平成30年９月焼津市議会定例会提出議案について
＊平成30年10月９日現在
＜当局等提出議案＞
決算案件12件、人事案件３件、予算案件４件、条例案件３件、
市長報告事件４件、監査委員報告事件１件で、合計27件。
10月９日に予算案件２件、監査委員報告事件２件あり。結果、合計31件。
認第12号から認第21号までの一般会計及び特別会計の歳入歳出決算、認第22号及び認第23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12号

平成29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
歳出決算額
差引残額

52,134,908,775円
50,203,064,711円
1,931,844,064円

全会一致
認定

平成29年度焼津市し尿処理事業特別会
認第13号 計歳入歳出決算認定について
【廃棄物対策課】

歳入決算額
歳出決算額
差引残額

453,803,741円
427,726,699円
26,077,042円

全会一致
認定

平成29年度焼津市土地取得事業特別会
認第14号 計歳入歳出決算認定について
【資産経営課】

歳入決算額
歳出決算額
差引残額

129,093,640円
129,086,723円
6,917円

全会一致
認定

平成29年度焼津市国民健康保険事業特
認第15号 別会計歳入歳出決算認定について
【保険年金課・健康づくり課】

歳入決算額
歳出決算額
差引残額

17,031,542,612円
16,060,782,211円
970,760,401円

賛成多数
認定

平成29年度焼津市公共下水道事業特別
認第16号 会計歳入歳出決算認定について
【下水道課】

歳入決算額
歳出決算額
差引残額

2,422,953,343円
2,402,143,975円
20,809,368円

全会一致
認定

平成29年度焼津市温泉事業特別会計歳
認第17号 入歳出決算認定について
【観光交流課】

歳入決算額
歳出決算額
差引残額

49,068,024円
48,067,173円
1,000,851円

全会一致
認定

平成29年度焼津市駐車場事業特別会計
認第18号 歳入歳出決算認定について
【道路課】

歳入決算額
歳出決算額
差引残額

12,418,422円
11,496,416円
922,006円

全会一致
認定

平成29年度焼津市介護保険事業特別会
認第19号 計歳入歳出決算認定について
【地域包括ケア推進課・介護保険課】

歳入決算額
歳出決算額
差引残額

11,594,976,433円
10,772,180,282円
822,796,151円

賛成多数
認定

平成29年度焼津市後期高齢者医療事業
認第20号 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
歳出決算額
差引残額

1,528,123,620円
1,484,266,900円
43,856,720円

賛成多数
認定

平成29年度焼津市港湾事業特別会計歳
認第21号 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
歳出決算額
差引残額

529,068,999円
492,811,975円
36,257,024円

全会一致
認定

事業収益
2,300,616,043円
事業費用
1,852,647,075円
当年度純利益 447,968,968円
平成29年度焼津市水道事業会計決算認
認第22号 定及び剰余金処分案について
剰余金については、当年度未処分利益剰余
【水道総務課】
金839,516,790円のうち、2,240万円を減債
積立金に、425,568,968円を建設改良積立
金に積み立て、391,547,822円を資本金に
組み入れる。

平成29年度焼津市病院事業会計決算認
認第23号
定について【企画経理課】

事業収益
11,971,715,847円
事業費用
12,569,366,286円
当年度純損失 597,650,439円

賛成多数
認定及び
原案可決

全会一致
認定

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
焼津市教育委員会委員の任命について 第４条第２項の規定により、議会の同意を
認第24号
【人事課】
求める。
任命しようとする者：大石智之氏（再任）

全会一致
同意

認第25号

地方税法第423条第３項の規定により、議
焼津市固定資産評価審査委員会委員の
会の同意を求める。
選任について【人事課】
選任しようとする者：西川浩之氏（再任）

全会一致
同意

認第26号

地方税法第423条第３項の規定により、議
焼津市固定資産評価審査委員会委員の
会の同意を求める。
選任について【人事課】
選任しようとする者：田中裕之氏（新任）

全会一致
同意

前年度の社会保険診療報酬支払基金からの
平成30年度焼津市国民健康保険事業特
療養給付費等交付金が超過交付になったた
議第59号 別会計補正予算（第１号）案
め、国支払基金負担金等償還金の増額を行
【保険年金課】
う。

全会一致
原案可決

歳入歳出それぞれ１億2,078万8,000円の増
額補正のほか、債務負担行為の追加及び地
方債の変更を行う。
歳出面においては、通学路沿いブロック塀
等撤去事業費、西日本豪雨災害支援事業
費、大井川環境管理センター周辺地域振興
平成30年度焼津市一般会計補正予算 事業費、学校等猛暑対策調査事業費等の実
議第60号
（第４号）案【関係課】
施に必要な経費の追加とともに、社会資本
整備総合交付金の国の交付決定に伴う事業
費の増額等を行う。歳入面においては、財
政調整基金の取崩しの減額及び社会資本整
備総合交付金等の国庫支出金、前年度繰越
金等の増額を行う。
補正後予算額502億4,433万8,000円。

全会一致
原案可決

国民健康保険事業基金元金積立金の増など
平成30年度焼津市国民健康保険事業特
歳入歳出それぞれ９億2,971万6,000円の増
議第61号 別会計補正予算（第２号）案
額補正。
【保険年金課】
補正後予算額151億5,619万円。

賛成多数
原案可決

港湾施設改修事業費、港湾事業基金積立金
平成30年度焼津市港湾事業特別会計補
の増など歳入歳出それぞれ985万7,000円の
議第62号 正予算（第３号）案
増額補正。
【大井川港管理事務所】
補正後予算額11億72万2,000円。

全会一致
原案可決

建築基準法の改正により、新たに市が行う
焼津市手数料条例及び焼津市中高層建
こととなる認定及び許可に係る手数料の額
築物の建築に係る紛争の予防及び調整
議第63号
を定めるなど所要の改正をするもの。
に関する条例の一部を改正する条例の
施行期日は建築基準法の一部を改正する法
制定について【建築指導課】
律第１条の施行の日。

全会一致
原案可決

平成30年４月から新専門医制度が導入され
焼津市医学生修学資金貸付条例の一部
たことに伴い、貸付対象者の条件等を改定
議第64号 を改正する条例の制定について
するもの。
【病院総務課】
施行期日は平成31年４月１日。

全会一致
原案可決

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、市立病院の薬剤師として
勤務しようとする薬学生に対し、修学資金
を貸し付けるとともに、貸付月数と同じ月
焼津市薬学生修学資金貸付条例の制定
議第65号
数を市立病院の薬剤師として勤務した場合
について【病院総務課】
に当該修学資金の償還を免除しようとする
もの。
施行期日は公布の日。（一部の規定は、平
成31年４月１日）

全会一致
原案可決

歳入歳出それぞれ８億5,079万6,000円の増
額補正のほか、債務負担行為の追加並びに
地方債の追加及び変更を行う。
今回の補正予算は、市内小中学校及び幼稚
園の猛暑災害対策並びに台風24号により被
害のあった公共施設等の復旧に伴うもの
で、歳出については、小学校猛暑災害対策
平成30年度焼津市一般会計補正予算
議第66号
事業費４億1,000万円のほか、中学校猛暑
（第５号）案【関係課】
災害対策事業費３億2,400万円及び幼稚園
猛暑災害対策事業費600万円並びに台風第
24号による災害復旧事業費１億1,079万
6,000円の増額を行い、歳入については、
ふるさと寄附金基金の取崩しによる繰入金
の増額等を行う。
補正後予算額510億9,513万4,000円。

全会一致
原案可決

平成30年度焼津市港湾事業特別会計補 台風24号により被害のあった港湾施設の復
議第67号 正予算（第４号）案
旧を行うもの。歳出予算の組替えでの対応
【大井川港管理事務所】
のため、補正予算額の増減はなし。

全会一致
原案可決

報第11号

平成29年度焼津市土地開発公社の決算 地方自治法第243条の３第２項の規定によ
状況について【資産経営課】
る報告。

了承

報第12号

平成29年度公益財団法人焼津市振興公 地方自治法第243条の３第２項の規定によ
社の決算状況について【財政課】
る報告。

了承

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29年
度の健全化判断比率及び資金不足比率を報
告。
１ 健全化判断比率
平成29年度の焼津市の財政の健全化に 実質赤字比率（数値なし）、連結実質赤字
報第13号
関する比率の報告について【財政課】 比 率 （ 数 値 な し ） 、 実 質 公 債 費 比 率
6.9％、将来負担比率1.0％
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

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項の規定により報告。
１ 放棄した私債権の名称、件数及び額
(1) 学校給食費 １件 7,680円
(2) 水道料金 383件 840,363円
(3) 焼津市立総合病院使用料及び手数料
私債権の放棄について
報第14号
63件 1,728,840円
【学校給食課・水道総務課・医事課】
２ 放棄した事由及び件数
(1) 債務者の失踪、行方不明等によるもの
392件
(2) 債務者が死亡し、限定承認があったこ
とによるもの 27件
(2) 破産法、会社更生法等の法令により責
任を免れたもの 28件

了承

焼154-47号

平成30年6月分例月出納検査報告書
【監査委員】

地方自治法第235条の２第３項の規定によ
る報告。

了承

焼154-56号

平成30年7月分例月出納検査報告書
【監査委員】

地方自治法第235条の２第３項の規定によ
る報告。

了承

焼154-66号

平成30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３項の規定によ
る報告。

了承

