平成27年7月１日現在

平成27年6月焼津市議会定例会

議案等審議結果

＜当局提出議案＞
承認案件２件、人事案件３件、予算案件２件、条例案件１件、一般案件３件、
市長報告事件７件、監査委員報告案件３件で、合計21件。
6月19日に一般案件１件（議第55号）、市長報告事件１件の追加提出あり。結果、合計23件。

議案番号

議案名

議案の内容

審議結果

地方税法の改正等に伴い、固定資産
税及び都市計画税の土地に係る負担
調整措置の延長並びに原動機付自転
専決処分事件の報告及び承認につい 車等に係る軽自動車税の税率引上げ
認第6号 て（焼津市税条例等の一部を改正す の１年延期等に伴う所要の改正の必
る条例の制定について）【課税課】 要が生じ、これを専決処分としたた
め、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。

全会一致
承認

地方税法施行令の改正に伴い、低所
得者の国民健康保険税を軽減するた
め、被保険者均等割額及び世帯別平
専決処分事件の報告及び承認につい
等割額の５割軽減及び２割軽減に係
て（焼津市国民健康保険税条例の一
認第7号
る軽減判定所得の基準の引上げが行
部を改正する条例の制定について）
われたことに伴う所要の改正が生
【保険年金課】
じ、これを専決処分としたため、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。

全会一致
承認

焼津市ほか１組合公平委員会共同設
焼津市ほか１組合公平委員会委員の 置規約第４条第１項の規定により議
認第8号
選任について【人事課】
会の同意を求める。
被選任者 戸本由紀子氏（再任）

全会一致
同意

認第9号

人権擁護委員法第６条第３項の規定
人権擁護委員候補者の推薦について
全会一致
により議会の意見を求める。
【くらし安全課】
同意
被推薦者 小池たき子氏（再任）

認第10号

地方税法第404条第２項の規定によ
焼津市固定資産評価員の選任につい
全会一致
り議会の同意を求める。
て【人事課】
同意
被選任者 福與直己氏（新任）

歳入歳出それぞれ３億8,841万3,000
円 の 増 額 。 当 初 予 算 及び 補正 予算
（第１号）の後の事情変化により、
ふるさと納税の推進、防災訓練、男
平成27年度焼津市一般会計補正予算 性不妊治療等の早急に対応すべき事 賛成多数
議第49号
（第2号）案【関係課】
業の実施に必要な経費の追加を行う 原案可決
とともに、歳入面において財源とし
て 見 込 ま れ る 国 庫 支 出金 、県 支出
金、寄附金などの増額及び財政調整
基金の取崩しの減額を行う。
予算現額に増減はないが、所得の低
平成27年度焼津市介護保険事業特別 い第１号被保険者の保険料の減額賦
議第50号 会計補正予算（第1号）案【長寿福 課に伴い、歳入において、介護保険
祉課】
料の減額とそれに伴う一般会計繰入
金の増額を行う。

全会一致
原案可決

介護保険法施行令の改正により所得
の低い第１号被保険者の保険料の減
焼津市介護保険条例の一部を改正す 額賦課に係る基準が定められたこと
議第51号 る条例の制定について【長寿福祉
に伴い、所要の改正を行う。
課】
施行期日等は公布の日から施行し、
平成27年度分の保険料から適用す
る。

全会一致
原案可決

地方自治法第96条第１項第５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
焼津市汐入下水処理場の建設工事
第２条の規定により、建設工事委託
全会一致
議第52号 （汚泥脱水設備更新）委託に関する に関する協定の締結について、議会
可決
協定の締結について【下水道課】
の議決を求める。
契約の方法は随意契約。契約金額は
８億5,500万円。契約相手方は地方
共同法人日本下水道事業団。
議第53号

焼津市道路線の廃止について【土木 道路法第10条第１項の規定により、 全会一致
管理課】
１路線を廃止する。
可決

議第54号

焼津市道路線の認定について【土木 道路法第８条第１項の規定により、 全会一致
管理課】
１路線を認定する。
可決

地方自治法第96条第１項第５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
焼津市旧議会庁舎及び別館解体工事
第２条の規定により、請負契約の締 全会一致
議第55号 請負契約の締結について【資産経営
結について、議会の議決を求める。
可決
課】
契 約 の 方 法 は 制 限 付 き一 般競 争入
札。契約金額は２億5,650万円。契
約相手方は木下建設工業株式会社。
平成26年度一般会計予算の繰越明許 平成27年度に繰り越した歳出予算の
報第1号 費に係る繰越計算書の報告について 経費の地方自治法施行令第146条第
【関係課】
２項の規定による報告。

了承

平成26年度公共下水道事業特別会計 平成27年度に繰り越した歳出予算の
報第2号 予算の繰越明許費に係る繰越計算書 経費の地方自治法施行令第146条第
の報告について【下水道課】
２項の規定による報告。

了承

平成26年度港湾事業特別会計予算の 平成27年度に繰り越した歳出予算の
報第3号 繰越明許費に係る繰越計算書の報告 経費の地方自治法施行令第146条第
について【大井川港管理事務所】
２項の規定による報告。

了承

報第4号

焼津市土地開発公社の平成27年度事 地方自治法第243条の３第２項の規
業計画について【資産経営課】
定による報告。

了承

報第5号

公益財団法人焼津市振興公社の平成 地方自治法第243条の３第２項の規
27年度事業計画について【財政課】 定による報告。

了承

一般財団法人志太勤労者福祉サービ
スセンターの平成26年度決算状況及 地方自治法第243条の３第２項の規
報第6号
び平成27年度事業計画について
定による報告。
【商業・観光振興課】

了承

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 地方自治法第180条第２項の規定に
報第7号
因する損害賠償事件について）【土 よる報告。
木管理課】

了承

株式会社焼津水産振興センターの平
地方自治法第243条の３第２項の規
報第8号 成26年度事業報告及び平成27年度事
定による報告。
業計画について【水産課】

了承

焼154-147号

平成27年２月分例月出納検査結果報 地方自治法第235条の２第３項の規
告書
定による報告。

了承

焼154-20号

平成27年３月分例月出納検査結果報 地方自治法第235条の２第３項の規
告書
定による報告。

了承

焼154-47号

平成27年４月分例月出納検査結果報 地方自治法第235条の２第３項の規
告書
定による報告。

了承

[請願事項]焼津市議会として①安保
法制の今国会成立は戦争への道であ
り、撤回すること ②国家間で対立
今国会での安全保障法整備に反対す
する問題は、武力ではなく、粘り強
る意見書提出を求める請願
い外交努力によって解決することの
意見書を採択し、意見書を国に提出
すること。

不採択

請願

請願
第１号

議員提出議案
議案番号

議案名

議案の内容

審議結果

発議案
第４号

政府は平成26年７月に「安全保障法
制の整備について」閣議決定した。
いかなる事態においても国民の命と
平和な暮らしを断固として守り抜く
とともに、国際協調主義に基づく
「積極的平和主義」の下、国際社会
の平和と安定にこれまで以上に積極
的に貢献するためには、国内法制を
整備しなかればならないとし、その
安全保障法制の整備に対する意見書
趣旨を踏まえ今国会に関連法案を提
出した。しかしながら、現時点にお
いて国民の理解が十分に得られてい
るとは言い難い状況にあると考えら
れることから、国においては公開性
や透明性を確保しながら、国民の十
分な理解が得られるよう、慎重な審
議を重ねるよう求め、意見書を提出
する。

賛成多数
原案可決

発議案
第５号

女性議員が活躍できる環境を整備し
て議会を活性化し、より良い住民
焼津市議会会議規則の一部を改正す サービスを実現するため、焼津市議
る規則の制定について
会会議規則において出産に伴う会議
及び委員会への欠席に関する規定を
設ける。

全会一致
原案可決

