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定例記者会見資料 

 

 

１. 日 時  平成３０年６月１日（金）午前１１時～ 

２. 場 所  市役所 庁議室 

３. 内 容  第３８０回定例会議案について 

 

 

 

【議事日程】 

  ６月 1日招集告示 

  会期：６月８日（金）～ ６月２６日（火）１９日間 

 

 

【提出議案】 

  平成３０年度補正予算  ２件 

専決処分の報告     ３件 

条例議案        ８件（改正８件） 

一般議案        ２件 

  合  計       １５件 

 

 

 

 
【提出議案の内容】 
 
◎平成３０年度補正予算   
・一般会計        １件 
・特別会計        １件 
【資料】「平成３０年度補正予算（２頁～）」参照 
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平成３０年度 ６月補正予算（案） 

 

（平成 30年度 6月補正予算資料 Ｐ1） 

本年度は、当初予算を義務的経費や継続事業を柱とした「骨格予算」として編成した  

ことから、6月補正予算については、「肉付け予算」として、政策的経費や新規経費を    

追加するなど、一般会計で、13億8,393万2千円を増額し、予算総額を前年度比0.8％増の  

266億5,093万2千円といたしております。 

また、特別会計については、介護保険会計で、前年度介護給付費交付金の精算に伴う  

返還金の追加を行っております。 

 

 

【主な内容】 

（平成 30 年度 6 月補正予算資料 Ｐ2～Ｐ3） 

１．一般会計   13 億 8,393 万 2 千円 

（１）投資的経費（ハード事業）  13 億 4,407 万円 

 庁舎設備改修事業  －担当：契約管財室－ 

議会棟エレベーター及び非常用照明等に係る電源設備など、庁舎設備の 

改修に要する経費を計上しています。 

（5,000 万円） 

     総合福祉センター改修整備事業  －担当：医療福祉総務室－ 

総合福祉センターふれあいの空調設備の改修に要する経費を計上しています。 

（3,104 万 7 千円） 

     民間保育所等施設整備補助金  －担当：保育幼稚園室－ 

〔国費 1/2・2/3〕 

認定子ども園などの施設整備に対する補助金を計上しています。 

                   （3億 7,887 万 1千円） 

     農村地域防災減災事業 －担当：農林資源室－ 

〔県費 10/10〕 

農村地域の防災を目的とした、井堰改修に係る実施計画の策定に要する

経費を計上しています。 

（1,000 万円） 

社会資本整備総合交付金事業 －担当：維持管理室、道路河川室、用地対策室－ 

〔国費 1/2、5.5/10〕 

社会資本総合整備計画に基づいて、道路の舗装整備のほか、歩道の整備や 

橋梁の改修、公園遊具の長寿命化などに要する経費を計上しています。 
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・交通安全施設整備 9,629 万 9 千円 

・道路新設改良   4,023 万 8 千円 

・道路橋長寿命化   4,852 万円 

・道路舗装         5,335 万円 

・公園施設長寿命化 3,001 万円          

（計 2 億 6,841 万 7 千円） 

一般市道整備事業  －担当：道路河川室、用地対策室－ 

赤坂夏秋橋線の歩道整備など、市道整備に要する経費を計上しています。 

（2,970 万円） 

高規格救急自動車整備事業  －担当：救急室－ 

高規格救急自動車 1 台の購入に要する経費を計上しています。 

（3,119 万 9 千円） 

小学校空調設備整備事業  －担当：教育総務室－ 

次年度以降に工事を予定している小学校の空調設備の実施設計に要する

経費を計上しています。 

（401 万 8 千円） 

ホッケー場建設事業  －担当：国体準備室－ 

〔県費、スポーツ振興くじ助成金〕 

平成 33 年度に開催される「とこわか国体」に向け、百合が丘コミュニティ

広場にホッケー場を整備するための経費を計上しています。 

（2億 9,239 万 1 千円） 

市民陸上競技場改修事業（夜間照明）  －担当：市民スポーツ室－ 

夜間照明の改修に要する経費を計上しています。 

（1,344 万 9 千円） 

みえ森と緑の県民税市町交付金事業  

－担当：農林資源室、維持管理室、市民スポーツ室、文化生涯学習室－ 

〔みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金〕 

森林の持つ多面的機能の維持増進を図るため、県産林を使用して実施する、

下記の事業に要する経費を計上しています。 

・公園遊具整備事業（維持管理室）：1,000 万円 

木製遊具を整備するための経費を計上しています。 

・郷土資料館木質化事業（文化生涯学習室）：350 万円 

展示室を整備するための経費を計上しています。 

・市民陸上競技場改修事業(観客席)（市民スポーツ室）：528 万 3 千円 

観客席の改修に要する経費を計上しています。    

(計 1,878 万 3 千円) 
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（２）一般経常経費（ソフト事業）等  3,986 万 2 千円   

がんばる地域応援事業  －担当：地域経営室－ 

        〔地域活性化センター助成金 10/10〕 

名張のまちづくりを担う人材育成に要する経費を計上しています。 

（136 万 5 千円） 

訪日外国人向け消費者生活相談窓口整備事業 －担当：市民相談室－ 

        〔県費 10/10〕 

在日外国人や訪日外国人に対する消費者啓発及び消費者トラブルの相談窓口

体制の整備などに要する経費を計上しています。 

（321 万 1 千円） 

名張版ネウボラ事業 －担当：健康・子育て支援室－ 

        〔国費 1/2(地方創生推進交付金)〕 

妊婦応援都市宣言の具現化に向け、子育てサポーター養成講座の開催に

要する経費などを計上しています。 

（170 万円） 

ばりっ子ピカピカ小１学級体験プロジェクト  －担当：学校教育室－ 

        〔国費 1/2（地方創生推進交付金）〕 

小１プロブレムを解消し、就学前から小学校へのスムーズな接続を図るべく、

ピカ１先生2名の雇用経費などを計上しています。 

（96 万 8 千円） 

中学校部活動適正化事業  －担当：学校教育室－ 

        〔国費 1/3、県費 1/3〕 

部活動の充実を図るとともに、中学校教職員の部活指導に係る負担を軽減

するべく、部活動指導員の配置に要する経費を計上しています。 

（55 万 9 千円） 

教育研究事業  －担当：教育センター－ 

ふるさと学習「なばり学」の一環として、ゲストティーチャーによる授業

実施に要する経費を計上しています。          

（8 万 6 千円） 

私立幼稚園就園奨励補助金（単独分）  －担当：保育幼稚園室－  

子ども 3人目プロジェクトの一環として、私立幼稚園に通う第 3子に係る

幼稚園使用料の無償化に要する経費を計上しています。 

(650 万 6 千円） 
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２．介護保険特別会計   700 万円  －担当：介護・高齢支援室－ 

平成 29 年度の介護給付費交付金の精算に伴う返還金を計上しております。 

 

 

以上が、６月補正予算（案）の概要であります。 
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◎専決処分の報告（３件） 

 
 

○平成２９年度名張市一般会計補正予算（第９号）の承認について 
 －総務部 財政経営室－ 

  伊賀南部環境衛生組合職員退職手当に要する経費に係る名張市分担金を予算措置する
ため、所要の補正を行ったことについて、承認を受けようとするものです。 

 
 
○名張市市税条例の一部を改正する条例の承認について 

 －市民部 収納室・課税室－ 
  地方税法等の一部改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例措置、土地に係る固定  
資産税の負担調整措置の継続等を行ったことについて、承認を受けようとするものです。 

 
 
○名張市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の承認について 

 －市民部 保険年金室－ 
  地方税法及び地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税を県に国民健康保険
事業費納付金として納付することとなることによる課税額の規定の整備を行うほか、 
基礎課税額の限度額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減措置について 
所要の改正を行ったことについて、承認を受けようとするものです。 

 
 
 
 

◎条例議案（８件） 
 
 
○名張市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 －市民部 課税室－ 
  地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税に係る非課税措置の所得要件の引上げ、  
所得控除等の見直し、加熱式たばこに係る課税方式の見直し、たばこ税の税率の引上げ、
中小事業者の設備投資に係る固定資産税の課税標準の特例措置等を行うため、所要の 
改正を行おうとするものです。 

 
 
○名張市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の 
指定に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

 －福祉こども部 介護・高齢支援室－ 
  介護保険法施行規則等の一部改正に伴い、指定地域密着型サービス事業者の指定の 
資格要件等について、所要の改正を行おうとするものです。 

 
 
○名張市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例の制定について 

 －福祉子ども部 子ども家庭室－ 
  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童
支援員の資格要件について、所要の改正を行おうとするものです。 
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○名張市まちじゅう元気推進協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について 
 －福祉子ども部 健康・子育て支援室－ 

  健康づくりに関する総合的な施策の充実を図るため、名張市まちじゅう元気推進協議会
について、委員の定数を増やすとともに、専門の事項を調査するための専門委員を   
置くため、所要の改正を行おうとするものです。 

 
 
○名張市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 －市民部 保険年金室－ 
  国民健康保険法の一部改正に伴い、国民健康保険事業の運営に関する協議会を都道府県
にも置くこととされたことを踏まえ、国民健康保険運営協議会に関する規定を整理する
ため、所要の改正を行おうとするものです。 

 
 
○名張市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 －市民部 保険年金室－ 
  情報提供ネットワークシステムを使用して、雇用保険法による給付の支給に関する 
情報の提供を受けることができるようになったことに伴い、特例対象被保険者等に係る
申告に関する規定について、所要の改正を行おうとするものです。 

 
 
○名張市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 －福祉子ども部 介護・高齢支援室－ 
  介護保険法施行令の一部改正に伴い、引用条文が変更する規定について、所要の改正を
行おうとするものです。 

 
 
○名張市体育施設使用条例の一部を改正する条例の制定について 

 －教育委員会 市民スポーツ室－ 
  名張市民陸上競技場のスタンド改修に伴い、新たに設けるミーティングルーム、男子
更衣室及び女子更衣室の冷暖房設備並びに放送室の放送装置の使用料を定めるため、 
所要の改正を行おうとするものです。 

 
 
 
 

◎一般議案（２件） 

 
 
○市道路線の認定について（桜ケ丘２０号線） 

－都市整備部 維持管理室－ 
  宅地開発に伴い移管を受けた路線を市道として認定するものです。 
 
 
〇市道路線の変更について（平尾山夏見線） 

－都市整備部 維持管理室－ 
  宅地開発に伴い移管を受けた路線を市道として認定するため、平尾山夏見線の起点を 
変更するものです。 

 


