平成26年12月15日現在

平成26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１件、予算案件10件、条例案件３件、一般案件３件、
教育委員会報告案件１件、監査委員報告案件２件で合計20件。
12月３日に予算案件11件、条例案件４件、市長報告事件２件、監査委員報告案件１件の
追加提出あり。結果、合計38件。
＜議員提出議案＞

発議案３件
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

人権擁護委員法第6条第3項の規定により議
人権擁護委員候補者の推薦 会の意見を求める。
について【市民相談課】
推薦しようとする者
石田文子(いしだふみこ)氏（再任）

全会一致
同意

議第47号

歳入歳出それぞれ2億6,083万3,000円増額
補正するとともに、債務負担行為の追加、
及び地方債の変更を行う。
平成26年度焼津市一般会計 歳出については、ふるさと納税推進事業費
補正予算（第4号 ）案【関 5,245万1,000円、生活保護扶助費1億6,188
係課】
万8,000円などの増額。歳入については、
地方交付税3億1,745万7,000円及び県支出
金1億201万1,000円の増額、国庫支出金
7,151万1,000円などの減額。

全会一致
原案可決

議第48号

平成26年度焼津市し尿処理
4,744万5,000円の増額補正。基金積立金の
事業特別会計補正予算（第
増額ほか。
1号）案【廃棄物対策課】

全会一致
原案可決

議第49号

平成26年度焼津市国民健康
保険事業特別会計補正予算 1億4,539万8,000円の増額補正。償還金の
（ 第 1 号 ） 案 【 保 険 年 金 増額ほか。
課】

全会一致
原案可決

議第50号

平成26年度焼津市公共下水
852万8,000円の増額補正のほか地方債の変
道事業特別会計補正予算
更。
（第2号）案【下水道課】

全会一致
原案可決

議第51号

平成26年度焼津市温泉事業
特別会計補正予算（第1
233万3,000円の減額補正。温泉事業費の減
号）案【商業･観光振興
額ほか。
課】

全会一致
原案可決

議第52号

平成26年度焼津市介護保険
96万8,000円の増額補正。基金積立金の増
事業特別会計補正予算（第
額ほか。
2号）案【長寿福祉課】

全会一致
原案可決

議第53号

議第54号

平成26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】
平成26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】

33万7,000円の増額補正。後期高齢者医療
広域連合納付金の増額ほか。

全会一致
原案可決

4,278万9,000円の減額補正。港湾建設費の
減額ほか。

全会一致
原案可決

議第55号

有収水量が見通しより下回ることによる収
益的収入3,000万円の減額、中新田配水場
平成26年度焼津市水道事業 整備事業等における物件の除却に要する費
会計補正予算（第 1号）案 用の増による収益的支出3億1,700万円の増
【水道総務課】
額、工事負担金の減による資本的収入
2,000万円の減額及び建設改良費の減によ
る資本的支出5,000万円の減額。

全会一致
原案可決

議第56号

保険金収入の確定等による収益的収入
1,299万9,000円の増額、光熱水費や修繕費
の増などによる収益的支出851万4,000円の
平成26年度焼津市病院事業
増額、血管撮影装置の購入見送りに伴う企
会計補正予算（第 3号）案
業債の減による資本的収入1億7,000万円の
【経理課】
減額及び建設改良費の減による資本的支出
1億7,000万円の減額のほか、企業債及び重
要な資産の取得の変更をする。

全会一致
原案可決

議第57号

焼津市放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の制定
について【子育て支援課】

子ども・子育て支援法及び就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供の推
進に関する法律の一部を改正する法律の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律に
よる児童福祉法の改正に伴い、放課後児童
健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める。
施行期日は、子ども・子育て支援法及び就
学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律の一部を改正
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律の施行の日。

賛成多数
原案可決

議第58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】

分べん料及び分べん介助料に上乗せしてい
る公益財団法人日本医療機能評価機構が実
施する産科医療補償制度の掛金が平成27年
1月から改定されることに伴い、分べん料
及び分べん介助料を改定する。
施行期日は平成27年1月1日。

全会一致
原案可決

議第59号

焼津市消防団員等公務災害
補償条例の一部を改正する
条例の制定について【危機
対策課】

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を
定める政令の改正に伴い、所要の改正をす
る。
施行期日は平成26年12月1日。

全会一致
原案可決

議第60号

焼津市汐入下水処理場の建
設工事（電気設備更新）委
託に関する協定の一部を変
更する協定の締結について
【下水道課】

地方共同法人日本下水道事業団との間に締
結した焼津市汐入下水処理場の建設工事
（電気設備更新）委託に関する協定におけ
る契約金額を減額するため、議会の議決を
求める。

全会一致
可決

議第61号

焼津市都市公園指定管理者の指定により指
定管理者を指定した都市公園について、指
定後に新たに設置された都市公園及び指定
期間内に新たに設置されることとなる都市
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
焼津市都市公園指定管理者
の議決を求める。
の指定の一部変更について
１.新たに指定管理者に管理させようとす
【都市計画課】
る都市公園：小土団地小公園、下江留団地
公園ほか
2．指定管理者に指定しようとする団体：
焼津環境緑化事業協同組合
3．変更に係る指定の期間：
平成27年4月1日から平成29年3月31日まで

全会一致
可決

議第62号

構成各市町において相談支援事業所が設置
され、相談支援体制が整備されてきたこと
から、同組合において共同処理することと
している相談支援事業に関する事務を廃止
駿遠学園管理組合規約の変
し、及び同組合の規約を変更することにつ
更について【地域福祉課】
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条の規定によ
り議会の議決を求める。
施行期日は静岡県知事の許可の日。

全会一致
可決

議第63号

衆議院の解散に伴う平成26年12月14日執行
平成26年度焼津市一般会計
の衆議院議員総選挙の執行経費について、
補正予算（第5号 ）案【選
歳入歳出それぞれ4,797万円の増額補正を
挙管理委員会事務局】
する。

全会一致
原案可決

議第64号

平成26年度焼津市一般会計
人事院勧告に準じた給与改定及び職員の新
補正予算（第6号 ）案【関
陳代謝による人件費の補正。
係課】

賛成多数
原案可決

議第65号

平成26年度焼津市し尿処理
人事院勧告に準じた給与改定及び職員の新
事業特別会計補正予算（第
陳代謝による人件費の補正。
2号）案【廃棄物対策課】

全会一致
原案可決

議第66号

平成26年度焼津市国民健康
保険事業特別会計補正予算 人事院勧告に準じた給与改定及び職員の新
（ 第 2 号 ） 案 【 保 険 年 金 陳代謝による人件費の補正。
課】

全会一致
原案可決

議第67号

平成26年度焼津市公共下水
人事院勧告に準じた給与改定及び職員の新
道事業特別会計補正予算
陳代謝による人件費の補正。
（第3号）案【下水道課】

全会一致
原案可決

議第68号

平成26年度焼津市温泉事業
人事院勧告に準じた給与改定及び職員の新
特別会計補正予算（第2
陳代謝による人件費の補正。
号）案【商業･観光課】

全会一致
原案可決

議第69号

平成26年度焼津市駐車場事
業特別会計補正予 算（第1 人事院勧告に準じた給与改定及び職員の新
号 ） 案 【 ま ち づ く り 政 策 陳代謝による人件費の補正。
課】

全会一致
原案可決

議第70号

平成26年度焼津市介護保険
人事院勧告に準じた給与改定及び職員の新
事業特別会計補正予算（第
陳代謝による人件費の補正。
3号）案【長寿福祉課】

全会一致
原案可決

議第71号

平成26年度焼津市港湾事業
特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 2 人事院勧告に準じた給与改定及び職員の新
号）案【大井川港管理事務 陳代謝による人件費の補正。
所】

全会一致
原案可決

議第72号

人事院勧告に準じた給与改定及び職員の新
平成26年度焼津市水道事業 陳代謝による人件費の補正を行おうとする
会計補正予算（第 2号）案 もので、収益的支出の総係費400万円の減
【水道総務課】
額、資本的支出の事務費650万円の減額補
正。

全会一致
原案可決

議第73号

人事院勧告に準じた給与改定及び職員の新
平成26年度焼津市病院事業
陳代謝による人件費の補正を行おうとする
会計補正予算（第 4号）案
もので、収益的支出の給与費2億195万
【経理課】
2,000円の増額補正。

賛成多数
原案可決

議第74号

特別職の国家公務員の期末手当の支給割合
の改定に鑑み、市議会議員の期末手当を改
定するもの。
1.期末手当の改定
焼津市議員報酬等支給条例
(1）12月期：100分の155 ⇒ 100分の170
の一部を改正する条例の制
(2）6月期：100分の140 ⇒ 100分の147.5
定について【人事課】
12月期：100分の170 ⇒ 100分の162.5
2.施行期日は（1）については、公布の日
から施行し、平成26年12月1日から適用。
(2)については、平成27年4月1日。

賛成多数
原案可決

議第75号

市職員の勤勉手当の支給割合の改定に伴
い、特別職（市長、副市長及び教育長）の
期末手当を改定するもの。
焼津市特別職の職員の給与 1.期末手当の改定
に関する条例の一部を改正 (1）12月期：100分の205 ⇒ 100分の220
す る 条 例 の 制 定 に つ い て (2）6月期：100分の190 ⇒ 100分の197.5
【人事課】
12月期：100分の220 ⇒ 100分の212.5
2.施行期日は（1）については、公布の日
から施行し、平成26年12月1日から適用。
(2)については、平成27年4月1日。

賛成多数
原案可決

議第76号

人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の
給与改定に鑑み、市職員の給料及び勤勉手
当を改定するもの。
1.給料の改定：国家公務員の俸給改定に準
じ、給料月額の引上げ
2.勤勉手当の改定
(1）平成26年12月期：
焼津市職員の給与に関する 100分の67.5 ⇒ 100分の82.5
条例の一部を改正する条例 100分の32.5 ⇒ 100分の37.5(再任用職員)
の制定について【人事課】 (2）平成27年6月期以降：
100分の82.5 ⇒ 100分の75
100分の37.5 ⇒ 100分の35(再任用職員)
3．施行期日は1については、公布の日から
施行し、平成26年4月1日から適用。
2(1)については、公布の日から施行し、平
成26年12月1日から適用。2(2)について
は、平成27年4月1日。

全会一致
原案可決

議第77号

市職員の勤勉手当の支給割合の改定に伴
い、病院事業管理者の期末手当を改定する
もの。
焼津市病院事業管理者の給 1.期末手当の改定
与等に関する条例の一部を (1)12月期：100分の205 ⇒ 100分の220
改正する条例の制定につい (2)6月期：100分の190 ⇒ 100分の197.5
て【病院総務課】
12月期：100分の220 ⇒ 100分の212.5
2.施行期日は(1)については、公布の日か
ら施行し、平成26年12月1日から適用。
(2）については、平成27年4月1日。

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
動車破損事故に起因する損 地方自治法第180条第2項の規定による報告
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（本庁舎玄関前掲示パネ
ル転倒事故に起因する損害 地方自治法第180条第2項の規定による報告
賠償事件について）【商
業・観光振興課】

了承

平成26年度焼津市教育委員

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第27条の規定による報告。

了承

地方自治法第235条の2第3項の規定による
報告。

了承

地方自治法第199条第9項の規定による報
告。

了承

平成26年10月分例月出納検 地方自治法第235条の2第3項の規定による
査結果報告書
報告。

了承

焼111-61号 会事業評価報告書（平成25

年度事業）

焼154-101号

平成26年9月分例月出納検
査結果報告書

平成26年度第1回定期監査
焼154-109号 及び第1回財政援助団体監

査結果報告書

焼154-120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13号

焼津市放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関す 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に
る基準を定める条例の制定 関する基準を定める。
について

賛成少数
否決

発議案
第14号

国においては、現在、返還に苦しむ若者等
の支援制度を早急に拡充するとともに、誰
給付型奨学金制度の創設及
もが安心して高等教育を受けられるよう現
び貸与型奨学金制度の見直
行の奨学金制度を全面的に見直し、給付型
しを求める意見書
奨学金制度の創設を強く求め、意見書を提
出する。

全会一致
原案可決

発議案
第15号

国の一方的な改革ではなく、農業・農村の
実態を踏まえ、農業委員会や関係者の多様
「農業委員会等に関する改 な意見を反映し、現場での混乱をきたすこ
革」に関する意見書
とのないように、農業の活性化が図られる
ための農業委員会の見直しになることを要
望し、意見書を提出する。

全会一致
原案可決

