
＜当局ほか提出議案＞

人事案件１件、予算案件11件、条例案件８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26件。

12月18日に監査委員報告案件１件の追加あり。結果、合計27件。

議案番号 議案名 [ ]内は担当課 議案の内容 審議結果

認第25号
焼津市教育委員会委員の任命
について【人事課】

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
の一部を改正する法律（平成26年法律第76
号）附則第2条第2項の規定によりなお効力
を有することとされる同法による改正前の
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第4条第1項の規定により、議会の同意を求
める。
任命しようとする者　北川利男氏（再任）

全会一致
同意

議第65号
平成27年度焼津市一般会計補
正予算（第5号）案【関係課】

歳入歳出それぞれ13億5,998万8千円増額補
正するとともに、債務負担行為及び地方債
の補正を行う。歳出については、選挙管理
委員会事務局費238万6千円、防災機器整備
費4,366万1千円、ふるさと納税推進事業費
6億4,595万円などの増額。歳入について
は、扶助費等の増額に伴う国庫支出金
7,959万7千円、ふるさと寄附金12億円の増
額ほか。

賛成多数
原案可決

議第66号
平成27年度焼津市し尿処理事
業特別会計補正予算（第1号）
案【廃棄物対策課】

4,938万8千円の増額補正。基金積立金の増
額ほか。

全会一致
原案可決

議第67号

平成27年度焼津市国民健康保
険事業特別会計補正予算（第1
号）案【保険年金課・健康増
進課】

1億3,281万7千円の増額補正。償還金の増
額ほか。

全会一致
原案可決

議第68号
平成27年度焼津市公共下水道
事業特別会計補正予算（第2
号）案【下水道課】

1千30万円の増額補正のほか地方債補正。
全会一致
原案可決

議第69号
平成27年度焼津市温泉事業特
別会計補正予算（第1号）案
【商業･観光振興課】

291万9千円の増額補正。温泉事業費の増額
ほか。

全会一致
原案可決

議第70号
平成27年度焼津市駐車場事業
特別会計補正予算（第1号）案
【政策企画課】

37万3千円の増額補正。繰出金の増額ほ
か。

全会一致
原案可決

議第71号
平成27年度焼津市介護保険事
業特別会計補正予算
（第2号）案【長寿福祉課】

2億5,347万2千円の増額補正。基金積立金
の増額ほか。

全会一致
原案可決

議第72号
平成27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】

216万2千円の増額補正。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
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議第73号
平成27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】

39万8千円の増額補正。総務管理費の増額
ほか。

全会一致
原案可決

議第74号
平成27年度焼津市水道事業会
計補正予算（第1号）案【水道
総務課】

退職給付引当金戻入の減による収益的収入
872万7千円の減額、退職給付費の増などに
よる収益的支出928万8千円の増額並びに建
設改良費及び企業債償還金の増による資本
的支出366万1千円の増額のほか、保福島大
島新田線配水管布設工事において債務負担
行為を設定するもの。

全会一致
原案可決

議第75号
平成27年度焼津市病院事業会
計補正予算（第1号）案【経理
課】

麻酔科医師への業務に係る支払いについ
て、委託契約に基づく委託料により支払っ
ていたものを報酬で支払うこととなったこ
とにより、予算に定める議会の議決を経な
ければ流用することができない経費のうち
職員給与費を6,600万円増額するもの。

全会一致
原案可決

議第76号
焼津市部設置条例の一部を改
正する条例の制定について
【人事課】

本市の基幹産業である水産業の更なる発展
を図るため、水産経済部を水産部と経済産
業部の２部に再編し、水産業に関する業務
の充実と体制の強化を図るほか、分掌事務
の変更をするもの。
施行期日は平成28年4月1日。

全会一致
原案可決

議第77号

焼津市個人番号の利用及び特
定個人情報の提供に関する条
例の制定について　【総務
課】

行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（いわゆる
「番号法」）第9条第2項及び第19条第9号
の規定に基づき、個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関し必要な事項を定める
もの。
施行期日は平成28年1月1日。

賛成多数
原案可決

議第78号

焼津市議会の議員その他非常
勤の職員の公務災害補償等に
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】

地方公務員災害補償法施行令の改正に伴
い、所要の改正をするもの。
施行期日等は公布の日から施行し、平成27
年10月1日から適用。

全会一致
原案可決

議第79号

焼津市税条例の一部を改正す
る条例の制定について
【課税課・納税促進課・収納
対策課】

地方税法の改正による地方税の猶予制度の
見直し及び旧3級品の製造たばこに係る特
例税率の廃止並びに番号法の施行による申
告書等への個人番号又は法人番号の記載に
係る所要の改正等をするもの。
改正概要
（1）徴収金の徴収猶予・換価の猶予関係
（2）旧3級品の製造たばこに係る特例税
　　 率の廃止関係
（3）番号法関係
施行期日は（1）及び（2）は平成28年4月1
日、（3）は平成28年1月1日。

賛成多数
原案可決

議第80号
焼津市国民健康保険税条例の
一部を改正する条例の制定に
ついて【保険年金課】

番号法の施行に伴い、国民健康保険税の減
免に係る規定について、所要の改正をする
もの。
施行期日は平成28年1月1日。

賛成多数
原案可決

議第81号
焼津市介護保険条例の一部を
改正する条例の制定について
【長寿福祉課】

番号法の施行に伴い、介護保険料の徴収猶
予及び減免に係る規定について、所要の改
正をするもの。
施行期日は平成28年1月1日。

賛成多数
原案可決



議第82号
焼津市下水道使用料等審議会
条例の制定について
【下水道課】

下水道事業の健全な経営を図るため、地方
自治法第138条の4第3項の規定に基づき、
市長の附属機関として焼津市下水道使用料
等審議会を設置するもの。
施行期日は公布の日。

全会一致
原案可決

議第83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
るもの。
施行期日等は公布の日から施行し、平成27
年10月1日から適用。

全会一致
原案可決

議第84号
ディスカバリーパーク焼津天
文科学館指定管理者の指定に
ついて【社会教育課】

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。
1.指定管理者に指定しようとする団体
　　公益財団法人焼津市振興公社
2.指定の期間
　　平成28年4月1日から平成33年3月31日
3.選定方法
　　単独指名による選定

全会一致
可決

議第85号

焼津市大井川精神障害者地域
活動支援センター指定管理者
の指定について
【地域福祉課】

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。
1.指定管理者に指定しようとする団体
　　特定非営利活動法人精神保健福祉焼津
　　心愛会
2.指定の期間
　　平成28年4月１日から平成33年3月31日
3.選定方法
　　単独指名による選定

全会一致
可決

議第86号
焼津市道路線の認定について
【土木管理課】

道路法第8条第1項の規定により、1路線を
認定するもの。

全会一致
可決

焼111-77号
平成27年度焼津市教育委員会
事業評価報告書（平成26年度
事業）

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

焼154-97号
平成27年9月分例月出納検査結
果報告書

地方自治法第235条の2第3項の規定による
報告。

了承

焼154-105号
平成27年度定期監査及び財政
援助団体監査の結果について

地方自治法第199条第9項の規定による報
告。

了承

焼154-109号
平成27年10月分例月出納検査
結果報告書

地方自治法第235条の2第3項の規定による
報告。

了承

請願

請願
第３号

浜岡原発を再稼働させない意
見書の提出を求める請願

[請願事項]
焼津市議会として、①世界一危険な浜岡原
発は再稼働させないこと　②原発をやめ、
再生可能エネルギーを増やすエネルギー政
策へと転換を図ることの意見書を採択し、
国に提出すること。

閉会中
継続審査



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6号

少人数学級の推進等の定数改
善と義務教育費国庫負担制度
の国負担２分の１復元を求め
る意見書

国においては、学級編制標準を引き下げ、
35人学級の制度化を早期に実現すること。
教育の機会均等と水準の維持向上を図るた
めに、義務教育費国庫負担割合を２分の１
に復元すること。を求め意見書を提出す
る。

全会一致
原案可決


