
平成30年小樽市議会第2回定例会提出予定議案
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議案 1	 平成30年度小樽市港湾整備事業特別会計″甫正予算 1先議
:i定

,

議案 2	 平成30年度小樽市一般会計補正予算

議案3	 平成30年度小樽市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

(条 tl」案 そ の 他 の 議 案 )

議案4	 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

市長の平成30年 7月 分の給料月額を50%減額するもの

施行期日	 駒或30年 7月 1日

議案5	 小樽市職員の給与控除に関する条例の一部を改正する条例案

小樽市消防職員福利厚生会が小樺市職員福利厚生会と統合したことに伴い、所要の改正

を行 うもの

施行期日	 公布の日

議案6	 小樽市税条例等の一部を改正する条例案

地方税法の一部改正 (R成30年 3月 31日 公布、同年 4月 1日 施行等)に伴い、固定資産

税及び都市計画税のわがまち特例の新設、市たばこ税の製造たばこの区分の整備及び税率

の変更等を行うとともに、所要の改正を行うもの

《改正条例》

小樽市税条例

小緯市税条例等の一部を改正する条例 (平成27年改正)

小樽市税条例等の一部を改正する条例 (平成28年改正)

《改正内容》

①	個人市民税の見直し

ア	 給与所得控除及び公的年金控除の10万円引下げによる市民税非課税基準の改正

イ「控除対象配偶者Jの定義の見直しに伴 う市民税非課税規定における文言修正

ウ	 基礎控除及び調整控除の所得要件 (2,500万 円以下)を追加

工	 前年の所得が公的年金等のみである者が、源泉控除対象配偶者に係る配偶者特別

控除を受けようとする際の申告書を提出不要とする規定を追加
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②	法人市民税の見直し

一定規模の法人に対し、地方税ポータルシステム (eLT患)を経由した電子申告を

義務付け

③	固定資産税及び都市計画税の見直し

ア	 津波防災地域づくりに関する法律の規定による指定避難施設の課税標準額の特例

(わがまち特例)を規定

イ	 アの施設に附属する避難用償却資産の課税標準額の特例措置 (わがまち特例)を
規定

ウ	 生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき取得 した一定

の機械	設備等に係る課税標準額の特例 (わがまち特例)を規定

④	市たばこ税の見直し

ア	製造たばこの区分を規定

イ	 加熱式たばこの喫煙用具のうち、特定の者により売渡し等されたものを製造たば

ことみなす規定を追加

ウ	カ日熱式たばこを紙巻たばこの本数に換算する方法を規定 (段階的に移行)

工	市たばこ税の税率を段階的に引上げ

⑤	引用条項の移動等、所要の改正

施行期日	 ①ア・ウ…平成33年 1月 1日 、①イ	 エー駒戎31年 1月 1日

②―平成32年 4月 1日

③ア・イー公布の日、③ウー生産性向上特別措置法の施行の日又は条例の公

布の日のいずれか遅い日

④ア	イ…平成30年10月 1日

④ウ…平成30年10月 1日 、平成31年 10月 1日 、平成32年10月 1日 、羽或33年

10月 1日 、平成34年 10月 1日

④エー平成30年10月 1日 、平成32年10月 1日 、平成33年10月 1日

⑤…公布の日、平成30年 10月 1日 、平成31年 1月 1日 、平成31年 4月 1日

議案フ	 小樽市旅館業法施行条例等の一部を改正する条例案 (先議予定)

旅館業法の一部改正 (平成29年12月 15日 公布、平成30年 6月 15日 施行)に伴い、ホテル

営業及び旅館営業の営業種別が旅館・ホテル営業に統合されること等により、旅館・ホテ

ル営業の構造設備の基準を定めるとともに、所要の改正を行うもの

《改正条例》

①	小樽市旅館業法施行条例

②	小樽市手数料条例

③	小樽市ラブホテル建築規制条例

施行期日	 平成30年 6月 15日 (手数料徴収については、公布の日)
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議案8	 小樽市中小企業振興基本条例案

中小企業の健全な発展を推進するため、

の基本となる事項等を定めることにより、

発展と市民生活の向上に寄与するもの

施行期日	 公布の日

中小企業の振興に関する基本理念のほか、施策

その施策を総合的に推進 し、もつて本市ii済の

議案9	 動産の取得について

次の物品を取得するもの

①	物 品 名	 除雪グレーダ

②	取御価格	3,	229万 2,	000円

③	 取 得 先	 石狩市新港西 3丁 目737番地13

コマツカスタマーサポー ト株式会社北海道カンパニー札幌支店

議案10	小樽市副市長の選任について

前	 田	 一	 信	 氏		 平成30年 7月 1日 選任予定者

上	林			 猛	氏		 平成29年11月 30日 辞任

報告 1	 専決処分報告

国民健康保険法施行令の一部改正 (駒支30年 3月 22日 公布、同年 4月 1日 施行)に伴い、

一般被保険者に係る基礎賦課総額及び後期高齢者支援金等賦課総額の算定の際に用いられ

る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の定義に病床転換支援金を追加するため、

小檸市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を平成30年 3月 29日

専決処分したもの

施行期日	 公布の日

報告2	 専決処分報告

基準省令等の一部改正 (平成30年 3月 22日 公布、同年4月 1日 施行)に伴い、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に関する規定を基準省令等

のとおり適用するため、小檸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の一部を改正する条例を羽戎30年 3月 30日 専決処分したもの

施行期日	 公布の日
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報告3	 専決処分報告

地方税法等の一部改正 (平成30年 3月 31日 公布、同年 4月 1日 施行等)及71所得税法等

の一部改正 (平成30年 3月 31日 公布、同年 4月 1日 施行等)に伴い、わがまち特例の特例

率を変更するなど平成30年度税制改正に伴 う所要の改正を行 うため、小樽市税条例の一部

を改正する条例を平成30年 3月 31日 専決処分したもの

施行期日	 平成30年 4月 1日

報告4	 専決処分報告

人事評価結果の給与反映等を 1年先送りにするとともに、所要の改正を行うため、小樽

市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例を平成30年 5月 24

日専決処分したもの

《改正条例》

①	小樽市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

②	 小緯市職員給与条例

③	小樽市職員給与条例の一部を改正する条例 (平成28年改正)

④	 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l●l

⑤	 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

施行期日	 公布の日

(報 			 告 			 等 )

・	 専決処分報告

莉戎30年 3月 9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、

同年 4月 11日 専決処分したもの

賠 償 額	13万 6,	728円 (車両修理費)

発生場所	小樽市富岡1丁 目5番12号	 偽珈折駐車場内

専決処分報告

平成30年 3月 6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、同年 5月 23日 専決処分したもの

賠 償 額	12万 3,	880円 (車両修理費)

発生場所	小諄市花日4丁 目11番23地先
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平成29年度小樽市一般会計の繰越明許費の繰越報告

歩行者用案内標識再整備事業費の繰tjIF額の確定に伴う報告

・	 平成29年度小樽市水道事業会計予算額の一部繰越しについて

中区配水池築造事業費の繰越額の確定に伴 う報告

平成29年度小樽市簡易水道事業会計予算額の一部繰越 しについて

樽川配水ポンプ所計装設備改良事業費の繰越額の確定に伴 う報告

経営状況を説明する書類の提出について (お たる自然の村公社)

・	 経営状況を説明する書類の提出について (小樽水族館公社)

経営状況を説明する書類の提出について (小樽観光振興公社)

(追 力 口予 定 議 案 )

・	 人権擁護委員候補者の推薦について

鈴	 木	美代子	 氏		 平成30年 9月 30日 任期満了

島			 常	雄	氏		 平成30年 9月 30日 任期満了

中	 川	 めぐみ	 氏		 平成30年 9月 30日 任期満了

石	 上	源	應	氏		 平成30年 9月 30日 辞任予定

製造の請負契約について

ひき船の製造の請負契約を締結するもの

※	 追加予定議案については、最終本会議の日に提案の予定です。
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