
 

 

 

 

令和元年生駒市議会（第 3回）定例会 提出案件 

 

■ 概要 

議案等の件数      19 件 

・報告案件       5 件 専決処分 1件、繰越計算書 4件 

・補正予算        2 件    

・条例          9 件 改正 9件 

・民事調停の申立て    1件 

・財産の取得       1 件  

・人事          1 件   

 

■ 補正予算 

 ◇一般会計（第 1回）                補正前予算  387億 6,900 万円 

                           補正予算     6,462 万 7千円 

                           補正後予算  388億 3,362 万 7千円 

    ・コミュニティ助成事業補助金                   250 万円 

    ・地域包括ケアシステム構築事業                355 万 6千円 

(仮称)ケアリンピック生駒の開催（別紙）                 

地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

    ・(仮称)ケアリンピック生駒の一般会計での実施に伴う 

介護保険特別会計繰出金の減額補正                  △14万 3千円 

    ・プレミアム付商品券事業実施に伴うシステム構築等        871 万 4千円 

    ・寄附金の図書館整備基金への積立                  5,000 万円 

 

 ◇介護保険特別会計（第 1回）            補正前予算  85億 8,273 万 4千円 

                           補正予算       △74万 1千円 

                           補正後予算  85億 8,199 万 3千円 

    ・(仮称)ケアリンピック生駒の一般会計での実施に伴う特別会計分予算の減額補正             

      

■ 条例 

1 篤志寄附基金条例の一部を改正する条例（議案第 37号 19ページ） 

・趣旨 

奈良県生駒市 
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図書館の図書及び設備の整備の充実への寄附に伴い、基金の額を追加するもの 

・施行日   公布の日 

・担当課   図書館  0743-75-5000 

 

2 生駒市税条例等の一部を改正する条例（議案第 38号 20 ページ） 

・趣旨 

地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、国が示す条例(例)に基づき改正するもの  

 市民税：ひとり親に係る個人住民税の非課税措置 

 軽自動車税：グリーン化特例の見直し・環境性能割の臨時的軽減  

・施行日   内容により、令和元年 10 月 1 日、令和 2 年 1 月 1 日、令和 3 年 1 月 1 日、

令和 3年 4月 1日 

・担当課   課税課  0743-74-1111 内線 281 

  

3 生駒市体育施設条例の一部を改正する条例（議案第 39号 32ページ） 

・趣旨 

  生駒北スポーツセンターの利用料金制導入、障がい者料金の新設、屋外体育施設夜間照明

を附属設備とすることに伴い、改正するもの 

・施行日   令和 2年 4月 1日 

・担当課   スポーツ振興課  0743-74-1111 内線 661 

【障がい者料金新設の概要】 

・新設の目的 障がい者が体育施設を利用しやすい環境をつくることで、障がい者の

スポーツ活動の推進と社会参加を促すことを目的とする 

・対象者 市内障がい者団体や市内生活支援センターなどの市内に住所を有する

者又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者で、身体障害

者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの(指

定管理者がこれに準ずると認める者を含む。)及びその介護を行う者で

構成された団体 

※個人利用適用施設については、個人利用も可 

・対象施設 生駒市体育施設（体育館、グラウンド、野球場、テニスコートなど） 

・料金の内容 市内一般料金の２分の１の料金とする 

 

4 生駒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（議案第 40号 35ページ）  

・趣旨 
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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を改正する省令の交付に伴 

い、放課後児童支援員の規定が改正されたため、改正するもの 

・施行日   公布の日 

・担当課   こども課  0743-74-1111 内線 770 

 

5 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例（議案第 41号 36 ページ）  

・趣旨 

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律及び同法施行令の一部を改正す 

る政令の公布に伴い、災害援護資金の貸付けに係る規定について、改正するもの 

・施行日   公布の日 

・担当課    高齢施策課 ☏ 0743-74-1111 内線 761 

 

6 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正

する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方

税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（議案

第 42号 37 ページ） 

・趣旨 

本年 10 月からの消費税及び地方消費税の税率が 10％に引き上げられることに伴い、使用

料等について 10％を含んだ料金に改正するもの 

      改正対象条例 

生駒市介護老人保健施設条例 

生駒市自動車駐車場条例 

生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター条例 

生駒市立病院の利用料金及び手数料に関する条例 

・施行日   令和元年 10月 1日 

・担当課    財政経営課  0743-74-1111 内線 271 

 

7 生駒市介護保険条例の一部を改正する条例（議案第 43号 40ページ） 

・趣旨 

令和元年 10 月の消費税 10％引上げに合わせ、低所得者の保険料の軽減強化を行うよう、

介護保険法施行令が改正されたことに伴い、改正するもの。 

・施行日   公布の日  （令和元年度分からの保険料から適用） 

・担当課   介護保険課  0743-74-1111 内線 481 
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8 生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（議案第 44 号 42

ページ） 

・趣旨 

「東生駒 1丁目地区」について、都市計画変更決定を行ったことに伴い、改正するもの 

・施行日   公布の日 

・担当課   都市計画課  0743-74-1111 内線 561 

 

9 生駒市火災予防条例の一部を改正する条例（議案第 45号 48ページ） 

・趣旨 

不正競争防止法等の一部を改正する法律及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条 

例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布に伴い、国が示す基準の

とおり改正するもの 

・施行日   内容により、令和元年 7月 1日、公布の日 

・担当課   消防本部予防課  0743-73-0119 内線 12300 

 

■ 民事調停の申立て 

・市が設置・管理する金属製ベンチの破損により、相手方が転倒し、負傷した事故に関し、相手

方に対し支払うべき損害賠償の相当額を求めるもの。 

・担当課   管理課  0743-74-1111 内線 541  

 

■ 財産の取得 

・水槽付消防ポンプ自動車の購入によるもの 

・担当課   消防本部警防課  0743-73-0119 内線 12400 

 

■ 人事 

・生駒市病院事業推進委員会委員の委嘱及び任命     伊木 まり子（委嘱） 

                            福田  一仁 （任命）  
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