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(条 例 案 そ の 他 の 議 案 )

議案21	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き、個

人番号の利用範囲及び市の機関における特定個人情報の提供について定めるとともに、所					 「

要の改正を行 うもの

施行期 日	 平成30年 4月 1日

議案22	小樽市特別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)の期末手当支給害1合について、職員の勤勉手当支給

割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30年 4月 1日

議案23	小樽市債権管理条例案

市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、当該事務の適正化及び効率化を

図るもの

施行期日	 平成30年 4月 1日

議案24	小檸市手話言語条例案

市民に手話が言語であるとの理解を広げ、ろう者や手話を必要とする人が、あらゆる場

面で手話を使いやすい環境を整備することで、誰もが安心して安全に暮らすことのできる

地域づくりを目指すもの

施行期 日	 平成30年 4月 1日

議案25	小樽市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション促進条例案

障がいのある人が、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段により情報を

取得し、その手段を利用できる機会を確保するとともに、障がいのある人への市民の理解

を促進することにより、障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して安全に暮らすことの

できる地域づくりを目指すもの

施行期日	 平成30年 4月 1日
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議案26	ノト樽市さくら学園条例及び小樽市こども発達支援センター条例の一部を改正する条例

案

児童福祉法の一部改正 (平成28年 6月 3日 公布、平成30年 4月 1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30年 4月 1日

議案27	小樽市国民健康保険条例の一部を改正する条例案

国民健康保険法の一部改正 (平成27年 5月 29日 公布、平成30年 4月 1日 施行等)により

国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わることに伴い、保険料の

賦課に関する規定を改正するほか、所要の改正を行 うもの

《改正内容》

①	 葬祭費の支給金額を2万円から3万円に引き上げる。

②	 基礎賦課総額、後期高齢者支援金等賦課総額及び介護納付金賦課総額の算定基準の

改正

③	 保険料賦課割合について、応益割 (均等割及び平等割)の割合を高くし、応能割

(所得割)の割合を低くする。

④	応益害1を算出する際に見込む当該年度の被保険者と世帯の数について、年度初日の

数から前年度及びその直前の2か年度における数等を勘案した数に変更する。

⑤	 低所得者の保険料について、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 (文書整理等)

施行期 日	 平成30年 4月 1日

議案28	小樽市介護保険条例の一部を改正する条例案

介護保険法の一部改正 (平成29年 6月 2日 公布、平成30年 4月 1日 施行等)に伴い、市

の質問検査権の対象範囲を変更するとともに、平成30年度から平成32年度までの保険料率

を定めるほか、所要の改正を行 うもの

施行期 日	 平成30年 4月 1日
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議案29	小樽市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例案

介護保険法の一部改正 (平成29年 6月 2日 公布、平成30年 4月 1日 施行等)に伴い、共

生型地域密着型サービス及び共生型地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を規定するとともに、リンク方式に変更するもの

※リンク方式を採用

①	 基準省令

ア	 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年厚

生労働省令第34号)

イ	 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に関する基準

(平成18年厚生労働省令第36号)

②	 独自基準	 事故発生時の対応及び暴力団の排除に関する規定

③	 条例制定に伴い廃止する条例

ア	 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

(平成24年小樽市条例第38号)

イ	 小樽市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例 (平成24年小緯市条例第39号)

施行期 日	 平成30年 4月 1日

議案30	小樽市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正

する条例案

基準省令の一部改正 (平成30年 1月 18日 公布、同年4月 1日 施行等)に伴い、指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する規定を基準省令のとおり適用するもの

施行期日	 平成30年 4月 1日

議案31	小樽市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例案

介護保険法の一部改正 (平成26年 6月 25日 公布、平成30年 4月 1日 施行等)に伴い、指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定めるもの

※リンク方式を採用

①	 基準省令	 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成11年厚生

省令第38号)

②	 独自基準	事故発生時の対応及び暴力団の排除に関する規定

施行期日	 平成30年 4月 1日
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議案32	小樽市後期高齢者医療に関する条例及び小樽市重度心身障害者医療費助成条例の一部

を改正する条例案

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正 (平成27年 5月 29日 公布、平成30年 4月 1

日施行等)に伴い、本市が保険料を徴収すべき後期高齢者医療の被保険者及び重度心身障

害者医療費助成の対象者を追加するとともに、所要の改正を行 うもの

施行期 日	 平成30年 4月 1日

議案33	小樽市都市公園条例の一部を改正する条例案

都市公園法施行令の一部改正 (平成29年 6月 14日 公布、同年 6月 15日施行等)に伴い、

都市公園の敷地面積に占める運動施設の敷地面積の割合を定めるとともに、所要の改正を

行 うもの

施行期 日	 公布の日

議案34	′1ヽ樽市建築基準法施行条例等の一部を改正する条例案

建築基準法の一部改正 (平成29年 5月 12日 公布、平成30年 4月 1日 施行等)に伴い、囲

園住居地域の規定を追加するとともに、所要の改正を行 うもの

施行期 日	 平成30年 4月 1日

議案35	小樽市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正 (平成30年 2月 7日 公

布、同年4月 1日 施行)に伴い、補償基礎額の加算額を改定するとともに、所要の改正を

行 うもの

施行期 日	 平成30年 4月 1日

議案36	小樽市消防手数料条例の一部を改正する条例案

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正 (平成30年 1月 26日 公布、同年4

月 1日 施行等)に伴い、製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査等の

手数料を改定するもの

施行期 日	 平成30年 4月 1日

議案37	工事請負契約について

工 事 名 称 	(仮称)中央5号上屋新築工事

契 約 金 額	5億 6,	268万円

契約の相手方	 小樽市緑 1丁 目5番 1号

阿部・福島・小杉共同企業体

~	
Э	~



議案38	市道路線の認定について

(路線名)	 スプリングス星野1号幹線																 【資料 1】

スプリングス星野2号幹線																 【資料2】

(追 力日送 付 議 案 )

・ 小樽市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例案

国家公務員に準 じ、職員の退職手当の支給水準を引き下げるもの

施行期 日	 平成30年 4月 1日
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