
令和３年12月17日現在

＜当局等提出議案＞

予算案件10件、条例案件７件、一般案件３件、市長報告事件２件、教育委員会報告事件１件、

監査委員報告事件３件で、合計26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

議第70号
令和３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25億2,384万４千円の増額補
正を行う。
歳出においては、新型コロナウイルスワクチン
接種費、ふるさと納税推進事業費及び中学校校
舎等整備工事費などの実施に必要な経費の増額
を行うとともに、歳入においては、新型コロナ
ウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金な
どの国庫支出金及びふるさと寄附金などの増額
並びに財政調整基金の取崩しの減額に伴う繰入
金の減額等を行う。
また、このほか債務負担行為の追加を行う。
補正後予算額　571億3,439万１千円

全会一致
原案可決

議第71号
令和３年度焼津市し尿処理事業特別
会計補正予算（第２号）案
【下水道課】

基金積立金の増額などを行う。
補正後予算額：４億5,278万５千円

全会一致
原案可決

議第72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２号）案
【国保年金課】

医療給付費分納付金の減額などを行う。
補正後予算額：132億8,249万５千円

全会一致
原案可決

議第73号
令和３年度焼津市温泉事業特別会計
補正予算（第１号）案
【観光交流課】

職員の人事異動等による人件費の減額を行う。
補正後予算額：１億1,633万７千円

全会一致
原案可決

議第74号
令和３年度焼津市駐車場事業特別会
計補正予算（第１号）案
【道路課】

一般会計繰出金の増額などを行う。
補正後予算額：859万円

全会一致
原案可決

議第75号

令和３年度焼津市介護保険事業特別
会計補正予算（第１号）案
【介護保険課、地域包括ケア推進
課】

国県支出金等過年度分償還金の増額などを行
う。
補正後予算額：129億3,115万４千円

全会一致
原案可決

議第76号
令和３年度焼津市港湾事業特別会計
補正予算（第２号）案
【大井川港管理事務所】

職員の人事異動等による人件費の補正並びに長
期債の元金及び利子償還金の確定により減額を
行う。
補正後予算額：４億1,858万７千円

全会一致
原案可決
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議第77号
令和３年度焼津市病院事業会計補正
予算（第２号）案
【企画経理課】

収益的支出における高額の注射薬の使用量増に
伴う材料費３億137万６千円の増額並びにたな
卸資産購入限度額を23億3,200万円に引き上げ
るとともに、収益的収入における高額の薬剤の
院内処方増に伴う外来収益３億5,125万３千円
の増額を行う。
また、このほか債務負担行為の追加を行う。

全会一致
原案可決

議第78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】

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のた
めの長期優良住宅の普及の促進に関する法律等
の一部を改正する法律（令和３年法律だい48
号）の公布に伴い、長期優良住宅建築等計画認
定申請手数料等につき、次のとおり所要の改正
を行おうとするもの
１　改正の内容
(1)長期優良住宅建築等計画認定申請手数料及
び長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料
の改正
(2)長期優良住宅の容積率に関する特例許可申
請に係る手数料の新設
２　施行期日　令和４年２月20日
３　経過措置　改正後の条例の規定は、施行期
日以後の申請に係る手数料について適用し、同
日前の申請に係る手数料については、なお従前
の例による。

全会一致
原案可決

議第79号
焼津市霊きゅう自動車使用条例を廃
止する条例の制定について
【市民課】

地域の住民が中心となって関与する葬儀から葬
祭事業者サービスによる葬儀への葬儀形態の変
化に伴い、霊きゅう自動車の使用に対する需要
や行政関与の必要性が低下したため、令和４年
３月31日をもって条例を廃止しようとするもの

全会一致
原案可決

議第80号

焼津市立総合病院使用料及び手数料
条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
【医事課】

産科医療補償制度の掛金が16,000円から12,000
円に減額されることに伴い、分べん料及び分べ
ん介助料につき所要の改正を行おうとするもの
１　改正の内容　分べん料及び分べん介助料の
種別ごとに別表に表示された金額を16,000円引
き下げ、産科医療補償制度の掛金に相当する額
をこれらの金額に加算しようとするもの（別表
関係）
２　施行期日　令和４年１月１日
３　経過措置　改正後の規定は、施行期日以後
の分べんに係る分べん料及び分べん介助料に適
用する。

全会一致
原案可決
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議第81号
焼津市都市公園指定管理者の指定に
ついて
【都市整備課】

焼津市都市公園の指定管理者を指定するため、
地方自治法第244条の２第６項の規定により、
議会の議決を求めるもの
１　指定管理者に指定しようとする団体
　　焼津市本町二丁目13番29号
　　焼津環境緑化事業協同組合
　　理事長　村田昌弘
２　指定の期間
　　令和４年４月１日～令和９年３月31日
　　(５年間)
３　選定方法
　　公募による選定

全会一致
可決

議第82号
志太広域事務組合規約の変更につい
て
【政策企画課】

地域振興事業基金に関する規定を削る組合規約
の変更について、地方自治法第286条第１項の
規定により関係市と協議するため、同法第290
条の規定により議会の議決を求めるもの
１　変更内容
　　地域振興事業基金に関する規定を削る。
　　（第５章、別表第２関係）
２　施行期日
　　県知事の許可の日

全会一致
可決

議第83号
志太広域事務組合規約の変更に伴う
財産処分について
【政策企画課】

地域振興事業基金に関する規定を削る組合規約
の変更に伴い、基金として積み立てられた出資
金等の総額10億円を次のとおり議第82号による
変更前の志太広域事務組合規約第16条及び別表
第２の規定で定める割合に応じ関係市が負担し
た金額及び静岡県が負担した金額と同額を関係
市及び静岡県に返還する志太広域事務組合の財
産処分について、地方自治法第289条の規定に
より関係市と協議するため、同法第290条の規
定により議会の議決を求めるもの

返還する出資金等の額
焼津市　４億5,216万円
藤枝市　４億4,784万円
静岡県　１億円

全会一致
可決

議第84号
令和３年度焼津市一般会計補正予算
（第10号）案
【子育て支援課】

歳入歳出それぞれ10億8,494万７千円の増額補
正を行う。
歳出においては、子育て世帯臨時特別給付金給
付事業費（新型コロナ緊急対策）10億7,300万
円及び子育て世帯臨時特別給付金給付事務費
（新型コロナ緊急対策）1,194万７千円の増額
を行うとともに、歳入においては、子育て世帯
臨時特別給付金給付事業費補助金（新型コロナ
緊急対策）10億7,300万円及び子育て世帯臨時
特別給付金給付事務費補助金（新型コロナ緊急
対策）1,194万７千円の国庫支出金の増額を行
う。
補正後予算額　546億1,054万７千円

全会一致
原案可決
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議第85号
焼津市議員報酬等支給条例の一部を
改正する条例の制定について
【人事課】

国家公務員の指定職職員の期末手当の支給割合
の改訂に関する人事院勧告に鑑み、市議会議員
の期末手当の支給割合を改定しようとするもの

全会一致
原案可決

議第86号

焼津市特別職の職員の給与に関する
条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
【人事課】

市職員の期末手当の支給割合の改定に準じて、
特別職（市長、副市長及び教育長）の期末手当
の支給割合を改定しようとするもの

全会一致
原案可決

議第87号
焼津市職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例の制定について
【人事課】

一般職の国家公務員の給与改定に関する人事院
勧告に鑑み、市職員の期末手当の支給割合を改
定しようとするもの

賛成多数
原案可決

議第88号

焼津市病院事業管理者の給与等に関
する条例の一部を改正する条例の制
定について
【病院総務課】

市職員の期末手当の支給割合の改定に準じて、
病院事業管理者の期末手当の支給割合を改定し
ようとするもの

全会一致
原案可決

議第89号
令和３年度焼津市一般会計補正予算
（第11号）案
【地域福祉課、子育て支援課】

歳入歳出それぞれ30億3,064万２千円の増額補
正を行う。
歳出においては、子育て世帯臨時特別給付金給
付事業費（新型コロナ緊急対策）10億7,300万
円及び同事務費287万７千円、住民税非課税世
帯等臨時特別給付金給付事業費（新型コロナ緊
急対策）18億9,330万円及び同事務費4,805万２
千円等の増額を行うとともに、歳入において
は、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助
金（新型コロナ緊急対策）等の国庫支出金30億
3,014万８千円の増額を行う。
補正後予算額　601億6,503万３千円

全会一致
原案可決

報第24号

専決処分事件の報告について（道路
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）
【土木管理課】

地方自治法第180条第２項の規定による報告
１　相手方　市内男性
２　損害賠償額　184,214円

了承

報第25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）
【健康づくり課】

地方自治法第180条第２項の規定による報告
１　相手方　市内男性
２　損害賠償額　38,000円

了承

焼111－121号

令和３年度焼津市教育委員会事業評
価報告書（令和２年度事業）
【教育総務課】

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26
条第１項の規定による報告

了承

焼154-75号
令和３年８月分例月出納検査報告書
【監査委員】

地方自治法第235条の２第１項の規定による報
告。

了承

焼154-79号
令和３年９月分例月出納検査報告書
【監査委員】

地方自治法第235条の２第１項の規定による報
告。

了承

焼154-91号
令和３年10月分例月出納検査報告書
【監査委員】

地方自治法第235条の２第１項の規定による報
告。

了承
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その他議案

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

［請願事項］
「核兵器禁止条約」成就を訴えてきた「市議会
見識」のまとめとして、日本政府に直ちに「署
名・批准」することを求めた「焼津市議会意見
書」の採択を切望し、ここに「意見書案」を
以って請願を提出する。

不採択
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