
平成26年9月焼津市議会定例会提出議案について 　＊平成26年10月3日現在

＜当局等提出議案＞

決算案件12件、人事案件１件、予算案件3件、条例案件3件、市長報告事件6件、

監査委員報告案件2件で、合計27件。

10月3日に市長報告事件2件、監査委員報告案件2件の追加提出あり。結果、合計31件。

＜請願＞

請願第２号

＜議員提出議案＞

発議案２件

認第17号から認第26号までの一般会計及び特別会計の歳入歳出決算、認第27号及び認第28号の

水道事業及び病院事業の企業会計の決算については、それぞれ地方自治法第233条第3項又は地方

公営企業法第30条第4項、あわせて、第32条第2項の規定により、議会の認定に付すもの。

議案番号 議案名　＊［　］内は担当部署 議案の内容 審議結果

認第17号
平成25年度焼津市一般会計歳入歳出
決算認定について[関係課]

歳入決算額　49,851,333,608円
歳出決算額　47,628,003,838円
差引残額　 　2,223,329,770円

賛成多数
認定

認第18号
平成25年度焼津市し尿処理事業特別
会計歳入歳出決算認定について［廃
棄物対策課］

歳入決算額　　 436,086,568円
歳出決算額　　 378,640,664円
差引残額　 　 　57,445,904円

全会一致
認定

認第19号
平成25年度焼津市土地取得事業特別
会計歳入歳出決算認定について［資
産経営課］

歳入決算額　 　122,311,401円
歳出決算額　 　122,311,401円
差引残額　　 　 　 　　　0円

全会一致
認定

認第20号
平成25年度焼津市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算認定について
［保険年金課］

歳入決算額　15,461,471,545円
歳出決算額　15,120,788,539円
差引残額　　　 340,683,006円

賛成多数
認定

認第21号
平成25年度焼津市公共下水道事業特
別会計歳入歳出決算認定について
［下水道課］

歳入決算額　 2,334,535,380円
歳出決算額　 2,304,240,243円
差引残額　   　 30,295,137円

全会一致
認定

認第22号
平成25年度焼津市温泉事業特別会計
歳入歳出決算認定について［商業・
観光振興課］

歳入決算額　    56,014,381円
歳出決算額　    55,013,556円
差引残額         1,000,825円

全会一致
認定

認第23号
平成25年度焼津市駐車場事業特別会
計歳入歳出決算認定について［まち
づくり政策課］

歳入決算額      18,364,991円
歳出決算額      17,864,896円
差引残額　       　500,095円

全会一致
認定

認第24号
平成25年度焼津市介護保険事業特別
会計歳入歳出決算認定について［長
寿福祉課］

歳入決算額   9,524,304,020円
歳出決算額   9,357,720,610円
差引残額　     166,583,410円

賛成多数
認定

認第25号
平成25年度焼津市後期高齢者医療事
業特別会計歳入歳出決算認定につい
て［保険年金課］

歳入決算額   1,293,915,982円
歳出決算額   1,258,578,642円
差引残額　      35,337,340円

賛成多数
認定

認第26号
平成25年度焼津市港湾事業特別会計
歳入歳出決算認定について［大井川
港管理事務所］

歳入決算額     525,428,798円
歳出決算額     492,406,629円
差引残額　      33,022,169円

全会一致
認定



経常収益　   2,258,945,845円
経常費用　   1,982,718,416円
当年度純利益 　276,227,429円

剰余金については、当年度未処分利
益剰余金276,227,429円のうち、
1,400万円を減債積立金に、
262,227,429円を建設改良積立金に
積み立てる。

認第28号
平成25年度焼津市病院事業会計決算
認定について［病院経理課］

　経常収益　  11,734,599,942円
　経常費用　  11,737,129,419円
　当年度純損失 　  2,529,477円

全会一致
認定

認第29号
焼津市教育委員会委員の任命につい
て［人事課］

教育委員会委員の任命について、地
方教育行政の組織及び運営に関する
法律第4条第1項の規定により、議会
の同意を求める。
任命しようとする者　大石智之（お

おいし　ともゆき）氏（再任）

全会一致
同意

議第41号
平成26年度焼津市一般会計補正予算
（第３号）案[関係課]

歳入歳出それぞれ16,290千円を減額
補正するとともに、債務負担行為補
正、地方債補正を行う。歳出の主な
ものは、子ども個別予防接種費
66,780千円、庁舎等解体事業費（併
せて債務負担行為を廃止）
▲115,605千円、図書館システム更
新事業（債務負担行為：平成26年度
～平成32年度）60,000千円、水産業
共同施設整備事業費2,200千円、社
会保障・税番号制度システム整備事
業費55,996千円など。

全会一致
原案可決

議第42号
平成26年度焼津市公共下水道事業特
別会計補正予算（第1号）案［下水
道課］

国庫補助事業の内示に伴う事業費の
減額
補正予算額：▲210,398千円

全会一致
原案可決

議第43号
平成26年度焼津市介護保険事業特別
会計補正予算（第１号）案［長寿福
祉課］

一般会計からの事業移管に伴う組替
え及び過年度精算に係る償還金等に
よる事業費の増額
補正予算額：182,844千円

全会一致
原案可決

議第44号

焼津市特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の制定について［こど
も育成課］

子ども・子育て支援法の制定に伴
い、特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業の運営に関する基準を
定めるもの。
施行期日は子ども・子育て支援法の
施行の日。

賛成多数
原案可決

議第45号
焼津市家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準を定める条例の制
定について[こども育成課]

子ども・子育て支援法及び就学前の
子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律の一部
を改正する法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律による児童
福祉法の改正に伴い、家庭的保育事
業等の設備及び運営に関する基準を
定めるもの。
施行期日は子ども・子育て支援法及
び就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関する
法律の一部を改正する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律
の施行の日。

賛成多数
原案可決

平成25年度焼津市水道事業会計決算
認定及び剰余金処分案について［水
道総務課］

認第27号
賛成多数
認定及び
原案可決



議第46号
焼津市霊きゆう車使用条例の一部を
改正する条例の制定について[市民
課]

きゅう車の廃止に伴い、所要の改正
をするもの。施行期日は公布の日。

全会一致
原案可決

報第11号
平成25年度焼津市土地開発公社の決
算状況について［資産経営課］

地方自治法第243条の3第2項の規定
による報告。

了承

報第12号
平成25年度公益財団法人焼津市振興
公社の決算状況について[財政課]

地方自治法第243条の3第2項の規定
による報告。

了承

報第13号
平成25年度の焼津市の財政の健全化
に関する比率の報告について[財政
課]

地方公共団体の財政の健全化に関す
る法律第3条第1項及び第22条第1項
の規定に基づき、監査委員の意見を
付けて、平成25年度の健全化判断比
率及び資金不足比率を報告する。
1 健全化判断比率
実質赤字比率（数値なし）、連結実
質赤字比率（数値なし）、実質公債
費比率9.3％、将来負担比率47.0％
2 資金不足比率
水道事業会計（数値なし）、病院事
業会計（数値なし）、公共下水道事
業特別会計（数値なし）、温泉事業
特別会計（数値なし）

了承

報第14号
私債権の放棄について［水道総務
課・医事課］

市の保有する私債権について、焼津
市債権管理条例第13条第1項の規定
に基づき放棄したので、同条第2項
の規定により議会に報告するもの。
１放棄した私債権の名称、件数、額
(1) 水道料金　342件　911,275円
(2) 焼津市立総合病院使用料及び
　　手数料　115件　　5,116,958円
２放棄した事由、件数
(1) 債務者の失踪、行方不明等に
　　よるもの　453件
(2) 破産法、会社更生法等の法令に
　　より債務を免れたもの　4件

了承

報第15号
専決処分事件の報告について（交通
事故に起因する損害賠償事件につい
て）【廃棄物対策課】

地方自治法第180条第2項の規定によ
る報告

了承

報第16号

専決処分事件の報告について（道路
管理瑕疵による転倒事故に起因する
損害賠償事件について）【土木管理
課】

地方自治法第180条第2項の規定によ
る報告

了承

報第17号
専決処分事件の報告について（構築
物破損事故に起因する損害賠償事件
について）【廃棄物対策課】

地方自治法第180条第2項の規定によ
る報告

了承

報第18号
専決処分事件の報告について（自動
車破損事故に起因する損害賠償事件
について）【商業・観光振興課】

地方自治法第180条第2項の規定によ
る報告

了承

焼154-52号
平成26年5月分例月出納検査報告書
［監査委員］

地方自治法第235条第3項の規定によ
る報告。

了承



焼154-55号
平成26年6月分例月出納検査報告書
［監査委員］

地方自治法第235条第3項の規定によ
る報告。

了承

焼154-72号
平成26年7月分例月出納検査報告書
［監査委員］

地方自治法第235条第3項の規定によ
る報告。

了承

焼154-89号
平成26年8月分例月出納検査報告書
［監査委員］

地方自治法第235条第3項の規定によ
る報告。

了承

請願

請願
第２号

行政書士法違反書類の焼津市各機関
への提出排除に関する請願

[請願の項目]市窓口におかれまして
は行政書士でないものが提出行為を
した場合は代理人等の身分確認を、
またその行為が本人自らにおいてな
されている場合は本人確認をするよ
う、市内すべての窓口に対し指導の
徹底を図ること。

採択

議員提出議案

議案番号 議案名 議案の内容 審議結果

発議案
第11号

焼津市家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準を定める条例の制
定について

家庭的保育事業等の設備及び運営に
関する基準を定める

賛成少数
否決

発議案
第12号

地震防災対策強化地域における地震
対策緊急整備事業に係る国の財政上
の特別措置に関する法律の延長に関
する意見書

地震対策緊急整備事業計画の根拠と
なっている「地震防災対策強化地域
における地震対策緊急整備事業に係
る国の財政上の特別措置に関する法
律」を延長するように強く要望し、
意見書を提出する

全会一致
原案可決


