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第 348回三木市議会定例会提出議案の概要 

 

 第 348 回三木市議会（平成 30 年 8 月 30 日招集）に提出する議案 19 件（専決処

分の報告 2 件、条例関係 4 件、補正予算関係 4 件、決算の認定関係 8 件、その他 1

件）の概要は次のとおりです。 

 

1 専決処分の報告関係 

(1) 報告第 3号 専決処分について（平成 30年度三木市一般会計補正予算（第

2号））（財政課） 

    平成 30年 7月豪雨災害により被害を受けた農地や農業用施設の早期復旧を

実施するため、平成 30 年 7 月 27 日に地方自治法第 179 条第 1 項による専決

処分をし、歳入歳出それぞれ 1億 1,475万円の追加をしたもの。 

 

(2) 報告第 4号 専決処分について（平成 30年度三木市一般会計補正予算（第

3号））（財政課） 

    平成 30年 7月豪雨災害により道路上に堆積した法面崩壊土の撤去や被害を

受けた道路の早期復旧を実施するため、平成 30 年 8 月 17 日に地方自治法第

179条第 1項による専決処分をし、歳入歳出それぞれ 6,600万円の追加をした

もの。 

 

2 条例関係 

(1) 第 49号議案 三木市農業共済条例の制定について（農業振興課） 

   ア 制定の理由 

     農業災害補償法（農業保険法に改題）の改正に伴い、三木市農業共済条例

の全部を改正する必要があるため。 

   イ 制定内容 

    (ｱ) 農作物共済について、当然加入方式を任意加入方式に移行する。 

    (ｲ) 農業者が補償内容を選択できるよう、家畜共済を死廃共済と病傷共済

に分離する。 

    (ｳ) 共済掛金率を農業者ごとの危険段階別に設定する方式に義務化する。 

   ウ 施行期日 

     兵庫県知事の認可があった日 

総合政策部法務情報課 
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(2) 第 50号議案 三木市税条例等の一部を改正する条例の制定について（税務

課） 

   ア 改正の理由 

     地方税法等の改正に伴い、三木市税条例等を改正する必要があるため。 

   イ 改正内容 

    (ｱ) 市民税関係 

      控除対象配偶者の定義変更に伴う規定の整備等を行う。 

    (ｲ) 市たばこ税関係 

     ① 喫煙用の製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の区分を設ける。 

     ② 加熱式たばこの課税標準について、紙巻たばこの本数への換算方式の

基準を「重量」から「重量と価格」に改める。 

     ③ 市たばこ税の税率を次のとおり段階的に引き上げる。 

（税率：1,000本あたり） 

現行 H30.10.1～ H32.10.1～ H33.10.1～ 

5,262円 5,692円 6,122円 6,552円 

     ④ 平成 31年 4月 1日に予定していた旧３級品紙巻たばこに係る税率の

引上げを延期し、平成 31年 10月 1日から実施する。。 

（税率：1,000本あたり）                

現行 H31.10.1～ 

4,000円 5,692円 

 

   ウ 施行期日 

     イ(ｱ)については、平成 31年 1月 1日から施行し、イ(ｲ)については、平

成 30年 10月 1日から施行する。 

    （イ(ｲ)のうち、②については、５年間かけて段階的に施行し、③について

は、３年間かけて段階的に施行する。） 

 

(3) 第 51号議案 三木市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定に

ついて（医療保険課） 

   ア 改正の理由 

     兵庫県の福祉医療費助成事業実施要綱等の一部改正等に伴い、三木市福祉

医療費助成条例を改正する必要があるため。 

   イ 改正内容 

    (ｱ) ふるさと納税ワンストップ特例制度における個人住民税の申告特例控

除について、これまでのふるさと納税に係る個人住民税の特例控除と同

様に、特例控除適用前の市町村民税の所得割額により受給資格を判定す

る。 



    (ｲ) 地方税法改正による都道府県から指定都市への税源移譲に伴い、指定

都市に住所を有していた者が本市に転入した場合に不公平な取扱いが生

じないよう、市町村民税の所得割額の算定の特例を設ける。 

   ウ 施行期日 

     公布の日から施行し、平成 30年 7月 1日から適用する。 

 

(4) 第 52号議案 三木市立認定こども園等の設置及び管理等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について（教育・保育課） 

   ア 改正の理由 

     平成 31年度の園児募集に伴い、今年度末に廃園予定の次の幼稚園の廃止

年月日を改める必要があるため。 

   イ 改正内容 

     下表のとおり各施設の廃止年月日を改める。 

施設名 現行 改正案 

三樹幼稚園 平成31年3月31日 平成36年3月31日 

三木幼稚園 平成31年3月31日 平成32年3月31日 

 

3 補正予算関係 【別添「平成 30年度 9月補正予算（案）の概要」参照】 

(1) 第 53号議案 平成 30年度三木市一般会計補正予算（第 4号） 

(2) 第 54号議案 平成 30年度三木市国民健康保険特別会計補正予算（第 1号） 

(3) 第 55号議案 平成 30年度三木市介護保険特別会計補正予算（第 1号） 

(4) 第 56号議案 平成 30年度三木市下水道事業会計補正予算（第 1号） 

 

4 決算の認定関係 【別添「平成 29年度決算見込の概要」参照】 

(1) 第 57号議案 平成 29年度三木市一般会計歳入歳出決算の認定について 

(2) 第 58号議案 平成 29 年度三木市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

(3) 第 59号議案 平成 29 年度三木市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

(4) 第 60号議案 平成 29 年度三木市農業共済事業特別会計決算の認定につい

て 

(5) 第 61号議案 平成 29 年度三木市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

(6) 第 62号議案 平成 29 年度三木市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

(7) 第 63号議案 平成 29年度三木市水道事業会計決算の認定について 

(8) 第 64号議案 平成 29年度三木市下水道事業会計決算の認定について 

 



 

5 条例、予算関係以外 

第 65号議案 農作物共済（水稲）無事戻し金の交付について（農業振興課） 

   平成 27年度から平成 29年度までの引受けのものを対象として、無事戻し金

を交付することについて、条例の定めるところにより議会の議決を求めるもの。 

 

問い合わせ 三木市総合政策部法務情報課 

       電話 0794-82-2000（内線 2421） 


