
    

 

平成２９年３月定例会提出議案概要（記者発表資料） 

 

１ 招集告示日   平成２９年２月２８日 

２ 招 集 日   平成２９年３月７日 

３ 提出議案件数   ５０件 

            予 算 ２７件 

            条 例 １９件 

            その他  ４件 

４ 議案等件名 

  議案第 ２ 号  平成２８年度西条市一般会計補正予算（第７回） 

          について  

議案第 ３ 号  平成２８年度西条市国民健康保険特別会計補正 

          予算（第３回）について  

議案第 ４ 号  平成２８年度西条市介護保険特別会計補正予算 

          （第４回）について  

議案第 ５ 号  平成２８年度西条市公共下水道事業特別会計補 

        正予算（第４回）について  

議案第 ６ 号  平成２８年度西条市港湾上屋事業特別会計補正 

        予算（第１回）について  

議案第 ７ 号  平成２８年度西条市ひうち地域振興整備事業特 

        別会計補正予算（第３回）について  

議案第 ８ 号  平成２８年度西条市小松地域交流事業特別会計 

        補正予算（第３回）について  

議案第 ９ 号  平成２８年度西条市本谷温泉事業特別会計補正 

        予算（第２回）について  

議案第１０号  平成２８年度西条市壬生川財産区特別会計補正 

        予算（第１回）について  

議案第１１号  平成２９年度西条市一般会計予算について  

議案第１２号  平成２９年度西条市国民健康保険特別会計予算 

        について  

議案第１３号  平成２９年度西条市介護保険特別会計予算につ 

        いて 

議案第１４号  平成２９年度西条市簡易水道事業特別会計予算 

        について 

議案第１５号  平成２９年度西条市公共下水道事業特別会計予 

        算について 
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議案第１６号  平成２９年度西条市小規模下水道事業特別会計 

        予算について 

議案第１７号  平成２９年度西条市港湾上屋事業特別会計予算 

        について 

議案第１８号  平成２９年度西条市ひうち地域振興整備事業特 

        別会計予算について 

議案第１９号  平成２９年度西条市土地開発事業特別会計予算 

        について 

議案第２０号  平成２９年度西条市小松地域交流事業特別会計 

        予算について 

議案第２１号  平成２９年度西条市本谷温泉事業特別会計予算 

        について 

議案第２２号  平成２９年度西条市住宅新築資金等貸付事業特 

        別会計予算について 

議案第２３号  平成２９年度西条市畑地かん水事業特別会計予 

        算について 

議案第２４号  平成２９年度西条市庄内財産区特別会計予算に 

        ついて 

議案第２５号  平成２９年度西条市壬生川財産区特別会計予算 

        について 

議案第２６号  平成２９年度西条市後期高齢者医療保険特別会 

        計予算について 

議案第２７号  平成２９年度西条市水道事業会計予算について 

議案第２８号  平成２９年度西条市病院事業会計予算について 

議案第２９号  西条市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に 

関する協定その４の締結について ・・・・・・・・  １ 

議案第３０号  市道路線の認定について ・・・・・・・・・・・・  ２ 

議案第３１号  市道路線の変更について ・・・・・・・・・・・・  ３ 

議案第３２号  西条市職員の修学部分休業に関する条例につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

議案第３３号  西条市職員の高齢者部分休業に関する条例につ 

        いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

議案第３４号  西条市職員の自己啓発等休業に関する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

議案第３５号  西条市職員の配偶者同行休業に関する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

議案第３６号  西条市合併振興基金条例について ・・・・・・・・  ８ 
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議案第３７号  西条市適応指導教室設置条例について ・・・・・・  ９ 

議案第３８号  西条市事務分掌条例の一部を改正する条例につ 

いて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

議案第３９号  西条市個人情報保護条例及び西条市行政手続に 

おける特定の個人を識別するための番号の利用 

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特 

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

議案第４０号  西条市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

等の一部を改正する条例について ・・・・・・・・ １３ 

議案第４１号  西条市税条例等の一部を改正する条例について ・・ １４ 

議案第４２号  西条市手数料条例の一部を改正する条例につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

議案第４３号  西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例の 

一部を改正する条例について ・・・・・・・・・・ １６ 

議案第４４号  西条市図書館設置及び管理条例の一部を改正す 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

議案第４５号  西条市介護保険条例の一部を改正する条例に 

ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

議案第４６号  西条市指定地域密着型サービスの事業の人員、 

設備及び運営に関する基準等を定める条例の一 

部を改正する条例について ・・・・・・・・・・・ ２０ 

議案第４７号  西条市指定地域密着型介護予防サービスの事業 

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介 

護予防サービスに係る介護予防のための効果的 

な支援の方法に関する基準等を定める条例の一 

部を改正する条例について ・・・・・・・・・・・ ２１ 

議案第４８号  西条市庁舎整備基金条例を廃止する条例につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

議案第４９号  西条市長寿祝金支給条例を廃止する条例につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

議案第５０号  西条市障害者共同作業所設置及び管理条例を廃 

止する条例について ・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

  議案第５１号  工事請負契約の締結について ・・・・・・・・・・ ２５ 
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議案第２９号  西条市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する    

協定その４の締結について 

 

                           （下水道工務課） 

 

１ 提出の理由 

  西条市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定その４の締結に

ついて、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める

ものである。 

 

２ 概 要 

 (1) 協定金額   ２５２，５８０，０００円 

 (2) 協定の相手方 東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 

           日本下水道事業団 

            代表者 理事長 辻 原 俊 博 

 (3) 工事内容   西条市公共下水道唐樋ポンプ場に係る雨水ポンプ設備の

増設工事を行う。 

         ・監視制御施設電気設備工事       一式 

         ・運転操作施設電気設備工事       一式 

         ・計装施設電気設備工事         一式 

         ・流入渠施設機械設備工事        一式 

         ・沈砂池施設機械設備工事        一式 

         ・雨水ポンプ施設機械設備工事      一式 
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議案第３０号  市道路線の認定について 

                            （建設道路課） 

 

１ 提出の理由 

  今回の認定により、市営泉町住宅周辺における通行の安全を図り、平成 29

年度から着工予定の（仮称）新泉町団地へのアクセス道路として整備するも

のである。 

 

２ 概要 

 (1) 名  称   大町３１号線 

 (2) 延  長   ２１５．０ｍ 

 (3) 幅  員   ４．０ｍ～５．０ｍ 

 

 

 



3333    

議案第３１号  市道路線の変更について 

                            （建設道路課） 

 

１ 提出の理由 

  本路線は、地域道路の渋滞緩和や安全性確保を目的として、明理川団地の

国営ほ場整備事業と同時期に整備を行うことで効率的に施行するため、終点

を変更しようとするものである。 

 

２ 概要 

 (1) 名  称   下田明理川線 

 (2) 延長、幅員  

 延  長 幅  員 

（旧） ６２７．３ｍ １１．８ｍ～１３．０ｍ 

（新） １４１５．０ｍ １１．８ｍ～１３．０ｍ 
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議案第３２号  西条市職員の修学部分休業に関する条例について 

                            （職員課） 

 

１ 提出の理由 

  地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の２第１項、第３項

及び第４項の規定に基づき、修学部分休業に関し必要な事項を定めようとす

るものである。 

 

２ 概要 

  職員が大学等の教育施設で修学する場合において、１週間の勤務時間の一

部について勤務しないことを承認することができる制度 

 (1) 対象職員 

   大学等の教育施設で修学する職員 

(2) 取得期間 

   ２年を超えない期間で、1 週間のうち２分の１を超えない範囲内 

(3) 給与の減額 

   修学部分休業中、1時間当たりの給与を減額 

 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日 
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議案第３３号  西条市職員の高齢者部分休業に関する条例について 

                            （職員課） 

 

１ 提出の理由 

  地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の３の規定に基づき、

高齢者部分休業に関し必要な事項を定めようとするものである。 

 

２ 概要 

  定年退職前の職員で部分休業を希望する職員に対し、１週間の勤務時間の

一部について勤務しないことを承認することができる制度 

 (1) 対象職員 

   ５５歳以上の職員 

(2) 取得期間 

   １週間のうち２分の１を超えない範囲内 

(3) 給与の減額 

   高齢者部分休業中、１時間当たりの給与を減額 

 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日 
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議案第３４号  西条市職員の自己啓発等休業に関する条例について 

                            （職員課） 

 

１ 提出の理由 

  地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の５第１項、第５項

及び第６項の規定に基づき、自己啓発等休業に関し必要な事項を定めようと

するものである。 

 

２ 概要 

  職員が大学等課程の履修又は国際貢献活動のための休業をすることを承認

することができる制度 

 (1) 対象職員 

   職員としての在職期間が２年以上である職員で公務の運営に支障がなく、

かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認める職員 

(2) 取得期間 

ア 大学等における修学２年（特に必要な場合３年） 

イ 国際貢献活動３年 

(3) 給与の減額 

   休業期間中、給与は支給しない。 

 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日 
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議案第３５号  西条市職員の配偶者同行休業に関する条例について 

                            （職員課） 

 

１ 提出の理由 

  地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の６第１項から第３

項まで、第６項から第８項まで及び第１１項の規定に基づき、配偶者同行休

業に関し必要な事項を定めようとするものである。 

 

２ 概要 

  職員が外国で勤務等をする理由により外国に住所を定めて滞在するその配

偶者と生活を共にするための休業をすることを承認することができる制度 

 (1) 対象職員 

   外国で勤務等（６月以上にわたり継続することが見込まれるもの）によ

り外国に住所を定めて滞在する配偶者と、当該住所において生活を共にす

る職員 

(2) 取得期間 

  ３年を超えない範囲内 

(3) 給与の減額 

  休業期間中、給与は支給しない。 

 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日 
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議案第３６号  西条市合併振興基金条例について         

                            （総合政策課） 

 

１ 提出の理由 

  本市における市民の連帯の強化及び地域振興に要する経費に充てるための

基金を設置するため、所要の条例を制定しようとするものである。 

 

２ 概要 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第８項の規定に基づき、

基金の管理及び処分に関し必要な事項について条例で定めるものである。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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議案第３７号  西条市適応指導教室設置条例について 

                            （学校教育課） 

 

１ 提出の理由 

不登校児童及び生徒の学校生活への適応及び復帰を支援するため、西条市

適応指導教室を設置することについて、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）第３０条の規定に基づき、所要の条例

を制定しようとするものである。 

 

２ 概要 

 (1) 設置（第１条関係） 

   「西条市適応指導教室いしづち」を西条市楢木５３番地１に、 

   「西条市適応指導教室ひうち」を西条市周布３４９番地１に設置する。 

 (2) 事業（第２条関係） 

   適応指導教室は、不登校児童及び生徒の学校生活への適応及び復帰を支

援するため、次に掲げる事業を行う。 

  ア 児童及び生徒並びにその保護者に対する教育相談に関すること。 

  イ 児童及び生徒に対する基本的生活習慣の習得に関すること。 

  ウ 児童及び生徒に対する協調性及び自立心の育成に関すること。 

  エ 児童及び生徒一人一人に応じた学習の実施に関すること。 

  オ アからエまでに掲げるもののほか、不登校問題の解決を図るために必

要な事業 

 (3) 職員（第３条関係） 

   適応指導教室に、教室長その他必要な職員を置くことができる。 

 (4) 委任（第４条関係） 

   適応指導教室に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

３ 施行期日 

平成２９年９月１日 
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議案第３８号  西条市事務分掌条例の一部を改正する条例について 

                            （職 員 課） 

 

１ 提出の理由 

 社会・経済情勢が著しく変化する中、多様な行政課題等に迅速かつ的確に

対応していくために、市民主役のまちづくりを推進するとともに、政策創出

を担う企画部門を強化し、スピード感を持って各事業を推進できる組織体制

を構築するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

 (1) 部の再編（部の新設） 

    現行の部のうち、経営戦略部及び上下水道部を新たに設置するととも

に、生活環境部を市民環境部とし、市民安全部及び施設管理部を廃止す

る。 

 (2) 部の再編に伴う各部における主な事務分掌の変更 

  ア 経営戦略部 

    秘書、政策の調査研究、広報、広聴、市民の安全に関する業務等を所

管する。 

  イ 総務部 

    現行の業務に、行政改革の推進に関する業務を加え、国際交流、秘書、

情報化に関する業務等を除く。 

  ウ 企画情報部 

    現行の業務に、国際交流、情報化、市民活動支援に関する業務を加え、

行政改革の推進、広報、広聴、市民相談に関する業務を除く。 

  エ 保健福祉部 

    現行の業務から、国民健康保険に関する業務等を除く。 

  オ 市民環境部 

    現行の業務に、戸籍、住民基本台帳、住民諸証明、国民年金、市民相

談、国民健康保険に関する業務等を加え、下水道、水道に関する業務を

除く。 

  カ 上下水道部 

    下水道、水道に関する業務を所管する。 

  キ 建設部 

    現行の業務に、市営住宅、市有財産の統括管理に関する業務等を加え

る。 
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３ 参考（組織改編の主な事項） 

(1) 市長のトップマネジメント機能を強化し、スピード感を持って各施策を

展開していくことを目的として経営戦略部を設置し、分野横断的な行政課

題に対する調査研究を行うとともに、シティプロモーションを強化し、

「選ばれる地域」になるための取り組みを総合的・戦略的に推進する。 

(2) 危機管理監を配置し、災害等の緊急事態に対する指揮命令系統の明確化

を図り、より機動的に対応できる体制を構築するとともに、部局を統括・

調整する機能を強化することにより、市民の安全・安心の確保に一層取り

組む。 

(3) 新たにコンプライアンスを推進する部署を設置することにより、市民か

ら信頼される組織づくりを推進する。 

(4) ICT（情報通信技術）を活用した総合的な情報戦略を推進するとともに、

市民活動支援に関する推進体制の強化を図ることにより、市民が主役のま

ちづくりを推進する。 

(5) 新たに上下水道部を設置し、下水道事業等の地方公営企業会計への移行

を適切に進めていくとともに、地方公営企業としてより経営感覚をもって

市民サービスに努める。 

 

４ 施行期日 

  平成２９年４月１日 
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議案第３９号  西条市個人情報保護条例及び西条市行政手続における 

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に 

関する条例の一部を改正する条例について 

                              （総務課） 

 

１ 提出の理由 

  個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第

６５号）の一部が施行されることに伴い、所要の条例改正を行おうとするも

のである。 

 

２ 概要 

 (1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第１９条第８号

及び第２６条の改正に伴う関係規定の整備 

 (2) 条例において引用している番号法の条名等の整備  

 

３ 施行期日 

  平成２９年５月３０日 
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議案第４０号  西条市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部 

を改正する条例について 

                            （職員課） 

 

１ 提出の理由 

  本市職員の勤務条件等を国家公務員に準じた勤務条件に変更するため、所

要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

 (1) 介護休暇の分割（３回まで可能） 

 (2) 介護時間の新設（最長連続３年、１日２時間まで） 

 (3) 育児休業に係る子の範囲の拡大等、制度改正に伴う関係条例の改正 

（特別養子縁組の監護期間中の子等を追加） 

 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日 
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議案第４１号  西条市税条例等の一部を改正する条例について 

        （市民税課） 

 

１ 提出の理由 

  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等の一部を改正する法律（平成

２８年法律第８６号）等が施行されたことに伴い、所要の条例改正を行おう

とするものである。 

 

２ 概要  

 (1) 住宅ローン減税の延長について 

   個人住民税における住宅ローン減税の拡充等の措置について、対象期間

を平成３３年１２月３１日まで２年半延長する。 

 (2) 施行期日の変更について 

   次の西条市税条例の改正規定に係る施行期日を平成２９年４月１日から

平成３１年１０月１日に変更する。 

  ア 軽自動車税 

   (ｱ) 環境性能割の創設について 

     軽４輪車等について自動車取得税（県税）を廃止し、環境性能割

（市税）を創設する。 

   (ｲ) 種別割について 

     改正前の軽自動車税を種別割に名称変更する。 

  イ 法人市民税 

    地方法人税（国税）の税率引上げに伴い、法人市民税の法人税割の税

率を「１００分の１２．１」から「１００分の８．４」に引き下げる。 

 

３ 施行期日  

公布の日 
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議案第４２号  西条市手数料条例の一部を改正する条例について 

                            （建築審査課） 

 

１ 提出の理由 

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３

号）の一部が施行されることに伴い、所要の条例改正を行おうとするもので

ある。 

 

２ 概要 

  大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務化に伴い、対象となる建築物を

新築、増築又は改築する際には、エネルギー消費性能の適合性判定を受けな

ければならないこととなるため、これに係る手数料額を定めるものである。 

  また、低炭素建築物新築等計画の認定に係るエネルギー消費性能を判断す

る基準の改正により、当該基準に基づく審査に係る手数料額を定めるもので

ある。 

 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日 
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議案第４３号  西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例の一部を 

改正する条例について 

                            （社会教育課） 

 

１ 提出の理由 

  複合施設である西条市立東予郷土館及び西条市立東予図書館の休館日及び

開館時間を合わせることにより、利用者の利便性及び施設の管理体制の充実

を図るため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

 (1) 休館日と規定している国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する国民の休日の翌日について開館とする。 

 (2) 休館日に館内整理日(毎月末日。ただし、１２月に限り２８日とする。)

を加える。 

 (3) 開館時間を午前９時から午後７時までに改める。 

  

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日 



17171717    

議案第４４号  西条市図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例 

        について 

                            （社会教育課） 

 

１ 提出の理由 

西条市立東予図書館、西条市立丹原図書館及び西条市立小松温芳図書館の

休館日を縮減し、市民の利便性の向上を図るため、所要の条例改正を行おう

とするものである。 

 

２ 概要 

  休館日と規定している国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する国民の休日の翌日について開館とするものである。 

 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日 
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議案第４５号  西条市介護保険条例の一部を改正する条例について 

                            （高齢介護課） 

 

１ 提出の理由 

  介護保険法施行令の一部を改正する政令（平成２８年政令第３００号）が

施行されること、及び低所得者の第１号保険料軽減強化が平成２９年度まで

延長されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである 

 

２ 概要 

介護保険制度においては、第１号被保険者の保険料段階の判定に、所得を

測る指標として合計所得金額を用いており、現行の合計所得金額では、土地

を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控除が適用されて

いないため、土地収用等で土地等を譲渡した場合、譲渡した年の翌年の所得

が急増し、介護保険料が高額になる場合がある。 

土地の売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由によ

る場合もあり、そのような土地の売却収入等を所得として取り扱わないこと

とするよう、保険料段階の判定に、現行の合計所得金額等から、租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所

得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとし、具体的には、次の

(1)から(7)までとなる。 

 (1) 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の５，０００万円（最大） 

 (2) 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地

等を譲渡した場合の２，０００万円（最大） 

 (3) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の１，５００万円

（最大） 

 (4) 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の８００万円（最

大） 

 (5) 居住用財産を譲渡した場合の３，０００万円（最大） 

 (6) 特定の土地（平成２１年及び平成２２年に取得した土地等であって所有

期間が５年を超えるもの）を譲渡した場合の１，０００万円（最大） 

 (7) (1)から(6)までのうち２つ以上の適用を受ける場合の最高限度額５，０

００万円（最大） 

  なお、介護保険料は、原則として３年間同一の保険料率を用いることとさ

れているが、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）の一部改正に

より、市町村が新たな所得指標を用いる旨を条例で定めることで特例的に平

成２９年度から当該所得指標を用いることができることとなった。 

  また、平成２７年度から平成２８年度までの２か年において実施してきた
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西条市介護保険条例（平成１６年西条市条例第１３７号）第４条第１項第１

号に該当する者の介護保険料（年額）を、現行３３，５００円から３０，１

００円、額にして３，４００円引き下げる措置が平成２９年度まで延長にな

った。これら２点を踏まえ条例改正を行う。 

 

 （西条市介護保険条例第４条第１項第１号に該当する者） 

・ 生活保護受給者 

・ 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の者 

・ 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合

計が８０万円以下の者  

 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日 
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議案第４６号  西条市指定地域密着型サービスの事業の人員、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 

する条例について 

                            （高齢介護課） 

 

１ 提出の理由 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第３４号）の一部が改正されたことに伴い、所要の条例

改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

 (1) 定員が１８人以下の小規模な通所介護事業所については、地域密着型サ

ービスに移行するため、指定地域密着型通所介護のサービスの基準につい

て定める。 

 (2) 認知症対応型通所介護について、運営推進会議の設置を義務付ける。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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議案第４７号  西条市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員 

、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ 

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す 

る基準等を定める条例の一部を改正する条例について 

                            （高齢介護課） 

 

１ 提出の理由 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号）の一部が改正されたことに

伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

介護予防認知症対応型通所介護について、運営推進会議の設置を義務付け

る。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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議案第４８号  西条市庁舎整備基金条例を廃止する条例について 

                            （施設管理課） 

 

１ 提出の理由 

  平成２８年度で庁舎整備事業が終了することに伴い、条例を廃止しようと

するものである。 

 

２ 施行期日 

  公布の日 
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議案第４９号  西条市長寿祝金支給条例を廃止する条例について 

（高齢介護課） 

 

１ 提出の理由 

  平成２８年度末をもって長寿祝金支給事業を廃止することに伴い、条例を

廃止しようとするものである。 

 

２ 施行期日 

  平成２９年４月１日 
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議案第５０号  西条市障害者共同作業所設置及び管理条例を廃止する 

条例について 

                            （社会福祉課） 

 

１ 提出の理由 

  平成２８年度末をもって供用を終了することに伴い、条例を廃止しようと

するものである。 

 

２ 施行期日 

  平成２９年４月１日 
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議案第５１号  工事請負契約の締結について 

                        （環境衛生課） 

 

１ 提出の理由 

  西環工第１号西条市(仮称)汚泥再生処理センター建設工事請負契約の締結

について、議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

 (1) 工事番号   西環工第１号  

 (2) 工事名    西条市(仮称)汚泥再生処理センター建設工事 

 (3) 契約金額   ３，４２１，８８７，１２０円 

 (4) 契約の相手方 三井造船環境エンジニアリング株式会社 

           代表者 代表取締役 福井 馨 

 

 

 

 

 


