
令和３年３月19日

＜当局等提出議案＞

承認案件１件、人事案件３件、予算案件29件、条例案件11件、一般案件８件、市長報告事件３件、

監査委員報告事件５件で、合計60件。

＜議員提出議案＞

条例案件３件

＜その他議案＞

請願１件

当局提出による議案

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（令和２年度焼津市一般会計補正
予算（第８号））
【関係課】

補正予算の専決処分について、地方自治法第
179条第３項の規定により議会に報告し、承認
を求める。
１　新型コロナウイルス感染症の拡大に係る
緊急対策として、歳入歳出それぞれ１億2,952
万円の増額補正
２　専決処分日　令和２年12月18日

全会一致
承認

認第２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。
推薦しようとする者　石野惠一（いしのけい
いち）氏（再任）

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。
推薦しようとする者　榊原一夫（さかきばら
かずお）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。
推薦しようとする者　大畑緑（おおはたみど
り）氏（新任）

全会一致
同意

議第１号
令和３年度焼津市一般会計予算案
【関係課】

予算総額524億9,800万円
新型コロナウイルス感染症対策として感染防
止対策・経済対策・デジタル化の推進を図る
とともに、人口減少・少子高齢化を踏まえた
未来を展望するまちづくり及び「第６次焼津
市総合計画基本計画」を具現化するための施
策を確実に推進する。

賛成多数
原案可決

議第２号
令和３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　４億1,800万円
全会一致
原案可決
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議第３号
令和３年度焼津市土地取得事業特別
会計予算案
【管財課】

当初予算額　４億4,390万円
全会一致
原案可決

議第４号
令和３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・健康づくり課】

当初予算額　132億9,420万円
賛成多数
原案可決

議第５号
令和３年度焼津市温泉事業特別会計
予算案
【観光交流課】

当初予算額　１億1,660万円
全会一致
原案可決

議第６号
令和３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　850万円
全会一致
原案可決

議第７号

令和３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　126億5,100万円
全会一致
原案可決

議第８号
令和３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　18億1,050万円
全会一致
原案可決

議第９号
令和３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　７億890万円
全会一致
原案可決

収益的収入　 23億82,83万７千円
収益的支出　 20億9,358万９千円

資本的収入　 ５億6,806万円
資本的支出　 19億7,609万７千円

収益的収入　129億2,350万８千円
収益的支出　138億6,357万９千円

資本的収入　 ６億5,158万７千円
資本的支出　 12億1,425万８千円

収益的収入　 18億4,973万１千円
収益的支出　 19億0,886万４千円

資本的収入　 ７億6,453万３千円
資本的支出　 14億5,710万２千円

全会一致
原案可決

議第12号
令和３年度焼津市公共下水道事業会
計予算案
【下水道課】

令和３年度焼津市水道事業会計予算
案
【水道総務課】

議第10号

議第11号
令和３年度焼津市病院事業会計予算
案
【企画経理課】

賛成多数
原案可決

全会一致
原案可決
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議第13号
令和２年度焼津市一般会計補正予算
（第９号）案
【関係課】

歳入歳出それぞれ４億4,310万４千円の減額補
正。歳出予算において、焼津市事業者緊急支
援金の追加による緊急支援に加え、新型コロ
ナウイルスワクチン接種費、感染症拡大防止
資機材整備事業費などの事業の実施に必要な
経費の増額を行うほか、事業費の確定に伴う
特別定額給付金給付事業費、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止協力金、焼津市事業継続応
援給付金、小中学校教育ＩＣＴ環境整備事業
費などの減額を行うとともに、歳入において
は、市たばこ税、地方消費税交付金などの減
額及び減収補てん債、新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨時交付金などの増額を行
う。
また、このほか債務負担行為及び繰越明許費
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785億8,621万９千円

全会一致
原案可決

議第14号
令和２年度焼津市土地取得事業特別
会計補正予算（第１号）案
【管財課】

本年度の事業費確定などに伴い、歳入歳出そ
れぞれ４億3,597万円の減額補正。
補正後予算額333万円

全会一致
原案可決

議第15号
令和２年度焼津市国民健康保険事業
特別会計補正予算（第３号）案
【保険年金課】

新型コロナウイルス感染症の影響等により推
計医療費を見直したことなどに伴い、歳入歳
出それぞれ１億9,149万１千円の減額補正。
補正後予算額131億6,348万円

全会一致
原案可決

議第16号
令和２年度焼津市温泉事業特別会計
補正予算（第２号）案
【観光交流課】

温泉配管工事による温泉事業費の増などに伴
い、歳入歳出それぞれ273万６千円の増額補
正。
補正後予算額２億4,294円７千円

全会一致
原案可決

議第17号
令和２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】

駐車場使用料の減に伴い、歳入歳出それぞれ
420万５千円の減額補正。
補正後予算額912万７千円

全会一致
原案可決

議第18号

令和２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】

高齢者生きがい活動支援通所事業費などの減
に伴い、歳入歳出それぞれ967万８千円の減額
補正。
補正後予算額129億10万７千円

全会一致
原案可決

議第19号
令和２年度焼津市後期高齢者医療事
業特別会計補正予算（第１号）案
【保険年金課】

後期高齢者医療広域連合納付金の増に伴い、
歳入歳出それぞれ1,619万８千円の増額補正。
補正後予算額18億979万８千円

全会一致
原案可決

議第20号
令和２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】

改修（統合補助）事業費の減などに伴い、歳
入歳出それぞれ1,198万５千円の減額補正。
補正後予算額8億3,446万８千円

全会一致
原案可決
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議第21号
令和２年度焼津市病院事業会計補正
予算（第３号）案
【企画経理課】

新型コロナウイルス感染症の影響による患者
数の減少に伴う収益的支出における医業費用
２億5,017万４千円の減額及び収益的収入にお
ける医業収益17億1,174万２千円の減額、新型
コロナウイルス感染症対策による国県補助金
の交付に伴う医業外収益５億3,363万３千円の
増額並びに建物耐用年数の見直しによる減価
償却費の修正に伴う特別損失10億959万８千円
及び特別利益9,144万２千円の増額など。

全会一致
原案可決

議第22号
令和２年度焼津市公共下水道事業会
計補正予算（第１号）案
【下水道課】

収益的収入における他会計負担金5,455万５千
円の減額並びに資本的収入における他会計出
資金 835万７千円の減額及び他会計負担金
6,291万２千円の増額により、一般会計繰入金
の受入れ科目を整理。

全会一致
原案可決

議第23号
焼津市部設置条例の一部を改正する
条例の制定について
【政策企画課】

第６次焼津市総合計画及び第２期焼津未来創
生総合戦略の更なる推進やデジタル化の推進
並びに人生100年時代を迎える中、笑顔あふれ
る豊かな暮らしの実現に向けた行政サービス
を提供するための組織改正を行うため本条例
を改正するとともに、関係条例の整理を行
う。
施行期日は令和３年４月１日

全会一致
原案可決

議第24号
焼津市犯罪被害者等支援条例の制定
について
【くらし安全課】

犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等
が平穏な生活を営むことができるよう本市の
犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め
るとともに、市及び市民等の責務並びに支援
の施策に関する基本事項を定める。
施行期日は令和３年４月１日

全会一致
原案可決

議第25号
焼津市財政調整基金条例の一部を改
正する条例の制定について
【財政課】

市の財政の健全な運営を図るため、毎年度の
決算において財政調整基金に決算積立を行う
ことができるよう所要の改正を行う。
施行期日は公布の日

全会一致
原案可決

議第26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
【建築指導課】

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
法律の改正により、省エネ基準への適合義務
となる建築物の対象が拡大されたことに伴
い、当該適合判定事務に係る手数料の額を新
たに定めるなど所要の改正を行う。
施行期日は令和３年４月１日

全会一致
原案可決

議第27号

市長が管理し、及び執行する教育に
関する事務を定める条例の一部を改
正する条例の制定について
【政策企画課】

教育委員会の職務権限に係る事務のうち、新
たに公民館の設置、管理及び廃止並びに文化
財の保護に関する事務を市長が管理し、及び
執行するため、地方教育行政の組織及び運営
に関する法律第23条第１項の規定に基づき、
本条例を改正するとともに、関係条例の整理
を行う。
施行期日は令和３年４月１日

全会一致
原案可決
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議第28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】

地方税法施行令の改正及び焼津市国民健康保
険運営協議会の答申により、国民健康保険税
の課税限度額の改定を行う。
施行期日は令和３年４月１日

全会一致
原案可決

議第29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条の規定に基づく介護保険事
業計画の見直しに伴い、令和３年度から令和
５年度までの第８期介護保険事業運営期間に
おける第１号被保険者の介護保険料率を定め
るなど所要の改正を行う。
施行期日は令和３年４月１日

全会一致
原案可決

議第30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】

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に
関する基準の改正に伴い、指定居宅介護支援
の事業を実施するに当たっての基本方針につ
いて、所要の改正を行う。
施行期日は令和３年４月１日

全会一致
原案可決

議第31号
焼津市薬学生修学資金貸付条例の一
部を改正する条例の制定について
【病院総務課】

焼津市立総合病院における薬剤師の確保を図
るため、将来、同病院の薬剤師として勤務し
ようとする薬学生に対して貸し付ける修学資
金の額を増額する。
施行期日は令和３年４月１日

全会一致
原案可決

議第32号
新庁舎４段収納庫（奥行40cm）の取
得について
【新庁舎建設課】

新庁舎で使用する４段収納庫一式を取得金額
3,608万円をもって株式会社コハマから取得す
ることについて、地方自治法第96条第１項第
８号及び焼津市議会の議決に付すべき契約及
び財産の取得又は処分に関する条例第３条の
規定により、議会の議決を求める。

全会一致
可決

議第33号
新庁舎４段収納庫（奥行45cm）の取
得について
【新庁舎建設課】

新庁舎で使用する４段収納庫一式を取得金額
2,310万円をもって株式会社コハマから取得す
ることについて、地方自治法第96条第１項第
８号及び焼津市議会の議決に付すべき契約及
び財産の取得又は処分に関する条例第３条の
規定により、議会の議決を求める。

全会一致
可決

議第34号
志太広域事務組合規約の変更につい
て
【政策企画課】

し尿処理施設の新規稼働に伴う組合規約の変
更について、地方自治法第286条第２項の規定
により協議するため、同法第290条の規定によ
り議会の議決を求める。

全会一致
可決

議第35号
焼津市道路線の認定について
【土木管理課】

道路法第８条第１項の規定により、４路線を
認定しようとするもの。
開発行為による帰属などに伴う認定 本町五
丁目分譲地線ほか３路線。

全会一致
可決
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議第36号

焼津市職員の特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
【人事課】

新型コロナウイルス感染症に係る感染症予防
等作業手当の特例を定める規定において引用
している新型コロナウイルス感染症を指定感
染症として定める等の政令（令和２年政令第
11号）が廃止されたことに伴い、所要の改正
を行う。
施行期日は公布の日

全会一致
原案可決

議第37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】

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険
者等に係る傷病手当金の支給を定める規定に
おいて引用している新型インフルエンザ等対
策特別措置法（平成24年法律第31号）の条文
が削除されたことに伴い、所要の改正を行
う。
施行期日は公布の日

全会一致
原案可決

議第38号

焼津市新庁舎建設工事（建築工事）
請負契約の一部を変更する契約の締
結について
【新庁舎建設課】

焼津市新庁舎建設工事（建築工事）につい
て、木内・橋本・木下特定建設工事共同企業
体との間に締結した焼津市新庁舎建設工事
（建築工事）請負契約における契約金額を変
更するため、議会の議決を求める。
変更前　7,282,000,000円
変更後　7,336,549,000円

全会一致
可決

議第39号

焼津市新庁舎建設工事（電気設備工
事）請負契約の一部を変更する契約
の締結について
【新庁舎建設課】

焼津市新庁舎建設工事（電気設備工事）につ
いて、朋電舎・富士電工・焼津電設工業特定
建設工事共同企業体との間に締結した焼津市
新庁舎建設工事（電気設備工事）請負契約に
おける契約金額を変更するため、議会の議決
を求める。
変更前　1,058,200,000円
変更後　1,062,424,000円

全会一致
可決

議第40号

焼津市新庁舎建設工事（空気調和設
備工事）請負契約の一部を変更する
契約の締結について
【新庁舎建設課】

焼津市新庁舎建設工事（空気調和設備工事）
について、日管・青島・日進特定建設工事共
同企業体との間に締結した焼津市新庁舎建設
工事（空気調和設備工事）請負契約における
契約金額を変更するため、議会の議決を求め
る。
変更前　910,800,000円
変更後　912,692,000円

全会一致
可決

議第41号

焼津市新庁舎建設工事（給排水衛生
設備工事）請負契約の一部を変更す
る契約の締結について
【新庁舎建設課】

焼津市新庁舎建設工事（給排水衛生設備工
事）について、エクノス・青島ポンプ特定建
設工事共同企業体との間に締結した焼津市新
庁舎建設工事（給排水衛生設備工事）請負契
約における契約金額を変更するため、議会の
議決を求める。
変更前　242,000,000円
変更後　243,496,000円

全会一致
可決
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議第42号
令和２年度焼津市一般会計補正予算
（第10号）案
【関係課】

歳入歳出それぞれ９億3,949万6,000円の増額
補正を行おうとするものであります。今回の
補正予算は、「国民の命と暮らしを守る安心
と希望のための総合経済対策」の実施に係る
国の令和２年度第３号補正予算に伴い、歳出
においては、小・中学校学校教育活動継続支
援事業費2,840万円、学校給食施設空調設備設
置事業費8,800万円及び図書館システム機器更
新事業費4,768万4,000円などの新型コロナウ
イルス感染症緊急対策並びに会下ノ島石津土
地区画整理事業費２億8,090万2,000円及び県
営街路整備事業負担金5,910万円などの早期事
業着手に必要な経費の追加及び増額を行うほ
か、ふるさと納税推進事業費１億 2,865万
8,000円及びふるさと寄附金基金元金積立金１
億7,134万2,000円の増額を行い、歳入におい
ては、財源として見込まれる新型コロナウイ
ルス感染症対応地方創生臨時交付金をはじめ
とした国庫支出金３億8,080万5,000円やふる
さと寄附金３億円の増額などを行うほか、繰
越明許費の追加及び変更並びに地方債の追加
を行う。
補正後予算額795億2,571万５千円。

全会一致
原案可決

議第43号
令和２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、歳出における改修（統
合補助）事業費及び海岸保全施設整備事業費
の増額など、歳入歳出それぞれ２億8,750万円
の増額補正を行うほか、繰越明許費の設定及
び地方債の追加を行う。
補正後予算額８億3,181万９千円

全会一致
原案可決

議第44号
令和２年度焼津市公共下水道事業会
計補正予算（第２号）案
【下水道課】

国の補正予算に伴い、管路施設及び処理場施
設の更新事業の早期着手のため建設改良事業
に係る資本的収入及び支出予算をそれぞれ１
億3,041万8,000円増額するほか、企業債の借
入限度額の補正を行う。
補正後予算額 資本的収入10億1,967万５千円
　　　　　　 資本的支出17億2,328万６千円

全会一致
原案可決
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議第45号
令和３年度焼津市一般会計補正予算
（第１号）案
【関係課】

国の令和２年度第３号補正予算に伴い歳入歳
出４億6,492万8,000円の増額補正を行おうと
するもので、歳出においては、新型コロナウ
イルスワクチン接種費７億8,801万円及びやい
づワーク（新しい働き方）導入事業費１億500
万円などの新型コロナウイルス感染症緊急対
策の追加並びに令和２年度焼津市一般会計補
正予算（第10号）案に前倒し計上した会下ノ
島石津土地区画整理事業費２億8,090万2,000
円及び県営街路整備事業負担金5,910万円など
の減額を行うとともに、歳入においては、財
源として見込まれる新型コロナウイルスワク
チン接種対策費負担金や新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付金などの国庫支
出金８億1,382万1,000円の増額並びに前倒し
計上に伴う繰入金及び市債の減額を行うほ
か、地方債の廃止及び変更を行う。
補正後予算額529億6,292万８千円

全会一致
原案可決

議第46号
令和３年度焼津市国民健康保険事業
特別会計補正予算（第１号）案
【保険年金課】

新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る傷
病手当金支給費の追加に伴い、歳入歳出それ
ぞれ100万円の増額補正を行う。
補正後予算額132億9,520万円

全会一致
原案可決

議第47号
令和３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】

歳出において令和２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
改修（統合補助）事業費及び海岸保全施設整
備事業費の減額など、歳入歳出それぞれ２億
8,980万円の減額補正を行うほか、地方債の廃
止及び変更を行う。
補正後予算額４億1,910万円

全会一致
原案可決

議第48号
令和３年度焼津市公共下水道事業会
計補正予算（第１号）案
【下水道課】

令和２年度焼津市公共下水道事業会計補正予
算（第２号）案に前倒し計上した建設改良事
業に係る資本的収入及び支出予算をそれぞれ
１億3,041万8,000円減額するほか、企業債の
借入限度額の補正を行う。
補正後予算額 資本的収入６億3,411万５千円
　　　　　　 資本的支出13億2,668万４千円

全会一致
原案可決

報第１号

専決処分事件の報告について（道路
管理瑕疵による負傷事故に起因する
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２号

専決処分事件の報告について（駐車
場管理瑕疵による自動車破損事故に
起因する損害賠償事件について）
【管財課】

地方自治法第180条第２項の規定による報告 了承

報第３号

専決処分事件の報告について（工作
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
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焼154－119号 令和２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154－125号 令和２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154－126号
令和２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

焼154－135号 令和３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154－136号 令和２年度定期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

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

常任委員会の所管部局の変更を行うもので、
市民福祉常任委員会所管の「防災部」及び
「市立病院」を総務文教常任委員会へ、「環
境部」を建設経済常任委員会へ変更する。

全会一致
原案可決

発議案
第２号

焼津市議会会議規則の一部を改正す
る規則の制定について

現在実施している一般質問の方法について、
規則と現状に齟齬が生じていたことから現状
の運用に合わせるため改正する。

全会一致
原案可決

発議案
第３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

「焼津市 部設置条例の一部を改正する条例の
制定」に伴い、第２条第２項第３号中「交流
推進部に属する事項」を「生きがい・交流部
に属する事項」に改め、第１号「総務文教委
員会」に加え、第２号「市民福祉委員会」中
の「市民部」を「市民環境部」に改め、「こ
ども未来部に属する事項」を加え、第３号
「建設経済委員会」中の「水道部」を「上下
水道部」に改め、「環境部の所管する事項」
を削除する。

全会一致
原案可決

請願
議案番号 議案名 議案の内容 審議結果

請願
第１号

日本政府に国際条約「核兵器禁止条
約」発効に期して、直ちに署名・批
准を求める意見書採択の請願

日本政府に対して、直ちに国際条約として発
効した「核兵器禁止条約」への「署名・批
准」をすることを求める「意見書」の採択を
切望し、請願を提出する。

閉会中
継続審査
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