児体 業、介護体業等育児又は家族介護 を行 う労働者 の福祉 に関す る法 律 の一部改正
(平 成 28年 12月 2日 公布 、平成 29年 1月 1日 施行 )に 伴 い 、介護時間を新設 し、 これに伴

う給与 の減額について規定す るとともに、所要 の改正 を行 うもの
施行期 日 平成 29年 4月 1日
議案26 小樟市職 員の育児休業等に関す る条例の 一部 を改正する条例案
地方公務 員の育児体業等に関す る法律及び育児体業、介護体業等育児又は家族介護 を行
う労働者 の福祉 に関す る法律 の一 部改 正 (平 成 28年 12月 2日 公布 、平成 29年 1月 1日 施
行 )に 伴 うものの ほか、所要 の改正を行 うt)の
施行期 日 平成29年 4月 1日
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議案 27 小樽市 人事行政の運営等の状況の公 表 に関する条例及び小樽市職員給与条例 の一部 を
改正する条例の一 部 を改正する条例案
人事評価 の結果 を職員 の昇給及 び勤勉手 当の支給 に反映 させ る時期 の変更に伴 い 、所要
の改正を行 うもの
施行期 日 公布の 日

14定 提 案
議案28 小樽市特Bll職 に属す る職員の給与条例の一部 を改正す る条例案
特別職 (市 長 、副市長及 び教育長)の 期末手 当支給割合 について、職員 の勤勉手 当支給
害1合 の 引上げに準 じた改定を行 うとともに、 この改定 にかかわ らず、引き続 きそ の支給害1
合を据 え置 くこととす るもの
施行期 日 平成 29年 4月 1日

14定 提案
議案29 小樽市職員給与条例等の一部 を改 正す る条例案 (先 議予定)
国家公務員 の給与改定に準 じ、職員 の給与及 び勤勉手当の支給割合並び に扶養手 当の月
額 を改定す るとともに、病院事業 管理者 の期末手当の支給割合 を改定す るほか、所要 の改
正を行 うもの
①

職員給与条例 の一部改正 (平 成 28年 度実施分)
《人事院勧告に準ず る給料表 の改定 (平 均改定率0.2%)》
平成 28年 度分 の差額及び諸手当の増額分は追加支給。 ただ し、平成27年 4月 か らの
現給保障 の経過措置適用者 で、新給料表 の額 が現給保障額 を下回る場合は、引き続 き
現給保障額 を支給す る。
《12月 に支給 され る勤勉手 当の支給割合 の改定》
(職

員)

100分 の80→ 100分 の90
(再 任用職員)

100分 の37.5→ 100分 の42.5

②

職員給与条例 の一部改正 (平 成 29年 度実施分)
《扶養手 当の月額 の改定》
配偶者 13,000円 → 10,000円
子

6,500円 →

8,000円 (職 員 に配 偶者 がない場合、そ の うち 1人 は10,000円 )

その他 6,500円 → 6,500円 (職 員に配偶者 が ない場合、その うち 1人 は 9,000円
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)

《勤勉手当の支給割合 の改定》
員)

(職

6月 100分 の80→ 100分 の85

100分 の90→ 100分 の85

12月

(再 任用職員 )

6月 100分 の37.5→ 100分 の40

100分 の42.5→ 100分 の40

12月

病院事業管理者 の給与及び旅費に関す る条例 の一部改正 (平 成 28年 度及び平成29年

③

度実施分)
職員 の勤勉手 当支給割合 の 引上げ に準 じて病院事業管理者 の期末手 当を次表 の とお
り改定す る。
(現

行)
在職期 間

基準 日

6/1

基 準 日 12/1

6月

100分 の 202.5

100分 の217.5

5月 以 上 6月 未満

100夕 )σ )162

100分 の 174

3月 以 上 5月 未満

100分 の 121.5

100分 の 130.5

3月 未満

100分 の60,75

100分 の65.25

=.´

=:■

在職 期 間

平成 28年 度

平成 29年 度 〜

6/1

基準 日 12/1

基準 日

6月

100分 の227.5

100分 の207.5

100分 の222.5

5月 以上 6月 未満

100分 の 182

100う )̀r)166

100分 の 178

3月 以上 5月 未 満

100分 の 136.5

100分 の 124.5

100分 の 133.5

3月 未満

100分 の68.25

100分 の62.25

100多 )θ )66.75

基準 日 12/1

施行期 日 公布 の 日 (平成 28年 4月 1日 か ら適用)。 ただ し、平成 29年 度実施分につい
ては、平成29年 4月 1日
※

本条例改正に伴 う平成28年 度 の予算措置については、既 定予算内で対応す る もの

14定 提 案
議案 30 小樽市職 員退職手当支給条例 の一部 を改正する条例案
国家公務員退職手当法の一部改正 (平 成 28年 3月 31日 公布 、平成29年 1月 1日 施行)に
準 じ、所要 の改正 を行 うもの
施行期 日 公布の 日
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議案31 小樽市山林基金条例の一部を改正する条例案

【
資料 1】

塩谷 4丁 目所在 の山林の一部の売却 に伴 い、その地積 を変更するもの
施行期 日 公布の 日
① のみ 4定 提案
議案32 小樽市税条例等の一部を改正する条例案
外国人等 の国際運輸業に係る所得に対す る相互主義 による所得税等の非課税に関す る法
律の一部改正 (平 成28年 3月 31日 公布、平成29年 1月 1日 施行)に 伴い、個人の市民税 の
分離課税 に関す る規定を追加するとともに、地方税法等の一部を改正する等の法律 の一部
改正 (平 成28年 3月 31日 公布、同 日施行等)に 伴 い、所要の改正を行 うもの
《改正内容》
①

日本 と台湾 との間の程税 に関する取決めに基づ き、 日本国居住者 が台湾に所在する
法人等を通 じて国内において支払を受ける利子等又は配当等の所得 に対 して課す る個
人の市民税 の特例 に関する規定を整備

②

消費税率引き上げ時期の変更に伴 う対応
ア 軽 自動車税における環境性能割 の導入時期を延期
(平 成29年 4月 1日 →平成31年 10月 1日 )
イ 法人税割 の税率の引下げ (12.1%→ 8.4%)の 実施時期を延期
(平 成 29年 4月 1日 →平成31年 10月 1日 )

③ 住宅借入金等特別税額控除の適用期限を平成43年 度分まで延長
④ 所要 の改正 (文 言整理)
施行期 日 ①、③及び④ …公布の 日 (① は平成29年 1月 1日 から適用)
② …平成31年 10月 1日
① の利互
塞
=憂
33
小樽市手
議案
数料条例の一部を改正する条例案
建築物 のエネル ギー消費性能の向上に関する法律 の施行 (平 成27年 7月 8日 公布、平成
29年 4月 1日 施行等)及 び建築基準法の一部改正 (平 成28年 6月 7日 公布、同年 9月 1日

施行)に 伴 い、建築物エネルギー消費性能適合性判定等 の事務に係 る手数料を定めるほか、
所要の改正を行 うもの
《改正内容》
① 特定用途誘導地区内の建築物の特例許可申請手数料の対象に容積率及び建築面積の
特例を追加するもの
② 建築物エ ネル ギー消費性能適合性判定等の事務に係 る手数料を定めるもの
施行期 日 平成29年 4月 1日
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議案34 小簿市家庭的保育事業等の設備及び運 営 に関す る基準 を定 め る条4Fllの 一部 を改正する
条例案
基準省令 の一部改正 (平 成 28年 2月 19日 公布 、同年 6月 1日 施行等)に 伴 い、/jヽ 規模保
育事業所 A型 等における保育 士配置について特靱的運用 を可能 とし、そ の適用条件等を独
自基準 として設 けるもの
施行期 日 公布 の 日

14定 提剰
議案35 小樽市勤労女性セ ンター条例の 一部 を改正する条例案
勤労女性 セ ンターの夜間の 区分 の使用料 を設けるとともに、所要の改正 を行 うもの
施行期 日 平成29年 8月 1日 (所 要 の改 正については、公布 の 日)
議案36 小樽市 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に関す る条例の一
部 を改正 する条Jll案
介護保険法 の一部改正 (平 成 26年 6月 25日 公布、平成 28年 4月 1日 施行等)に 伴 い、地
域密着型通所介護に関す る基準を定めるとともに、所要 の改正 を行 うもの
施行期 日 公 布 の 日 (介 護保険法 の一部改正に伴 う経過措置 によ り、 この条例 が制定施
行 され るまで の 間は、改正後 の 同法に規定す る厚生労働省令 で定める基準が
適用 され る。 )

14定 提 案
議案37 おたる自然の村条4Flの 一部 を改正する条例案
使用料 として野営場 の入場料 を新設 す る とともに、所要 の改正 を行 うもの
施行期 日 平成29年 7月 1日 (所 要 の改正については、公布 の 日)

14定 提案
議案38 小樽市地区計画の 区域 内におfナ る建築物の制限に関す る条例の一部 を改正する条例案
建築基準法の一部改正 (平 成 27年 6月 24日 公布 、平成 28年 6月 23日 施行等)に 準 じ、地
区整備計画 の 区域内における建築制限 の見直 しを行 うとともに、所要 の改正 を行 うもの
《改正内容》
風俗営業等の規制及び業務 の適正化に関す る法律 の一部改正 (平 成 27年 6月 24日 公布、
平成28年 6月 23日 施行等 )に よ り、 「ナ イ トクラブ」 が風 俗営業施設か ら除かれた ことに
伴 う改正

￨

① 地区整備計画のEXI域 内におけるナイ トクラブ等の建築制限を劇場等の水準まで緩和
② 所要の改正 (文 言整理)
施行期 日 公布の 日
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14定 提 案
議案39 小樽市都市公園条例の一部 を改正す る条例案
自動販売機 を公 園施設 として設置す る場合の使用料 を設 けるとともに、所要 の改正 を行
うもの
施行期 日 平成 29年 4月 1日
‐

議案40 小樽市営住宅条例の一部 を改正す る条例案 。ο
個人又は民間事業者 が所有す る賃貸住宅 の全部又は一部を借 り上げて市営住宅 として設
置 できるよ うにす るとともに、所要 の改正 を行 うもの
施行期 日 平成 29年 4月 1日

14定 提案
議案41 小樽市港湾施設管理使用条例の一部 を改 正す る条例案
港則法 の一部改正 (平 成28年 5月 18日 公布 、同年 11月 1日 施行)に 伴 うもののほか、所
要 の改正 を行 うもの
施行期 日 公布の 日
議案42 小樽市簡易水道事業設置条例の一部 を改正する条例案
簡易水道事業 に地方公 営企業法 の財務規程等を適用す ることに伴 い、重要な資産 の取得
及 び処 分その他必要な事項 を定めるもの
施行期 日 平成 29年 4月 1日

14定 提案
議案43 小樽市簡易水道事業に地方公営企業法 の一部 を適用す る条例案
簡易水道事業に地方公営企業法 の財務規 定等を適用す るもの
施行期 日 平成 29年 4月 1日
議案44 小樽市簡易水道事業 の利益及び資本剰余金の処分に関す る条例案
簡易水道事業に地方公営企業法 の財務規 定等 を適用す ることに伴 い、簡易水道事業 の利
益及び資本剰余金 の処分に関 し必要な事項 を定めるもの
施行期 日 平成 29年 4月 1日
￨
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議案45 小樽市水道事業等企業職員 の給与 の種類及び基準に関す る条例の 一部 を改正す る条例
案 :
育児体業、介護休業等育児又 は家族介護 を行 う労働者 の福祉 に関す る法 律 の一 部改正
(平 成 28年 12月 2日 公布 、平成 29年 1月 1日 施行 )に 伴 い 、介護時間を新設 し、 これ に伴

う給与 の減額 について規定す るとともに、勤勉手 当の支給 に係 る人事評価について規定す
るほか、所要 の改正 を行 うもの
施行期 日 平成 29年 4月 1日
議案46 小樽市病院事業企業職 員の給与 の種類及び基準 に関す る条例 の一部 を改正する条例案
国家公務員 の給与改定 に準 じ、扶養手 当を改定す るとともに、育児体業、介護休業等育
児又は家族介護 を行 う労働者 の福祉 に関す る法律 の一部改正 (平 成28年 12月 2日 公布 、平
成 29年 1月 1日 施行 )に 伴 い 、介護時 FHlを 新設 し、 これに伴 う給与 の減額 について規定す
るほか、勤勉手 当の支給に係 る人事評価 について規定す るもの
施行期 日 平成29年 4月 1日

14定 提 案
議案47 小緯市火災予防条例の一部 を改 正す る条例案
重大な消防法令違反 の あ る防火対象物 を公表す ることがで きるよ うにす るとともに、所
要 の改正を行 うもの
施行期 日 平成 30年 4月 1日 (所 要 の改正 については、公布 の 日)

14定 提 案
議案48 ′緯市消防手数料条例の 一部 を改正する条例案
1ヽ

甲種防火対象物及び 乙種防火対象物 の防火管理に関す る講 習並 びに防災管理対象物 の防
災管理 に関す る講 習 に係 る手数料 を設 けるとともに、所要 の改正 を行 うもの
施行期 日 平成 29年 4月 1日
議案49 小樽市 コ ミュニティ消 防セ ンター 条例 を廃止する条例案
消防署長橋出張所 の廃上 に伴 い、同施設 に併設 している コ ミュニテ ィ消防センタニ を廃
止 す るもの
施行期 日 平成 29年 4月 1日

‑8‑

議案50 損害賠償額 の決定 について
平成 28年 7月 11日 に発生 した建設部 の公 用車に よる自動車事故 に係 る損害賠償 について、
その賠償額 を決定す るもの
賠 償 額

137万 5, 217円

発生場所

小樽市塩谷 2丁 目20番 11 交差点

(医 療費等、慰訪す
料及 び体業損害)

議案51 損害賠償額 の決定について
平成 28年 7月 15日 に発生 した小樽市立病院における入浴 中の死 亡事故 に係 る損害賠償に
ついて、そ の賠償額 を決定す るもの
賠 償 額

200万

発生場所

小樽市若松 1丁 目 1番 1号

円 (慰 謝料 )
小樽市立病院

議案52 小樽市過疎地域 自立促進市町村計画 の 変更 について
過疎地域 自立促進特別措置法第 6条 第 7項 にお いて準用す る同条第 1項 の規定 に よ り、
小樽市過疎地域 自立促進市町村計画 の一部 を変更す るもの
《変更内容》
事業名 (施 設名 )に 公民館 を追加す るもの
議案53 市道路線 の 認定 について
(路 線名

)

天神 l丁 目山手線

撃
暑
【
米
斗2】

天神 1丁 目山手仲線

≠
ミ
【
本
斗3】

市道路線 の廃上について
(路 線名

)

資料 4】
【

堺町小路線

議案55 二級河川の指定の変更 について
勝納川 の二級河川 としての指定延長を4,85kmか ら4.48kmに 変更す るもの
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報告 1

専決処分報告 (平 成28年 第 4固 定例会が 自然閉会 とな った ことに伴 うもの)
平成28年 度小樽市一般会計補 正予算を措置す るため、平成 28年 12月 27日 に専決処分 した

もの
報告 2

専決処分報告 (平 成28年 第 4回 定例会が 自然閉会 となった ことに伴 うもの)
￨

平成 28年 度小樽市介護保険事業特別会計補正予算 を措置す るため、平成 28年 12月 27日 に
専決処分 した もの
熱

報告 3

.

・

専決処分報告 (平 成 28年 第 4国 定例会が 自然閉会 とな つた ことに伴 うもの)
平成 28年 度小樽市病院事業会計補正予算 を措 置す るため、平成 28年 12月 27日 に専決処分

した もの
報告 4

専決処分報告 (平 成28ギ第 4固 定例会が 自然閉会 とな った 三とに伴 うこお・

ご

平成28年 度小樽市水道事業会計補正予算を措置す るため、平成28年 12月 27日 '・
に専決処分
した もの
報告 5

専決処分報告 (平 成28年 第 4固 定例会が 自然閉会 とな つた ことに伴 うもの)
農業委員会等 に関す る法律 の一 部改正 (平 成 27年 9月 4日 公布 、平成 28年 4月 1日 施

行)に よ り、農業委員会委員 の選出方法を市長が議 会 の同意 を得て任命 す る方法に一本化
するとともに、その定数を規定す るため、小樽市農業委員会委員 の定数等に関す る条例 の
一部を改正す る条例 を平成28年 12月 27日 専決処分 した もの
施行期 日 公布 の 日
報告 6

専決処分報告 (平 成28年 第 4回 定例会が 自然閉会 とな った こ とに伴 うもの)
(仮 称 )消 防署 オタモイ 出張所新築 工事 の請負変更契約 を締結す るため、平成 28年 12月

27日 専決処分 した もの

①

契約金額
変更前
変更後

②

2億 736万 円
2億 929万 3, 200円

契約 の相手方

樽市有幌町 2番 16号
ガヽ
///西 條・ 小杉共同企業体
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報告 7

専決処分報告 (平 成28年 第 4固 定例会が 自然閉会 とな つた ことに伴 うもの)
小樽市 い なきた コ ミュニテ ィセ ンターの指定管理者 として 、引き続 き株式会社小樽 ビル

管理 を指定す るため、平成 28年 12月 27日 専決処分 した もの
平成29年 4月 1日 か ら平成 34年 3月 31日 まで

指定期間

※ 選考方法
報告 8

債務負担行為限度額 135,536千 円 (5年 )

公募

専決処分報告 (平 成28年 第 4固 定例会が 自然 閉会 となつた ことに伴 うもの)

・ⅢⅢ‐赫 鋳

岬 縁
町瞥 ′

t酵

椰

謀 謝
・ ・

や 鋒 ヽⅢⅢ ⅢⅢ Ⅲ ‐

Ⅲ勢
…

￨ず ｀彙

■■紳

■ 錮
噂 鍼 ‖

L

小樽市駅前広場駐車場及び小樽市駅横駐車場 の指定管理者 として 、引き続 き小樽駅前 ビ
ル株式会社 を指定す るため、平成28年 12月 27日 専決処分 した もの
指定期 FE5 平成 29年 4月 1日 か ら平成32年 3月 31日 まで
※ 選考方法
報告 9

公募

専決処分報告 (平 成28年 第 4固 定例会が 自然閉会 とな つた ことに伴 うもの)
小樽市夜間急病 セ ンターの指定管理者 として、 引き続 き下鍛 社 捧ハ 樽市医師会 を指
省
甲

定す るため、平成28年 12月 27日 専決処分 した もの
指定期間

平成 29年 4月 1日 か ら平成 31年 3月 31日 まで

※ 選考方法

債務負担行為限度額 333,140千 円 (2年 )

任意

報告 10 専決処分報告 (平 成 28年 第 4固 定例会が 自然閉会 とな った ことに伴 うもの)
小樽市公平委員会委員の選任 につい て、平成 28年 12月 27日 専決処分 した もの
委

員

関

日 正

雄

‐
̲ギ「

氏

報告 11 専決処分報告 (平 成28年 第 4固 定例会 が 自然閉会 とな った ことに伴 うもの)
人権擁護委員候補者 の推薦 について、平成 28年 12月 27日 専決処分 した もの
委員候補者

泉

幸

子

氏

長 F弓

享

二

氏

中 町

悌四郎

氏
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専決処分報告
平成 28年 11月 18日 に発生 した保健所 の公用車による 自動車事故に係 る損害賠償について 、
平成29年 1月 25日 に専決処分 した もの
賠 償 額

16万 2, 934円

発生場所

小樽市保健所駐車場

(車 両修理費 )

賠 償 先

専決処分報告
平成 28年 12月 2日 に発生 した財 政部所管 の公 用車による自動車事故に係 る損害賠償 につ
いて、平成 29年 1月 26日 に専決処分 した もの
賠 償 額

4万 1, 186円

・市側 の過失
(車 両修理費 )・・

発生場所

小樽市桂岡町229番

2

5割 分

ラル ズマー ト桂岡店駐車場 内

賠 償 先

・

専決処分報告
平成29年 1月 5日 に発生 した消防本部 の公 用車に よる自動車事故に係 る損害賠償 につい
て、平成 29年 2月 8日 に専決 処分 した もの
賠 償 額

16万 9, 247円

発生場所

札幌市中央区北 5条 西 6丁 目 札幌 セ ンター ビル 前 の西 7丁 目通上

―

(車 両修理費)

一
(逮豊力 日=デ ■気

・

二 一・ 一
二

=壽

‐
ニヨ

義島:霧ミ)

小樽市国民健 康保険条例 の一部 を改正す る条例案
地方税法 の一 部改正 (平 成 25年 3月 30日 公布 、平成 29年 1月 1日 施行等 )及 び外 国人等
の国際運輸業に係 る所得に対す る相互主義 による所得税等 の非課税に関す る法律 の一 部改
正 (平 成28年 3月 31日 公布 、平成 29年 1月 1日 施行 )に 伴 い、国民健康保険料 の各種所得
害1額 の算定 の元 となる所得 に係 る規定を整備す るとともに、国民健康保険法施行令に準 じ、
基礎賦課限度額、後期高齢者支援金等賦課限度額及び介護納付金賦課限度額 を改定 し、同
令の一部改正 (政 令未公布、平成 29年 4月 1日 施行予定)に 準 じ、低所得者 に係 る国民健
康保険料 の軽減措置 の判定所得の 見直 しを行 うほか、所要の改正 を行 うt)の

‑12‑

《改正 内容》
①
②
③
④

国民健康保険料の各種所得割額の算定の元 となる所得に係 る規定を整備
基礎賦課限度額 の改定 51万 円→54万 円 (平 成29年 度は52万 円)

・

後期高齢者支援金等賦課限度額 の改定 16万 円→ 19万 円 (平 成29年 度は17万 円)
介護納付金賦課限度額の改定 14万 円→ 16万 円

⑤ 低所得者の国民健康保険料について、 5割 軽減及び 2割 軽減の対象 とする世帯の軽
減判定所得を引き上げ、対象者 の範囲を拡大す る。
⑥ 所要の改正
施行期 日 公布の 日 (② から⑤ までは平成29年 4月 1日 )
※ 追加予定議案は、政令 が公布 され次第提案予定 (攻 令 の公布 日によっては、専決処分によ
り改正 したいと考えてお ります。)
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