
平成30年３月23日現在

＜当局等提出議案＞

承認案件１件、人事案件４件、予算案件24件、条例案件17件、監査員報告事件３件で、合計49件。

３月23日に人事案件１件、予算案件４件、監査委員報告事件２件あり。結果、合計56件。

＜議員提出議案＞

２件

議案番号 議案名 [　]内は担当課 議案の内容 審議結果

認第１号
専決処分事件の報告及び承認につい
て（損害賠償の額の決定について）
【病院総務課】

焼津市立総合病院での医療行為に係る損害賠償
請求事件に関し、原告と和解するため損害賠償
の額を決定することについて、緊急を要し、市
議会を招集する時間的余裕がなく、これを地方
自治法第179条第１項の規定により専決処分と
したため、同条第３項の規定により、議会に報
告し、承認を求める。
１　損害賠償の額　10,000,000円
２　専決処分日　平成30年１月18日

全会一致
承認

認第２号
焼津市監査委員の選任について
【人事課】

地方自治法第196条第１項の規定により、議会
の同意を求める。
議会選出　齋藤寛之(さいとうひろゆき)議員

全会一致
同意

認第３号
人権擁護委員候補者の推薦について
【くらし安全課】

人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議
会の意見を求める。
被推薦者　朝比奈洋子(あさひなようこ)氏（再任）

全会一致
同意

認第４号
人権擁護委員候補者の推薦について
【くらし安全課】

人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議
会の意見を求める。
被推薦者　榊󠄀原一夫(さかきばらかずお)氏（再任）

全会一致
同意

認第５号
人権擁護委員候補者の推薦について
【くらし安全課】

人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議
会の意見を求める。
被推薦者　石野惠一(いしのけいいち)氏（再任）

全会一致
同意

認第６号
焼津市監査委員の選任について
【人事課】

地方自治法第196条第１項の規定により、議会
の同意を求める。
被選任者　大畑秀久(おおはたひでひさ)氏（新規）

全会一致
同意

議第１号
平成30年度焼津市一般会計予算案
【関係課】

予算総額506億6,300万円。
昨年度に引き続き子育て世代を中心とした、住
み続けたいまちづくりを目指し、新たに平成30
年度からスタートする「焼津市第６次総合計
画」の４つの政策を具現化するための21施策を
積極的に推進。

賛成多数
原案可決
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議第２号
平成30年度焼津市し尿処理事業特別
会計予算案【廃棄物対策課】

当初予算額　４億4,340万円
全会一致
原案可決

議第３号
平成30年度焼津市土地取得事業特別
会計予算案【資産経営課】

当初予算額　４億2,660万円
全会一致
原案可決

議第４号
平成30年度焼津市国民健康保険事業
特別会計予算案
【保険年金課・健康づくり推進課】

当初予算額　141億9,750万円
全会一致
原案可決

議第５号
平成30年度焼津市公共下水道事業特
別会計予算案【下水道課】

当初予算額　27億8,400万円
全会一致
原案可決

議第６号
平成30年度焼津市温泉事業特別会計
予算案【観光振興課】

当初予算額　5,330万円
全会一致
原案可決

議第７号
平成30年度焼津市駐車場事業特別会
計予算案【道路課】

当初予算額　1,100万円
全会一致
原案可決

議第８号
平成30年度焼津市介護保険事業特別
会計予算案
【地域包括ケア推進課・介護保険課】

当初予算額　112億5,800万円
賛成多数
原案可決

議第９号
平成30年度焼津市後期高齢者医療事
業特別会計予算案【保険年金課】

当初予算額　16億5,540万円
賛成多数
原案可決

議第10号
平成30年度焼津市港湾事業特別会計
予算案【大井川港管理事務所】

当初予算額　６億6,670万円
全会一致
原案可決

収益的収入　24億1,222万６千円
収益的支出　20億7,808万６千円

資本的収入　４億6,490万９千円
資本的支出　17億2,675万９千円

収益的収入　127億3,909万５千円
収益的支出　129億6,559万５千円

資本的収入　 19億　667万９千円
資本的支出　 22億4,285万２千円

議第13号
平成29年度焼津市一般会計補正予算
（第６号）案【スポーツ振興課】

ディスカバリーパーク焼津水夢館の天井の一部
崩落に伴う修繕工事を早期に完了する必要があ
ることから当該工事に係る債務負担行為を追加
するもの。

全会一致
原案可決

平成30年度焼津市水道事業会計予算
案【水道総務課】

議第11号

議第12号
平成30年度焼津市病院事業会計予算
案【経理課】

全会一致
原案可決

全会一致
原案可決
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議第14号
平成29年度焼津市一般会計補正予算
（第７号）案【関係課】

歳入歳出それぞれ28億8,021万４千円の減額補
正。ふるさと寄附金の減収に伴い、歳入歳出と
も25億円を減額するほか、歳入は、市税7,000
万円の増額など。歳出は、南部土地区画整理事
業補助金１億3,582万４千円、居宅介護給付費
999万６千円など事業の実施に必要な経費の増
額と、不用額が見込まれる経費などの減額を行
う。このほか、繰越明許費の追加並びに地方債
の追加及び変更を行う。
補正後予算額505億5,085万７千円。

全会一致
原案可決

議第15号
平成29年度焼津市し尿処理事業特別
会計補正予算（第３号）案
【廃棄物対策課】

基金積立金の減に伴い、歳入歳出それぞれ26万
７千円の減額補正。
補正後予算額４億4,407万７千円。

全会一致
原案可決

議第16号
平成29年度焼津市土地取得事業特別
会計補正予算（第１号）案
【資産経営課】

本年度の事業費確定などに伴い、歳入歳出それ
ぞれ２億7,278万８千円の減額補正。
補正後予算額１億1,641万２千円。

全会一致
原案可決

議第17号
平成29年度焼津市国民健康保険事業
特別会計補正予算（第５号）案
【保険年金課】

被保険者の減少による国民健康保険税の収入見
込額の減などに伴い、歳入歳出それぞれ１億
5,210万６千円の減額補正。
補正後予算額175億2,735万８千円。

全会一致
原案可決

議第18号
平成29年度焼津市公共下水道事業特
別会計補正予算（第４号）案
【下水道課】

起債対象下水道整備事業費の減などに伴い、歳
入歳出それぞれ6,032万４千円の減額補正のほ
か、繰越明許費の設定及び地方債の変更。
補正後予算額22億6,429万７千円。

全会一致
原案可決

議第19号
平成29年度焼津市温泉事業特別会計
補正予算（第３号）案
【観光振興課】

歳入予算において、温泉使用料の減について、
繰入金の増により対応する。

全会一致
原案可決

議第20号
平成29年度焼津市駐車場事業特別会
計補正予算（第２号）案【道路課】

駐車場使用料の増に伴い、歳入歳出それぞれ
102万６千円の増額補正。
補正後予算額1,223万６千円。

全会一致
原案可決

議第21号
平成29年度焼津市介護保険事業特別
会計補正予算（第３号）案
【地域包括ケア推進課・介護保険課】

介護予防・生活支援サービス事業費の減などに
伴い、歳入歳出それぞれ2,261万１千円の減額
補正。
補正後予算額120億127万５千円。

全会一致
原案可決

議第22号
平成29年度焼津市後期高齢者医療事
業特別会計補正予算（第２号）案
【保険年金課】

広域連合納付金の増に伴い、歳入歳出それぞれ
4,734万４千円の増額補正。
補正後予算額15億3,807万６千円。

全会一致
原案可決

議第23号
平成29年度焼津市港湾事業特別会計
補正予算（第４号）案
【大井川港管理事務所】

港湾施設使用料の増、海岸保全施設整備事業費
の減などに伴い、歳入歳出それぞれ100万円の
減額補正のほか、繰越明許費の変更を行う。
補正後予算額４億8,196万円。

全会一致
原案可決

議第24号
平成29年度焼津市病院事業会計補正
予算（第２号）案【経理課】

認知症疾患医療センター運営事業費に係る県補
助金等による収益的収入402万７千円の増額、
がん医療均てん推進事業費に係る県補助金等に
よる資本的収入380万円の増額、新病院建設事
業費の減による資本的支出1,581万円の減額。

全会一致
原案可決
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議第25号
焼津市消費生活センター条例の制定
について【くらし安全課】

消費者安全法の規定に基づき、本市に設置する
消費生活センターの組織及び運営並びに情報の
安全管理に関する事項を定める。
施行期日は平成30年４月１日。

全会一致
原案可決

議第26号
焼津市職員の退職手当に関する条例
等の一部を改正する条例の制定につ
いて【人事課】

国家公務員の退職手当の引下げの実施並びに静
岡県及び県内各市における職員の退職手当の支
給水準の見直し状況に鑑み、本市職員の退職手
当の支給水準を引き下げる。
施行期日は平成30年４月１日。

賛成多数
原案可決

議第27号
無形文化財藤守の田遊び振興基金条
例を廃止する条例の制定について
【文化財課】

無形文化財藤守の田遊び振興基金の全額を田遊
び伝承館建設のための補助金として藤守の田遊
び保存会に交付したことから、同条例を本年３
月31日限りで廃止する。

全会一致
原案可決

議第28号
焼津市国民健康保険保険給付等支払
準備基金条例の一部を改正する条例
の制定について【保険年金課】

国民健康保険法の改正による平成30年度からの
国民健康保険運営への都道府県の参画に伴い、
基金の題名や設置目的を改めるなど所要の改正
をする。
施行期日は平成30年４月1日。

全会一致
原案可決

議第29号
焼津市税条例の一部を改正する条例
の制定について【課税課】

地方税法施行令の改正に伴い、同条例に引用す
る字句の修正をする。
施行期日は平成31年１月１日。

全会一致
原案可決

議第30号
焼津市手数料条例の一部を改正する
条例の制定について
【地域包括ケア推進課・建築指導課】

建築基準法及び介護保険法の改正により新たに
市が行うこととなる事務に係る手数料の額を定
めるなど所要の改正をする。
施行期日は平成30年４月１日。

全会一致
原案可決

議第31号
焼津市一色浜広場条例を廃止する条
例の制定について
【スポーツ振興課】

焼津市老人福祉センターの解体の決定及び田尻
スポーツ広場における代替利用が図られたこと
から一色浜広場を本年３月31日限りで廃止す
る。

全会一致
原案可決

議第32号
焼津市手話言語条例の制定について
【地域福祉課】

あらゆる場面で自由に手話を使えるような社会
づくりにより、ろう者をはじめとした全ての市
民が生き生きと暮らせる焼津市となるよう、市
民の間に手話への理解や手話の普及などを推進
するため、制定する。
施行期日は平成30年４月１日。

全会一致
原案可決

議第33号
焼津市国民健康保険条例の一部を改
正する条例の制定について
【保険年金課】

国民健康保険法の改正により平成30年度から都
道府県も市町村とともに国民健康保険の運営を
担うことになったことから所要の改正をする。
施行期日は平成30年４月１日。

全会一致
原案可決
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議第34号
焼津市国民健康保険税条例の一部を
改正する条例の制定について
【保険年金課】

国民健康保険運営への都道府県の参画に伴う地
方税法の改正に伴い、所要の改正をする。
施行期日は平成30年４月１日。

全会一致
原案可決

議第35号
焼津市後期高齢者医療に関する条例
の一部を改正する条例の制定につい
て【保険年金課】

高齢者の医療の確保に関する法律の改正による
住所地特例の見直しなどに伴い、所要の改正を
する。
施行期日は平成30年４月１日。

全会一致
原案可決

議第36号
焼津市介護保険条例の一部を改正す
る条例の制定について
【介護保険課】

介護保険法第117条の規定に基づく市町村介護
保険事業計画の見直しに伴い、平成30年度から
平成32年度までの第７期介護保険事業運営期間
における第１号被保険者（65歳以上）の介護保
険料率を定めるなど所要の改正をする。
施行期日は平成30年４月１日。

賛成多数
原案可決

議第37号

焼津市指定居宅介護支援の事業の人
員及び運営に関する基準等を定める
条例の制定について
【地域包括ケア推進課】

介護保険法の改正により居宅介護支援事業者の
指定権限が都道府県から市町村に移譲されたこ
とに伴い、指定居宅介護支援の事業の人員及び
運営に関する基準等を定める。
施行期日は平成30年４月１日。

全会一致
原案可決

議第38号

焼津市中高層建築物の建築に係る紛
争の予防及び調整に関する条例の一
部を改正する条例の制定について
【建築指導課】

建築基準法の改正により新たな用地地域の類型
として田園住居地域が追加されたことに伴い、
所要の改正をする。
施行期日は平成30年４月１日。

全会一致
原案可決

議第39号

焼津市特別業務地区建築条例及び焼
津市特別工業地区建築条例の一部を
改正する条例の制定について
【建築指導課】

建築基準法及び建築基準法施行令の改正に伴
い、所要の改正をする。
施行期日は平成30年４月１日。ただし、これら
の条例中第３条の改正は公布の日。

全会一致
原案可決

議第40号
焼津市都市公園条例の一部を改正す
る条例の制定について
【公園・地籍課】

都市公園法施行令の改正に伴い、都市公園にお
ける運動施設の敷地面積の割合について、条例
で定める。
施行期日は公布の日。

全会一致
原案可決

議第41号
焼津市消防団員等公務災害補償条例
の一部を改正する条例の制定につい
て【危機対策課】

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め
る政令の改正に伴い、非常勤消防団員等の公務
災害に係る損害補償額の算定の基礎となる補償
基礎額の扶養親族加算額の改定及び引用条項の
整理する。
施行期日は平成30年４月１日。

全会一致
原案可決
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議第42号
平成29年度焼津市一般会計補正予算
（第８号）案【関係課】

歳入歳出それぞれ５億9,529万４千円の増額補
正。歳出において、「防災・減災」に向けた施
策などに対応するための国の補正予算に伴い、
早期の事業着手を図るために必要な経費の追加
を行うとともに、歳入においては、財源として
見込まれる国庫支出金、県支出金及び市債の増
額、また繰越明許費の追加など。
補正後予算額511億4,615万１千円。

全会一致
原案可決

議第43号
平成29年度焼津市港湾事業特別会計
補正予算（第５号）案
【大井川港管理事務所】

国の補正予算に伴い、海岸保全施設整備事業費
の増額など歳入歳出それぞれ１億4,820万円の
増額補正を行うほか、繰越明許費及び地方債の
追加。
補正後予算額６億3,016万円。

全会一致
原案可決

議第44号
平成30年度焼津市一般会計補正予算
（第１号）案【関係課】

歳入歳出それぞれ６億159万４千円の減額補
正。歳出において、「防災・減災」に向けた施
策などに対応するための国の補正予算に伴い、
平成30年度当初予算から平成29年度追加補正予
算へ前倒し計上した事業費の減額などを行う。
歳入においては、財源として見込まれる国庫支
出金、県支出金、繰入金及び市債の減額。
補正後予算額500億6,140万６千円。

全会一致
原案可決

議第45号
平成30年度焼津市港湾事業特別会計
補正予算（第１号）案
【大井川港管理事務所】

平成29年度焼津市港湾事業特別会計補正予算
（第５号）案に前倒し計上した事業費を減額す
るもので、歳入歳出それぞれ１億4,820万円の
減額補正を行うほか、地方債の変更を行う。
補正後予算額５億1,850万円。

全会一致
原案可決

焼154-106号 平成29年11月分例月出納検査報告書
地方自治法第235条の２第３項の規定による報
告。

了承

焼154-111号 平成29年12月分例月出納検査報告書
地方自治法第235条の２第３項の規定による報
告。

了承

焼154-112号
平成29年度定期監査及び工事監査の
結果について

地方自治法第199条第９項の規定による報告。 了承

焼154-116号 平成30年１月分例月出納検査報告書
地方自治法第235条の２第３項の規定による報
告。

了承

焼154-121号
平成29年度定期監査及び財政援助団
体等監査の結果について

地方自治法第199条第９項の規定による報告。 了承
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請願

請願
第３号

ギャンブル場である「（仮称）ボー
トレースチケットショップ焼津」建
設に反対する請願

[請願事項]
市長は、６月定例会で議会が賛成多数で可決し
た請願と地元役員の要望書を理由に浜名湖競艇
企業団と「『場外発売場（仮称）ボートレース
チケットショップ焼津』設置に関する協定書」
を結んだが、地元同意の条件が誤っているため
無効と考える。住民合意形成は成り立たずギャ
ンブル依存症の増加が懸念されるため「（仮
称）ボートレースチケットショップ焼津」の建
設に反対することを求め請願する。

賛成少数
不採択

議員提出による議案

議案番号 議案名 議案の内容 審議結果

発議案
第１号

焼津市議会委員会条例の一部を改正
する条例の制定について

平成29年11月定例会で議決された「焼津市部設
置条例の一部を改正する条例の制定」に伴い、
常任委員会の所管する部の改正及び追加をす
る。

全会一致
原案可決

発議案
第２号

国内の農林漁業生産を拡大し自給率
向上及び世界の食糧危機・地球温暖
化の解決を求める意見書

生産性の高い農業への転換を図り農地のフル活
用と合わせ小規模農家の労働力確保対策を推進
する等、国内の農林漁業生産の拡大と自給率の
向上及び世界の食糧危機や地球温暖化の解決に
貢献していくことを強く求め意見書を提出す
る。

全会一致
原案可決
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