
平成３０年第１回杉戸町議会定例会議案概要 

議案番号 件       名 概              要 

第１号 

埼玉県市町村総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の

減少について 

埼玉県市町村総合事務組合から入間東部地区衛生組

合を脱退させることについて協議するもの。 

第２号 
埼玉県市町村総合事務組合の

規約変更について 

入間東部地区消防組合の名称変更に伴い、埼玉県市

町村総合事務組合規約を変更することについて協議

するもの。 

第３号 杉戸町道路線の認定について 
開発道路の寄附採納に伴い道路線の認定をするも

の。 

第４号 杉戸町道路線の廃止について 
水路に町道認定をしている路線があること及び杉戸

屏風深輪産業団地整備事業に伴い廃止するもの。 

第５号 杉戸町道路線の変更について 
杉戸屏風深輪産業団地整備事業及び開発道路の寄附

採納に伴い変更するもの。 

第６号 

杉戸町地区計画区域内におけ

る建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例 

都市緑地法等の一部を改正する法律の施行により、

建築基準法が改正され、項ずれが生じたため、条例

の改正をするもの。 

第７号 
平成２９年度杉戸町一般会計

補正予算（第８号） 

歳入歳出補正額   １６，３７４，０００円（増額補正） 

補正後総額   １１，９８２，５８４，０００円 

歳入内容 地方消費税交付金、自動車取得税交付金、

県支出金、財産収入及び諸収入の追加 

配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、

分担金及び負担金、国庫支出金、繰入金

及び町債の減額 

歳出内容 国民健康保険特別会計繰出金、心身障が

い者にかかる各種負担金、障害者医療費

国庫負担金等返還金、臨時福祉給付金事

業費等国庫補助金返還金、保育園運営業

務委託料、農地中間管理事業機構集積協

力金及び公共施設改修基金積立金等の追

加 

     重度心身障がい者医療費助成金、介護保

険特別会計繰出金、各種予防接種業務委

託料、がん検診委託料、妊婦健康診査委

託料、不燃・粗大ごみ処分業務委託料、

道路舗装補修工事費、道路改良工事費、

障がい児等対応教育指導補助員賃金及び

中央幼稚園保育棟改築工事設計調査等業

務委託料等の減額 

繰越明許費及び地方債の補正 



第８号 
平成２９年度杉戸町水道事業

会計補正予算（第３号） 

収益的支出補正額    １，９７３，０００円（減額補正） 

補正後総額      １，０６１，７５３，０００円 

資本的収入補正額   １７，０００，０００円（減額補正） 

補正後総額         １４３，９０１，０００円 

資本的支出補正額   ４５，０００，０００円（減額補正） 

補正後総額         ４８９，７８０，０００円 

第９号 

平成２９年度杉戸町公共下水

道事業特別会計補正予算（第

４号）  

歳入歳出補正額 １３，０００，０００円（減額補正） 

補正後総額 １，０５１，６５５，０００円 

歳入内容 地方債の減額 

歳出内容 工事請負費の減額 

第１０号 

平成２９年度杉戸町国民健康

保険特別会計補正予算（第３

号） 

歳入歳出補正額  １１，８４５，０００円（増額補正） 

補正後総額  ６，７２１，４９７，０００円 

歳入内容 県支出金及び繰入金の追加 

歳出内容 保健事業費及び予備費の追加 

第１１号 

平成２９年度杉戸町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第

２号） 

歳入歳出補正額   ２２，２２６，０００円（増額補正） 

補正後総額    ４７８，７７６，０００円 

歳入内容 後期高齢者医療保険料の追加 

繰入金の減額 

歳出内容 負担金、補助及び交付金の追加 

第１２号 
平成２９年度杉戸町介護保険

特別会計補正予算（第３号） 

歳入歳出補正額     ２８，８４８，０００円（減額補正） 

補正後総額   ３，１１１，９８９，０００円 

歳入内容 国・県支出金、支払基金交付金及び繰入

金の減額 

歳出内容 総務費及び基金積立金の増額 

     地域支援事業費の減額 

第１３号 

杉戸町職員の給与に関する条

例及び杉戸町企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例

の一部を改正する条例 

人事評価制度の導入により、勤勉手当の支給に係る

勤務成績の証明に関する文言を改める必要があるた

め、条例を改正するもの。 

第１４号 
杉戸町課設置条例の一部を改

正する条例 

人権・男女共同参画推進室を人権・男女共同参画推

進課に改めること及び住民参加推進課を住民協働課

及びくらし安全課に分割再編するため、条例を改正

するもの。 

第１５号 
杉戸町個人情報保護条例の一

部を改正する条例 

個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有す

る個人情報の保護に関する法律の改正に伴い個人情

報の定義の明確化等、所要の改正を行うため、条例

を改正するもの。 

第１６号 

杉戸町の特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正

する条例 

行政区制度等の見直しにより、区長代理者及び副区

長の報酬額の変更をする必要があるため、条例を改

正するもの。 



第１７号 
杉戸町都市公園条例の一部を

改正する条例 

都市緑地法等の一部を改正する法律の施行により、

都市公園法施行令が改正され、条例に運動施設率を

定めることが必要となったこと及びゲートボール場

を廃止し、無料広場として開放し、有効活用をする

ため、条例を改正するもの。 

第１８号 
杉戸町町営住宅条例の一部を

改正する条例 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律による公

営住宅法の改正等を踏まえ、町営住宅の入居者が認

知症患者等の場合については、職権による収入調査

により家賃を決定すること等、所要の改正を行うた

め、条例を改正するもの。 

第１９号 

杉戸町農業委員会の委員及び

農地利用最適化推進委員の定

数を定める条例 

農業委員会等に関する法律の規定に基づき、杉戸町

農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定

数を定めるとともに、杉戸町農業委員等の報酬額等

を改めるため、条例を制定するもの。 

第２０号 
杉戸宿魅力発信拠点施設設置

及び管理条例 

地域振興や商業の活性化、郷土歴史に対する町民の

理解と誇りの醸成に資する施設として杉戸宿魅力発

信拠点施設を設置するため、条例を制定するもの。 

第２１号 
杉戸屏風深輪産業団地企業誘

致条例の一部を改正する条例 

杉戸屏風深輪産業団地進出企業に対し、更なる町内

雇用の促進を図るため、条例を改正するもの。 

第２２号 
杉戸町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例 

１８歳未満の被保険者が３人以上いる世帯につい

て、国民健康保険税の減免対象とする条項を追加す

るため、条例を改正するもの。 

第２３号 
杉戸町後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例 

平成３０年４月１日より、持続可能な医療保険制度

を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す

る法律が施行され、高齢者の医療の確保に関する法

律第５５条の２の規定が新設されることに伴い、後

期高齢者医療制度加入時の住所地特例の取扱いが変

更されることから、条例を改正するもの。 

第２４号 

杉戸町重度心身障害者医療費

支給に関する条例の一部を改

正する条例 

平成３０年４月１日より、持続可能な医療保険制度

を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す

る法律が施行され、国民健康保険法及び高齢者の医

療の確保に関する法律が改正されることに伴い、法

令を引用し規定していた重度心身障害者医療費助成

の対象者の条項を改める必要が生じたことから、条

例を改正するもの。 

第２５号 
杉戸町介護保険条例の一部を

改正する条例 

杉戸町高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計

画に基づき、平成３０年度から平成３２年度までの

３年間の円滑な介護保険事業運営を図るための第１

号被保険者介護保険料の改正のため及び介護保険法

の一部改正に伴い、条例を改正するもの。 



第２６号 

杉戸町地域包括支援センター

の職員等に係る基準を定める

条例の一部を改正する条例 

介護保険法の一部改正及び主任介護支援専門員の定

義を改めることを目的とした介護保険法施行規則の

一部を改正する省令に基づき、所要の改正を行うた

め、条例を改正するもの。 

第２７号 
杉戸町放課後児童クラブ条例

の一部を改正する条例 

西放課後児童クラブの収容定員を６０人から９０人

に増員するため、条例を改正するもの。 

第２８号 
平成３０年度杉戸町一般会計

予算 

歳入歳出総額 １１，９９６，０００，０００円 

対前年度比   １．５％の増 

第２９号 
平成３０年度杉戸町水道事業

会計予算 

収益的収入及び支出 

収入           １，１５３，２８６，０００円 

支出           １，０６２，５２３，０００円 

資本的収入及び支出 

収入                ７５，２８５，０００円 

支出             ５６７，１２４，０００円 

第３０号 
平成３０年度杉戸町公共下水

道事業特別会計予算 

歳入歳出総額  １，０１７，４５０，０００円 

歳入内容 使用料、受益者負担金、国庫支出金、地

方債、繰入金等 

歳出内容 市街地公共下水道事業、下水道維持管理

事業、償還金等 

第３１号 
平成３０年度杉戸町国民健康

保険特別会計予算 

歳入歳出総額  ５，１４５，９３１，０００円 

歳入内容 国民健康保険税、県支出金、繰入金等 

歳出内容 保険給付費、国民健康保険事業費納付金、

保健事業費等 

第３２号 
平成３０年度杉戸町後期高齢

者医療特別会計予算 

歳入歳出総額   ５１９，９２３，０００円 

歳入内容 後期高齢者医療保険料、繰入金等 

歳出内容 後期高齢者医療広域連合納付金等 

第３３号 
平成３０年度杉戸町介護保険

特別会計予算 

歳入歳出総額  ２，８７９，９９４，０００円 

歳入内容 保険料、国・県支出金、支払基金交付金、

繰入金等 

歳出内容 総務費、保険給付費、地域支援事業費等 

 

 

 

 



全員協議会予定一覧 

件                 名 報告時期 

平成３０年度杉戸町組織の改正について ２月１５日 

杉戸町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例について  ２月１５日 

杉戸宿魅力発信拠点施設設置及び管理条例について ２月１５日 

国民健康保険広域化の進捗状況について ２月１５日 

第５次杉戸町総合振興計画第８次実施計画について ２月１６日 

中央幼稚園保育棟改築工事について ２月１６日 

経営戦略の策定について ２月１６日 

杉戸町公共下水道事業特別会計における地方公営企業法の適用化進捗状況について  ２月１６日 

杉戸町高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画について ２月１６日 

地域包括支援センターの増設（委託）予定について ２月１６日 

「第２次杉戸町地域福祉計画」及び「杉戸町障がい者福祉計画・第５期杉戸町障が

い福祉計画（第１期杉戸町障がい児福祉計画）」について 
最終日 

 


