平成29年12月18日現在

平成29年11月焼津市議会定例会提出議案及び議案等審議結果
＜当局ほか提出議案＞
人事案件20件、予算案件11件、条例案件19件、一般案件７件、
教育委員会報告案件１件、監査委員報告案件１件で合計59件。
12月18日に予算案件７件、条例案件４件、市長報告事件３件、監査委員報告案件２件あり。
結果、合計75件。
＜議員提出議案＞
１件
＜請 願＞
請願第４号
議案番号

議案名 【

】内は担当課

議案の内容

審議結果

認第30号
～
認第48号

農業委員会等に関する法律第８条第１項の規
定により、議会の同意を求める。
１．任命しようとする者
（１）藁科光生氏（再任）
（２）石野惠一氏（新任）
（３）石原 諭氏（再任）
（４）加茂隆史氏（新任）
（５）深津三郎氏（再任）
（６）八木榮志氏（新任）
（７）塩澤智明氏（再任）
（８）柗村輝夫氏（新任）
（９）村松達雄氏（再任）
焼津市農業委員会委員の任命に
（10）石田芳雄氏（再任）
ついて【農業委員会事務局】
（11）小長谷鈴枝氏（新任）
（12）村松 章氏（再任）
（13）桜井亮平氏（新任）
（14）村田忠夫氏（再任）
（15）山下早苗氏（新任）
（16）松田 肇氏（新任）
（17）杉本芳郎氏（再任）
（18）横山文哉氏（新任）
（19）鈴木孝治氏（新任）
２．任期
平成30年３月22日～平成33年３月21日
（３年間）

全会一致
同意

認第49号

人権擁護委員法第６条第３項の規定により、
人権擁護委員候補者の推薦につ
議会の意見を求める。
いて【くらし安全課】
推薦しようとする者 中野明子氏（新規）

全会一致
同意

議第56号

歳入歳出それぞれ７億7,162万9,000円の増額
補正。
９月補正後の事情変化により、歳出面は、放
課後児童クラブ運営事業、民間保育所等に対
する給付、南部土地区画整理組合に対する補
平成29年度焼津市一般会計補正 助金及び第２期学び舎にこにこ元気計画に基
予算（第４号）案
づく机・椅子の更新等の実施に必要な経費の
【関係課】
増額。
歳入面は、財政調整基金のとりくずしなどの
増額。
また、債務負担行為、地方債の補正及び繰越
明許費の設定。
補正後予算額 533億9,295万5,000円

全会一致
原案可決

議第57号

平成29年度焼津市し尿処理事業 し尿処理事業基金積立金の増など歳入歳出そ
特別会計補正予算（第１号）案 れぞれ2,884万4,000円の増額補正。
【廃棄物対策課】
補正後予算額 ４億4,434万4,000円

全会一致
原案可決

議第58号

職員の人事異動等による人件費の補正などに
平成29年度焼津市国民健康保険
より、歳入歳出それぞれ393万円の増額補
事業特別会計補正予算（第３
正。
号）案【保険年金課】
補正後予算額 176億7,863万9,000円

全会一致
原案可決

議第59号

下水道整備事業費の減など、歳入歳出それぞ
平成29年度焼津市公共下水道事
れ905万5,000円の減額補正のほか、地方債の
業特別会計補正予算（第２号）
変更を行う。
案【下水道課】
補正後予算額 23億2,395万円

全会一致
原案可決

議第60号

平成29年度焼津市温泉事業特別 温泉事業費の減など歳入歳出それぞれ23万
会計補正予算（第１号）案
3,000円の減額補正。
【観光振興課】
補正後予算額 5,386万7,000円

全会一致
原案可決

議第61号

平成29年度焼津市駐車場事業特 一般会計繰出金の増など歳入歳出それぞれ41
別会計補正予算（第１号）案 万円の増額補正。
【道路課】
補正後予算額 1,121万円

全会一致
原案可決

議第62号

平成29年度焼津市介護保険事業
国庫支出金等過年度分償還金の増など歳入歳
特別会計補正予算（第１号）案
出それぞれ５億3,526万2,000円の増額補正。
【地域包括ケア推進課・介護保
補正後予算額 120億2,296万2,000円
険課】

全会一致
原案可決

議第63号

平成29年度焼津市後期高齢者医 後期高齢者医療広域連合納付金の減など歳入
療事業特別会計補正予算（第１ 歳出それぞれ６万8,000円の減額補正。
号）案【保険年金課】
補正後予算額 14億9,073万2,000円

全会一致
原案可決

議第64号

港湾施設管理事業費の増など歳入歳出それぞ
平成29年度焼津市港湾事業特別
れ72万8,000円の増額補正のほか、繰越明許
会計補正予算（第２号）案
費の設定。
【大井川港管理事務所】
補正後予算額 ４億8,267万6,000円

全会一致
原案可決

議第65号

平成29年度焼津市水道事業会計
一般会計からの繰入金の増による収益的収入
補正予算（第１号）案
500万円の増額。
【水道総務課】

全会一致
原案可決

議第66号

収益的収入及び支出において、高額ながん治
療注射薬の使用及びC型肝炎治療内服薬の院
平成29年度焼津市病院事業会計 内処方による医業収益の２億300万8,000円の
補正予算（第１号）案【経理 増額、及び当該薬品購入による材料費の増加
課】
に伴う医業費用１億8,300万円の増額をする
ほか、当該薬品購入に伴い、たな卸資産購入
限度額を17億円に変更。

全会一致
原案可決

議第67号

交流人口の拡大による地域の活性化を図るた
め、「地域づくり」という観点から、交流を
焼津市部設置条例の一部を改正 活動の基礎に置くスポーツ及び文化行政と、
する条例の制定について
観光行政を一元的に分掌する交流推進部を設
【政策企画課】
置するとともに、部の改称及び分掌事務の変
更をするもの。
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第68号

教育委員会の職務権限に係る事務のうち、ス
ポーツ及び文化に関する事務を市長が管理
市長が管理し、及び執行する教 し、及び執行するため、地方教育行政の組織
育に関する事務を定める条例の 及び運営に関する法律第23条第１項の規定に
制定について【政策企画課】 より、条例を定めるとともに、関係条例の条
文の整理をするもの。
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第69号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
焼津市立学校施設使用料条例の
害者団体が施設を使用する際の使用料を免除
一部を改正する条例の制定につ
するもの。
いて【スポーツ振興課】
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第70号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
焼津市文化会館条例の一部を改
害者団体が施設を使用する際の使用料を免除
正する条例の制定について
するもの。
【社会教育課】
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第71号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
害のある方が天文科学館を観覧する際の観覧
ディスカバリーパーク焼津条例
料並びに障害のある方及び障害者団体が温水
の一部を改正する条例の制定に
プールを使用する際の利用料金を免除するも
ついて【社会教育課】
の。
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第72号

和田公民館の改築に伴い、所在地を変更し、
及び会議室等の使用料を定めるほか、障害の
焼津市公民館条例の一部を改正
ある方の社会参加を推進するため、障害者団
する条例の制定について
体が施設を使用する際の使用料を免除するも
【社会教育課】
の。
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第73号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
焼津中央広場条例の一部を改正
害者団体が施設を使用する際の使用料を免除
する条例の制定について
するもの。
【社会教育課】
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第74号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
害者団体が施設を使用する際の使用料を免除
焼津市体育館条例の一部を改正 するほか、焼津体育館及び大井川体育館の高
する条例の制定について
校生以下の者の使用に係る使用料を明示し、
【スポーツ振興課】
及び大井川体育館の入場料又は会費等を徴収
する場合の使用に係る使用料を定めるもの。
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第75号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
害のある方が施設を使用する際の使用料を免
焼津市立青峯プール条例の一部
除するほか、スポーツに関する事務を市長が
を改正する条例の制定について
管理し、及び執行することによる条文の整理
【スポーツ振興課】
をするもの。
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第76号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
焼津市総合グラウンド条例の一
害のある方及び障害者団体が施設を使用する
部を改正する条例の制定につい
際の使用料を免除するもの。
て【スポーツ振興課】
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第77号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
焼津市スポーツ広場条例の一部 害者団体が施設を使用する際の使用料を免除
を改正する条例の制定について するほか、高校生以下の者の設備の使用に係
【スポーツ振興課】
る使用料を明示するもの。
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第78号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
焼津市漁船員テニス場条例の一 害のある方が施設を使用する際の使用料を免
部を改正する条例の制定につい 除するほか、高校生以下の者の施設の使用に
て【スポーツ振興課】
係る使用料を明示するもの。
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第79号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
焼津市総合福祉会館条例の一部
害者団体が施設を使用する際の使用料を免除
を改正する条例の制定について
するもの。
【地域福祉課】
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第80号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
焼津市大井川福祉センター条例
害者団体が施設を使用する際の使用料を免除
の一部を改正する条例の制定に
するもの。
ついて【地域福祉課】
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第81号

焼津市大井川商工業研修セン
ター条例の一部を改正する条例
の制定について
【商業・産業政策課】

全会一致
原案可決

障害のある方の社会参加を推進するため、障
害者団体が施設を使用する際の使用料を免除
するもの。
施行期日は平成30年４月１日

議第82号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
焼津市都市公園条例の一部を改
害者団体が施設を使用する際の使用料を免除
正する条例の制定について
するもの。
【公園・地籍課】
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第83号

障害のある方の社会参加を推進するため、障
焼津市大井川河川敷運動公園管
害者団体が施設を使用する際の使用料を免除
理条例の一部を改正する条例の
するほか、高校生以下の者の施設の使用に係
制定について
る使用料を明示するもの。
【スポーツ振興課】
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第84号

公共下水道事業の経営健全化を図るため、下
焼津市下水道条例の一部を改正
水道使用料を改定するもの。
する条例の制定について
施行期日等は平成30年４月１日から施行し、
【下水道課】
同年５月分として徴収する使用料から適用

賛成多数
原案可決

議第85号

大井川港コミュニティ防災セン
ター条例の一部を改正する条例
の制定について
【大井川港管理事務所】

障害のある方の社会参加を推進するため、障
害者団体が施設を使用する際の使用料を免除
するもの。
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
原案可決

議第86号

平成29年６月26日付けで岡村建設工業株式会
社との間に締結した平成29年度準用河川前の
平成29年度準用河川前の川橋梁
川橋梁架替工事請負契約の一部を変更する契
架替工事請負契約の一部を変更
約を締結するため、地方自治法第96条第１項
する契約の締結について
第５号及び焼津市議会の議決に付すべき契約
【土地区画整理事務所】
及び財産の取得又は処分に関する条例第２条
の規定により、議会の議決を求める。

全会一致
可決

議第87号

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。
駿河湾深層水体験施設（アクア 1.指定管理者に指定しようとする団体
スやいづ）指定管理者の指定に
株式会社ブルーアースジャパン
ついて【漁港環境課】
2.指定の期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日
3.選定方法
公募による選定

全会一致
可決

議第88号

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。
焼津市勤労会館（サンライフ焼 1.指定管理者に指定しようとする団体
津）指定管理者の指定について
ジェイ・エス共同事業体
【商業・産業政策課】
2.指定の期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日
3.選定方法
公募による選定

全会一致
可決

議第89号

救急医療に係る受託事務を実施している志
太・榛原救急医療センターにおける使用料及
び手数料について、受託者である藤枝市が指
定管理者の収入とする利用料金制を採用した
焼津市と藤枝市との間の救急医
ことに伴う規約の変更について、地方自治法
療事務の委託に関する規約の変
第252条の14第２項の規定により協議するた
更について【健康政策課】
め、同条第３項において準用する同法第252
条の２の２第３項本文の規定により、議会の
議決を求める。
施行期日は平成30年４月１日

全会一致
可決

議第90号

斎場施設の名称及び総称の変更に伴う組合規
約の変更について、地方自治法第286条第１
項の規定により協議するため、同法第290条
志太広域事務組合規約の変更に
の規定により議会の議決を求める。
ついて【政策企画課】
施行期日は志太広域事務組合斎場の設置及び
管理に関する条例の一部を改正する条例の施
行の日（平成30年２月１日）

全会一致
可決

議第91号

東日本大震災による被害を受けた合併市町村
に係る地方債の特例に関する法律の一部を改
正する法律の施行により、合併推進債を起こ
焼津市・大井川町合併基本計画
すことができる期間が５年間延長されたこと
の変更について【政策企画課】
に伴い、公共施設整備などの財源として合併
推進債を活用するため、計画の期間を延長す
るもの。

全会一致
可決

議第92号

焼津市自治基本条例第21条第３項の規定によ
第６次焼津市総合計画基本構想
り、第６次焼津市総合計画基本構想の策定に
の策定について【政策企画課】
ついて、議会の議決を求める。

全会一致
可決

議第93号

人事院勧告に準じた給与改定等に伴う人件費
平成29年度焼津市一般会計補正
の補正をするもの。
予算（第５号）案【関係課】
補正後予算額 534億3,107万1,000円

賛成多数
原案可決

議第94号

平成29年度焼津市し尿処理事業 人事院勧告に準じた給与改定等に伴う人件費
特別会計補正予算（第２号）案 の補正をするもの。
【廃棄物対策課】
補正後予算額 ４億4,434万4,000円

全会一致
原案可決

議第95号

平成29年度焼津市国民健康保険 人事院勧告に準じた給与改定等に伴う人件費
事業特別会計補正予算（第４ の補正をするもの。
号）案【保険年金課】
補正後予算額 176億7,946万4,000円

全会一致
原案可決

議第96号

平成29年度焼津市公共下水道事 人事院勧告に準じた給与改定等に伴う人件費
業特別会計補正予算（第３号） の補正をするもの。
案【下水道課】
補正後予算額 23億2,462万1,000円

全会一致
原案可決

議第97号

平成29年度焼津市温泉事業特別 人事院勧告に準じた給与改定等に伴う人件費
会計補正予算（第２号）案
の補正をするもの。
【観光振興課】
補正後予算額 5,393万3,000円

全会一致
原案可決

議第98号

平成29年度焼津市介護保険事業 人事院勧告に準じた給与改定等に伴う人件費
特別会計補正予算（第２号）案 の補正をするもの。
【介護保険課】
補正後予算額 120億2,388万6,000円

全会一致
原案可決

議第99号

平成29年度焼津市港湾事業特別 人事院勧告に準じた給与改定等に伴う人件費
会計補正予算（第３号）案
の補正をするもの。
【大井川港管理事務所】
補正後予算額 ４億8,296万円

全会一致
原案可決

焼津市議員報酬等支給条例の一 国家公務員の指定職職員の支給割合の改定に
議第100号 部を改正する条例の制定につい 準じて、市議会議員の期末手当の支給割合を
て【人事課】
改定するもの。

賛成多数
原案可決

焼津市特別職の職員の給与に関 市職員の勤勉手当の支給割合の改定に鑑み、
議第101号 する条例の一部を改正する条例 特別職（市長、副市長及び教育長）の期末手
の制定について【人事課】
当の支給割合を改定するもの。

賛成多数
原案可決

焼津市職員の給与に関する条例 人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給
議第102号 の一部を改正する条例の制定に 与改定に準じて、市職員の給料表及び勤勉手
ついて【人事課】
当の支給割合の改定をするもの。

全会一致
原案可決

焼津市病院事業管理者の給与等
市職員の勤勉手当の支給割合の改定に鑑み、
に関する条例の一部を改正する
議第103号
病院事業管理者の期末手当の支給割合を改定
条例の制定について
するもの。
【病院総務課】

賛成多数
原案可決

報第19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
地方自治法第180条第２項の規定による報告
損事故に起因する損害賠償事件
について）【土木管理課】

了承

報第20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
地方自治法第180条第２項の規定による報告
損事故に起因する損害賠償事件
について）【土木管理課】

了承

報第21号

専決処分事件の報告について
（地震体験装置による負傷事故
地方自治法第180条第２項の規定による報告
に起因する損害賠償事件につい
て）【危機対策課】

了承

焼111-92号

平成29年度焼津市教育委員会事
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第
業評価報告書（平成28年度事
26条第１項の規定による報告。
業）

了承

焼154-84号

平成29年９月分例月出納検査結 地方自治法第235条の２第３項の規定による
果報告書
報告。

了承

焼154-87号

平成29年10月分例月出納検査結 地方自治法第235条の２第３項の規定による
果報告書
報告。

了承

焼154-90号

平成29年度第１回定期監査及び
地 方 自 治 法 第 199 条 第９ 項の 規定 によ る報
第１回財政援助団体等監査の結
告。
果について

了承

議員提出による議案
議案番号

発議案
第10号

議案名

議案の内容

厚生労働省は、第15回障害者福祉サービス等
報酬改定検討チームにおいて、突然、障害者
施設に通う利用者の食費負担の軽減制度を廃
止する検討案を示した。食事提供体制加算の
障害者施設に通う利用者の給食 廃止が実行されれば多くの障害のある当事者
軽減制度である食事提供体制加 は給食費を負担できなくなり、通所を断念す
算存続を求める意見書
ることになりかねない。利用者への負担を回
避するための事業所負担はあまりにも大きく
事業所の運営も危惧される。
よって､障害者施設における食事提供体制加
算の存続を強く求め意見書を提出する。

審議結果

全会一致
原案可決

請願

請願
第４号

[請願事項]
真摯な議会運営及び審議を行うことを求め、
焼津市を衰退化させる「（仮称）ボートピア
チケットショップ焼津」の設置に反対の請願
焼津市を衰退化させる「（仮 をいたします。
称）ボートレースチケット
（１）賛成派紹介議員の発言根拠を明確にす
ショップ焼津」の設置に反対す
ること
る請願
（２）反対市民の意見を尊重すること
（３）紹介議員の賛成理由を精査すること
（４）ギャンブル依存症への影響を調査する
こと
（５）教育的影響を調査すること
（６）焼津市の将来への影響を調査すること

閉会中
継続審査

