平成28年12月９日現在

平成28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＞
予算案件10件、条例案件１件、一般案件４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17件。
11月29日に条例案件５件、一般案件１件の追加あり。結果、合計23件。
12月９日に条例案件１件、市長報告事件１件、監査委員報告案件２件あり。結果、合計27件。
＜議員提出議案＞
１件
議案の内容

審議結果

平成28年度焼津市一般会計補
正予算（第３号）案
【関係課】

国の平成28年度補正予算（第２号）に伴う経済
対策によるもの。
歳入歳出それぞれ13億8,258万2,000円の増額補
正。
歳出については、臨時福祉給付金（経済対策
分）給付事業費及び給付事務費３億5,027万円、
会下ノ島石津土地区画整理事業費（経済対策）
１億7,894万円、和田地域交流拠点施設整備事業
費（経済対策）５億9,000万円など。歳入につい
ては、国庫支出金、県支出金等の増額。
併せて、地方債の補正及び繰越明許費の設定。
補正後予算額 517億3,044万6,000千円

全会一致
原案可決

議第69号

平成28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】

国の平成28年度補正予算（第２号）に伴う経済
対策によるもの。
歳入歳出それぞれ１億2,000万円の増額補正のほ
か、地方債の補正及び繰越明許費の設定を行
う。
補正後予算額 ５億4,110万円

全会一致
原案可決

議第70号

歳入歳出それぞれ１億1,071万8,000円の増額補
正。歳出については、勤労者住宅資金貸付事業
費4,632万2,000円。未熟児養育医療助成費125万
平成28年度焼津市一般会計補 円の増額などのほか、人事院勧告に準じた給与
正予算（第４号）案
改定及び職員の人事異動等による人件費の補
【関係課】
正。歳入については、国庫支出金、県支出金、
諸収入、市債などの増額。
このほか、債務負担行為及び地方債の補正。
補正後予算額 518億4,116万4,000円

賛成多数
原案可決

議第71号

平成28年度焼津市し尿処理事
業特別会計補正予算（第２
号）案【廃棄物対策課】

歳入歳出それぞれ531万7,000円の増額補正。人
事院勧告に準じた給与改定及び職員の人事異動
等による人件費の補正。
補正後予算額 ４億1,961万6,000円

全会一致
原案可決

議第72号

平成28年度焼津市国民健康保
険事業特別会計補正予算（第
３号）案【保険年金課】

歳入歳出それぞれ1,648万3,000円の増額補正。
人事院勧告に準じた給与改定及び職員の人事異
動等による人件費の補正並びに高額医療費共同
事業拠出金の増など。
補正後予算額 172億511万9,000円

全会一致
原案可決

議第73号

平成28年度焼津市公共下水道
事業特別会計補正予算（第３
号）案【下水道課】

歳入歳出それぞれ2,045万1,000円の増額補正。
人事院勧告に準じた給与改定及び職員の人事異
動等による人件費の補正。
補正後予算額 31億1,146万9,000円

全会一致
原案可決

議案番号

議第68号

議案名 [ ]内は担当課

議第74号

平成28年度焼津市温泉事業特
別会計補正予算（第２号）案
【観光振興課】

歳入歳出それぞれ179万2,000円の増額補正。人
事院勧告に準じた給与改定及び職員の人事異動
等による人件費の補正。
補正後予算額 5,717万4,000円

全会一致
原案可決

議第75号

平成28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】

歳入歳出それぞれ50万円の増額補正。
人事院勧告に準じた給与改定及び職員の人事異
動等による人件費の補正並びに一般会計繰出金
の減。
補正後予算額 1,440万円

全会一致
原案可決

議第76号

平成28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】

歳入歳出それぞれ48万6,000円の減額補正。
人事院勧告に準じた給与改定及び職員の人事異
動等による人件費の補正。
補正後予算額 107億8,685万1,000円

全会一致
原案可決

議第77号

平成28年度焼津市港湾事業特
別会計補正予算（第３号）案
【大井川港管理事務所】

歳入歳出それぞれ115万8,000円の増額補正。人
事院勧告に準じた給与改定及び職員の人事異動
等による人件費の補正並びに養浜事業費の増な
ど。
補正後予算額 ５億4,225万8,000円

全会一致
原案可決

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】

第５次総合計画の後期基本計画における政策の
一つである「安全で快適なまちづくり」を更に
推進していくため、組織体制を強化するものと
し、都市基盤部を「移動しやすい交通ネット
ワークの実現」を担う建設部と「良好な住環境
の実現」を担う都市政策部の２部体制に再編す
るほか、未来創造部の総合政策部への改称及び
分掌事務の変更をするもの。
施行期日は平成29年４月１日

賛成多数
原案可決

焼津市汐入下水処理場の建設
工事（汚泥脱水設備更新）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（汚泥脱水
設備更新）委託に関する協定（平成27年７月１
日議決）における契約金額を減額するため、議
会の議決を求める。
変更前：855,000,000円
変更後：745,000,000円
増 減：110,000,000円の減

全会一致
可決

議第80号

焼津市都市公園指定管理者の
指定について【都市計画課】

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
焼津環境緑化事業協同組合
2.指定の期間
平成29年４月１日から平成34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81号

焼津市道路線の廃止について
【土木管理課】

道路法第10条第１項の規定により、15路線を廃
止するもの
東小川土地区画整理事業の換地処分の公告に伴
う廃止 小川中学校西線ほか14路線

全会一致
可決

議第82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、31路線を認
定するもの
東小川土地区画整理事業の換地処分の公告に伴
う認定 東竪小路線ほか30路線

全会一致
可決

議第78号

議第79号

議第83号

議第84号

議第85号

焼津市議員報酬等支給条例の
一部を改正する条例の制定に
ついて【人事課】

国家公務員指定職職員の勤勉手当の支給割合の
改定に準じて、市議会議員の期末手当の支給割
合を改定する
１期末手当の改定
期末手当の支給割合
（1）平成28年12月期
100分の165 ⇒ 100分の175
（2）平成29年以降
ア ６月期 100分の150 ⇒ 100分の155
イ 12月期 100分の175 ⇒ 100分の170
２施行期日
１(1)は公布の日から施行し、平成28年12月１
日から適用
１(2）は平成29年４月1日

賛成多数
原案可決

焼津市特別職の職員の給与に
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】

市職員の勤勉手当の支給割合の改定に鑑み、特
別職（市長、副市長及び教育長）の期末手当の
支給割合を改定する
１期末手当の改定
期末手当の支給割合
（1）平成28年12月期
100分の217.5 ⇒ 100分の227.5
（2）平成29年以降
ア ６月期 100分の202.5 ⇒ 100分の207.5
イ 12月期 100分の227.5 ⇒ 100分の222.5
２施行期日
１(1)は公布の日から施行し、平成28年12月1
日から適用
１(2）は平成29年４月1日

賛成多数
原案可決

焼津市職員の給与に関する条
例等の一部を改正する条例の
制定について【人事課】

人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定
に準じて、市職員の給料、勤勉手当、及び扶養手当
の改定をする
１焼津市職員の給与に関する条例の一部改正
（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
勤勉手当の支給割合
ア 平成28年12月期
100分の80 ⇒ 100分の90
100分の37.5 ⇒ 100分の42.5（再任用職員）
イ 平成29年以降
(ｱ)６月期
100分の80 ⇒ 100分の85
100分の37.5 ⇒ 100分の40（再任用職員）
(ｲ)12月期
100分の90 ⇒ 100分の85
100分の42.5⇒ 100分の40（再任用職員）
(3) 扶養手当の改定
ア 平成30年度以降
配偶者 13,000円 ⇒ 6,500円
子
6,500円 ⇒ 10,000円
イ 平成29年度（特例措置）
配偶者 13,000円 ⇒ 10,000円
子
6,500円 ⇒ 8,000円
２焼津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関す
る条例及び焼津市病院企業職員の給与の種類及び基
準に関する条例の一部改正
３施行時期
１(1)、(2)アは公布の日から施行し、平成28年４
月１日から適用
１(2)イ、(3）、２は平成29年４月１日

全会一致
原案可決

焼津市職員の退職手当に関す
る条例等の一部を改正する条
例の制定について【人事課】

雇用保険法の改正に伴い、本市の関係条例につ
いて、所要の改正をする
１改正する条例
(1) 焼津市職員の退職手当に関する条例
(2) 焼津市水道企業職員の給与の種類及び基準
に関する条例
(3) 焼津市病院企業職員の給与の種類及び基準
に関する条例
施行期日：平成29年１月１日

全会一致
原案可決

焼津市病院事業管理者の給与
等に関する条例の一部を改正
する条例の制定について
【病院総務課】

市職員の勤勉手当の支給割合の改定に鑑み、病
院事業管理者の期末手当の支給割合を改定をす
る
１期末手当の改定
期末手当の支給割合
（1）平成28年12月期
100分の217.5 ⇒ 100分の227.5
（2）平成29年以降
ア ６月期 100分の202.5 ⇒ 100分の207.5
イ 12月期 100分の227.5 ⇒ 100分の222.5
２施行期日
１(1)は公布の日から施行し、平成28年12月１
日から適用
１(2）は平成29年４月1日

賛成多数
原案可決

ＷＥＢ閲覧環境機器の取得に
ついて【情報政策課】

地方自治法第96条第１項第８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
に関する条例第３条の規定により、ＷＥＢ閲覧
環境機器の取得について、議会の議決を求める
取得物品 ＷＥＢ閲覧環境機器一式
取得方法 公募型プロポーザル（随意契約）
取得金額 36,487,098円
取得先
株式会社静岡情報処理センター

全会一致
可決

議第89号

焼津市職員の育児休業等に関
する条例等の一部を改正する
条例の制定について
【人事課】

地方公務員の育児休業等に関する法律、育児休
業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律等の改正に伴い、育児休業
等の対象となる子の範囲の拡大や、介護のため
の介護時間の新設など、関係条例について、所
要の改正をする。
１ 焼津市職員の育児休業等に関する条例の一部
改正(第1条関係) ２ 焼津市職員の勤務時間、休
暇等に関する条例の一部改正(第3条関係) ３ 焼
津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関す
る条例及び焼津市病院企業職員の給与の種類及
び基準に関する条例の一部改正(第5条･第7条に
よる改正) ４ 焼津市職員の育児休業等に関する
条例、焼津市職員の勤務時間、休暇等に関する
条例、焼津市水道企業職員の給与の種類及び基
準に関する条例及び焼津市病院企業職員の給与
の種類及び基準に関する条例の一部改正(第2条･
第4条･第6条･第8条による改正）
施行時期：１から３までは、平成29年１月１日
４は、平成29年４月１日

全会一致
原案可決

報第22号

専決処分事件の報告について
（構築物破損事故に起因する
損害賠償事件について）
【廃棄物対策課】

地方自治法第180条第２項の規定による報告。

了承

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

議第86号

議第87号

議第88号

平成28年度焼津市教育委員会
焼111-85号 事業評価報告書（平成27年度

事業）

焼154-83号

平成28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154-86号

平成28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

地方自治法第199条第９項の規定による報告。

了承

平成28年度第１回定期監査及
焼154-87号 び第１回財政援助団体監査の

結果について

議員提出による議案
議案番号

発議案
第７号

議案名

障害児者の生きる基盤となる
「暮らしの場」の早急な整備
を求める意見書

議案の内容
①障害児者が「暮らしの場」を選択できるよ
う、グループホームや入所施設・通所施設など
の社会資源を拡充するとともに、これらの施設
運営に携わる福祉人材を確保すること。
②入所機能を備えた地域生活支援拠点を国の責
任で整備すること。
③前２項を実現するために、障害者関係予算を
増額し、施策の重要な担い手になっている地方
公共団体を財政的に支援すること。を求め意見
書を提出する。

審議結果

全会一致
原案可決

