平成３０年３月定例会 提出議案一覧表（２月２７日提案）
議案等番号

議 案 等 件 名

諮問第 1 号 人権擁護委員候補者の推薦について

議案第 3 号 公平委員会委員の選任について

議案第 4 号 教育委員会委員の任命について

議案第 5 号

えびの市一般職の職員の給与に関する条例
の一部改正について

提 案 理 由 等
任期満了に伴う後任候補者の推薦
任期：Ｈ30.7.1 ～Ｈ33.6.30（3年間）
任期満了に伴う選任（新任）
任期：Ｈ30.4.1～Ｈ34.3.31（4年間）
任期満了に伴う選任（新任）
任期：Ｈ30.4.1～Ｈ34.3.31（4年間）
平成２９年人事院勧告に基づく国家公務員に係る一般
職の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施
行に伴い、国の取扱いに準じた措置を講ずる必要が
あるため、条例の一部を改正するもの

平成２９年人事院勧告に基づく国家公務員に係る一般
職の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施
行に伴い、特別職の職員等の期末手当の支給率にお
いて国の取扱いに準じた措置を講ずる必要があるた
め、条例の一部を改正するもの
えびの市一般職の職員の給与に関する条例の一部改
えびの市企業職員の給与の種類及び基準に 正にあわせて、本市の企業職員においても本市の一
議案第 7 号
般職員の取扱いと同様の措置を講ずる必要があるた
関する条例の一部改正について
め、条例の一部を改正するもの
障がいのある人もない人も互いに人格と個性を尊重
し、支え合う共生社会の実現に向けて、えびの市障が
議案第 8 号 えびの市障がい者計画の策定について
い者計画を定めるもの
地球温暖化の対策や生物多様性の保全、身近な生活
第二次えびの市環境基本計画の策定につい 環境の取組等に対応し、環境保全の施策に取り組む
議案第 9 号
必要があることから、第二次えびの市環境基本計画を
て
定めるもの
安全でおいしい水の安定的な供給の確保の実現のた
議案第 10 号 えびの市水道事業経営戦略の策定について め、持続可能な経営の基本計画として、えびの市水道
事業経営戦略を定めるもの
すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下
えびの市におけるあらゆる差別をなくし人権を の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、あらゆ
議案第 11 号
る差別をなくし平和で明るく住みよい地域社会を実現
守る条例の制定について
するため、条例を制定するもの
手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する
理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやす
えびの市こころをつなぐ手話言語条例の制定 い環境の構築に関し、基本理念を定め、すべての市
議案第 12 号
について
民が共生することのできる地域社会を実現するため、
条例を制定するもの
えびの市特別職の職員で常勤のものの給与
及び旅費に関する条例及びえびの市議会議
議案第 6 号
員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関
する条例の一部改正について

担当課等
総務課
総務課
総務課

総務課

総務課

総務課

福祉事務所

市民環境課

水道課

総務課

福祉事務所

議案第 13 号

えびの市産業団地整備事業特別会計条例の 産業団地整備事業の円滑な運営とその経理の適正を
図るため、条例を制定するもの
制定について

観光商工課

議案第 14 号

えびの市京町温泉駅観光交流センター条例の 地域のにぎわいを創出するとともに、観光の推進及び
交流人口の拡大を図るため、条例を制定するもの
制定について

観光商工課

えびの市一般職の職員の退職手当に関する
議案第 15 号 条例の一部を改正する条例等の一部改正に
ついて

国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の
施行に伴い、本市の一般職の職員の退職手当制度に
おいても同様の措置を講ずる必要があるため、条例
の一部を改正するもの

子どものための教育・保育給付の認定を行った際、支
えびの市特定教育・保育施設及び特定地域型 給認定証の交付を、申請があった場合のみ交付する
という任意交付となり、その他に所要の改正を行う必
の一部改正について
要があることから、条例の一部を改正するもの
介護手当の引上げにより、ねたきり高齢者等の福祉
えびの市在宅老人等介護手当支給条例の一 の増進を図るとともに所要の改正を行う必要があるこ
部改正について
とから、条例の一部を改正するもの
国民健康保険法の改正に伴い、都道府県及び市町村
えびの市国民健康保険条例の一部改正につ のそれぞれに、国民健康保険事業の運営に関する協
議会が設置されることになったことから、条例の一部
いて
を改正するもの
介護保険料の標準９段階のうち、平成３０年度から平
成３２年度まで第６段階から第９段階までの境目とな
えびの市介護保険条例の一部改正について る基準所得金額を定め、あわせて第７期介護保険事
業計画における保険料額を改正するため、条例の一
部を改正するもの
国民健康保険における病院等に入院、入所又は入居
中の被保険者の住所地特例の対象者が、後期高齢
えびの市後期高齢者医療に関する条例の一 者医療保険の資格を取得した場合、引き続き前住所
部改正について
地の市町村が加入する広域連合の被保険者となるよ
うに条例の一部を改正するもの
入居者が認知症、知的障害者等である場合の収入申
えびの市営住宅条例及びえびの市小集落改 告義務が緩和されたことに伴い、その手続を定めるた
良住宅条例の一部改正について
め、条例の一部を改正するもの

総務課

議案第 16 号 保育事業の運営に関する基準を定める条例

福祉事務所

議案第 17 号

介護保険課

議案第 18 号

議案第 19 号

議案第 20 号

議案第 21 号

健康保険課

介護保険課

健康保険課

財産管理課

議案第 22 号 えびの市立学校条例の一部改正について

平成３０年３月３１日をもって、えびの市立加久藤小学
校尾八重野分校を廃止するため、条例の一部を改正
するもの

学校教育課

議案第 23 号 市道の路線廃止について

市道路線の見直しに伴い、起点や終点に変更が生じ
た路線を廃止するもの

建設課

議案第 24 号 市道の路線認定について

市道路線の見直し及び市道路線の認定の基準に基づ
き、新たに路線を認定するもの

建設課

議案第 25 号 平成２９年度えびの市一般会計予算の補正（第１０号）について

財政課

議案第 26 号 平成２９年度えびの市国民健康保険特別会計予算の補正（第４号）について

健康保険課

議案第 27 号 平成２９年度えびの市後期高齢者医療特別会計予算の補正（第２号）について

健康保険課

議案第 28 号 平成２９年度えびの市介護保険特別会計予算の補正（第４号）について

介護保険課

議案第 29 号 平成２９年度えびの市水道事業会計予算の補正（第２号）について

水道課

議案第 30 号 平成２９年度えびの市病院事業会計予算の補正（第３号）について

市立病院

議案第 31 号 平成２９年度えびの市一般会計予算の補正（第１１号）について

財政課

議案第 32 号 平成２９年度えびの市国民健康保険特別会計予算の補正（第５号）について

健康保険課

議案第 33 号 平成２９年度えびの市後期高齢者医療特別会計予算の補正（第３号）について

健康保険課

議案第 34 号 平成２９年度えびの市介護保険特別会計予算の補正（第５号）について

介護保険課

議案第 35 号 平成２９年度えびの市水道事業会計予算の補正（第３号）について

水道課

議案第 36 号 平成２９年度えびの市病院事業会計予算の補正（第４号）について

市立病院

議案第 37 号 平成３０年度えびの市一般会計予算について

財政課

議案第 38 号 平成３０年度えびの市国民健康保険特別会計予算について

健康保険課

議案第 39 号 平成３０年度えびの市後期高齢者医療特別会計予算について

健康保険課

議案第 40 号 平成３０年度えびの市介護保険特別会計予算について

介護保険課

議案第 41 号 平成３０年度えびの市産業団地整備事業特別会計予算について

観光商工課

議案第 42 号 平成３０年度えびの市水道事業会計予算について

水道課

議案第 43 号 平成３０年度えびの市病院事業会計予算について

市立病院

