平成29年３月22日現在

平成29年２月焼津市議会定例会提出議案及び議案等審議結果
＜当局等提出議案＞
承認案件３件、人事案件２件、予算案件24件、条例案件11件、一般案件３件、市長報告事件２件、
監査委員報告事件３件で、合計48件。
３月22日に人事案件１件、監査委員報告事件２件あり。結果、合計51件。
＜議員提出議案＞
３件
＜請願＞
１件
議案番号

議案名 [

]内は担当課

議案の内容

審議結果

補正予算の専決処分について地方自治法第179
条第３項の規定により議会に報告し、承認を求
める。
専決処分事件の報告及び承認につ 歳入歳出それぞれ10億700万 円の増額補正を
いて（平成28年度焼津市一般会計 行ったもので、歳入は、ふるさと寄附金10億円
認第１号
補正予算（第５号））
及び財政調整基金繰入金700万円の増額。歳出
【ふるさと納税課】
は、ふるさと納税のお礼品の送付に要する経費
としてふるさと納税推進事業費７億657万3,000
円及び職員給与費700万円並びにふるさと寄附
金基金積立金２億9,342万7,000円の増額。

全会一致
承認

専決処分事件の報告及び承認につ
いて（（仮称）大井川防災広場用 地方自治法第179条第３項の規定により議会に
認第２号
地の取得について）
報告し、承認を求める。
【土木管理課】

全会一致
承認

専決処分事件の報告及び承認につ
地方自治法第179条第３項の規定により議会に
認第３号 いて（損害賠償の額の決定につい
報告し、承認を求める。
て）【病院総務課】

全会一致
承認

認第４号

焼津市副市長の選任について
【人事課】

地方自治法第162条の規定により、議会の同意
を求める。
被選任者：半田充(はんだみつる) 氏（再任）
任期：平成29年４月１日～平成33年３月31日
（４年間）

賛成多数
同意

認第５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につい
会の意見を求める。
て【くらし安全課】
被推薦者：武藤惠美子(むとうえみこ)氏（再任）

全会一致
同意

認第６号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４
焼津市教育委員会教育長の任命に
条第１項の規定により、議会の同意を求める。
ついて【人事課】
被任命者：佐藤美代志(さとうみよし)氏（新任）

全会一致
同意

1

予算総額527億1,800万円。平成28年度当初予算
額に比べ26億3,400万円、率にして5.3％の増。
雇用対策、交流人口増加対策、安心安全対策、
少子化対策、健康づくり対策、市民参加の推進
平成29年度焼津市一般会計予算案 に効果的な施策を重点に据えるとともに、総合
議第１号
【関係課】
計画のリーディングプロジェクトとして、ま
ち・ひと・しごと創生法に基づく焼津市未来創
生総合戦略の施策に向けた事業を最重点事業と
して全庁一丸となって取り組み、市民生活の向
上につながるよう積極的に編成。

賛成多数
原案可決

議第２号

平成29年度焼津市し尿処理事業特
当初予算額
別会計予算案【廃棄物対策課】

４億1,550万円

全会一致
原案可決

議第３号

平成29年度焼津市土地取得事業特
当初予算額
別会計予算案【資産経営課】

３億8,920万円

全会一致
原案可決

171億2,850万円

賛成多数
原案可決

平成29年度焼津市国民健康保険事
議第４号 業特別会計予算案
当初予算額
【保険年金課・健康増進課】
議第５号

平成29年度焼津市公共下水道事業
当初予算額
特別会計予算案【下水道課】

23億4,340万円

全会一致
原案可決

議第６号

平成29年度焼津市温泉事業特別会
当初予算額
計予算案【観光振興課】

5,410万円

全会一致
原案可決

議第７号

平成29年度焼津市駐車場事業特別
当初予算額
会計予算案【政策企画課】

1,080万円

全会一致
原案可決

議第８号

平成29年度焼津市介護保険事業特
当初予算額
別会計予算案【長寿福祉課】

114億8,770万円

全会一致
原案可決

14億9,080万円

賛成多数
原案可決

７億550万円

全会一致
原案可決

平成29年度焼津市後期高齢者医療
議第９号 事業特別会計予算案
当初予算額
【保険年金課】
議第10号

議第11号

議第12号

平成29年度焼津市港湾事業特別会
当初予算額
計予算案【大井川港管理事務所】

平成29年度焼津市水道事業会計予
算案【水道総務課】

平成29年度焼津市病院事業会計予
算案【病院経理課】

収益的収入
収益的支出

24億4,028万９千円
20億7,026万６千円

資本的収入
資本的支出

５億1,395万４千円
17億2,600万２千円

収益的収入
収益的支出

122億3,944万８千円
126億1,541万１千円

資本的収入
資本的支出

８億2,444万４千円
11億7,600万２千円
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賛成多数
原案可決

全会一致
原案可決

歳入歳出それぞれ８億3,033万４千円の増額補
正。歳出は南部土地区画整理事業補助事業及び
和田地域交流拠点施設整備事業の実施に必要な
経費を追加し、高齢化社会対策基金への積立て
平成28年度焼津市一般会計補正予 を行うとともに、不用額が見込まれる経費の減
議第13号
算（第６号）案【関係課】
額などを行う。歳入は、財源となる国県支出金
等を減額し、並びに市税、地方交付税及び市債
を増額するなどの補正を行う。また、繰越明許
費の設定及び変更並びに地方債の補正行う。
補正後予算額520億1,783万円。

全会一致
原案可決

平成28年度焼津市し尿処理事業特 環境管理センター費の減などに伴い、歳入歳出
議第14号 別会計補正予算（第３号）案
それぞれ1,693万１千円の減額補正。
【廃棄物対策課】
補正後予算額４億268万５千円。

全会一致
原案可決

平成28年度焼津市土地取得事業特 本年度の事業費確定に伴い、歳入歳出それぞれ
議第15号 別会計補正予算（第１号）案
２億9,136万４千円の減額補正。
【資産経営課】
補正後予算額9,453万６千円。

全会一致
原案可決

歳入予算において、国民健康保険税及び療養給
平成28年度焼津市国民健康保険事 付費等交付金の減について、繰入金などの増に
議第16号 業特別会計補正予算（第４号）案 より対応し、歳出予算において、後期高齢者支
【保険年金課・健康増進課】
援金及び特定健康診査等事業費について、財源
振替を行う。

全会一致
原案可決

起債対象下水道整備事業費の減などに伴い、歳
平成28年度焼津市公共下水道事業
入歳出それぞれ8,272万９千円の減額補正のほ
議第17号 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ） 案
か、繰越明許費の設定及び地方債の変更。
【下水道課】
補正後予算額30億2,874万円。

全会一致
原案可決

平成28年度焼津市温泉事業特別会 温泉使用料の減などに伴い、歳入歳出それぞれ
議第18号 計補正予算（第３号）案
480万７千円の減額補正。
【観光振興課】
補正後予算額5,236万７千円。

全会一致
原案可決

平成28年度焼津市駐車場事業特別 駐車場使用料の減に伴い、歳入歳出それぞれ
議第19号 会計補正予算（第２号）案
182万９千円の減額補正。
【政策企画課】
補正後予算額1,257万１千円。

全会一致
原案可決

平成28年度焼津市介護保険事業特 地域支援事業費の減などに伴い、歳入歳出それ
議第20号 別会計補正予算（第３号）案
ぞれ660万３千円の減額補正。
【長寿福祉課】
補正後予算額107億8,024万８千円。

全会一致
原案可決

平成28年度焼津市後期高齢者医療 広域連合納付金の増などに伴い、歳入歳出それ
議第21号 事業特別会計補正予算（第２号） ぞれ2,036万１千円の増額補正。
案【保険年金課】
補正後予算額14億4,792万１千円。

全会一致
原案可決

平成28年度焼津市港湾事業特別会
港湾使用料等の増及びこれらに伴う基金繰入金
議第22号 計補正予算（第４号）案
の減など歳入予算の補正を行う。
【大井川港管理事務所】

全会一致
原案可決

平成28年度焼津市水道事業会計補 給水車購入に係る他会計補助金の増により資本
議第23号 正予算（第１号）案
的収入89万円の増額及び企業債償還金の増によ
【水道総務課】
り資本的支出８万１千円の増額。

全会一致
原案可決

緊急地震・津波対策等交付金活用による寝袋等
購入に対する補助により収益的収入26万９千円
の増額、新規企業債借入利率の確定及び既存の
企業債の借入利率の見直しによる企業債支払利
平成28年度焼津市病院事業会計補
息の減により収益的支出340万円の減額、緊急
議第24号 正予算（第１号）案
地震・津波対策等交付金活用による固定資産購
【病院経理課】
入に対する補助により資本的収入８万７千円の
増額並びに企業債支払利息の減に伴い元利均等
償還における今年度の元金返済分が増となった
ことにより資本的支出53万１千円の増額。

全会一致
原案可決
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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の改正に伴い、所要
の改正をする。
１．改正概要
焼津市個人情報保護条例の一部を
（1）条例で定める独自利用事務において情報
議第25号 改正する条例の一部を改正する条
提供ネットワークシステムを利用した情報連携
例の制定について【総務課】
が可能となったことに伴うもの。
（2）条例中に引用している同法の条項を整理
するもの。
２．施行期日：公布の日。

賛成多数
原案可決

焼津市立総合病院における医療体制の強化を図
焼津市職員の定数条例の一部を改 り、及び今後の業務の拡充等に対応するため、
議第26号 正する条例の制定について
病院企業職員の定数を700人（改正前：653人）
【病院総務課】
に 改 め る も の 。 （ 平 成 29 年 ４ 月 １ 日 か ら 施
行）。

賛成多数
原案可決

人事交流等により本市の地域以外の地域で民間
における賃金、物価及び生計費が特に高い地域
焼津市職員の給与に関する条例の に在勤する職員に支給する地域手当の月額につ
議第27号 一部を改正する条例の制定につい いて、当該地域の民間における賃金、物価及び
て【人事課】
生計費に関する事情を勘案して定めることがで
きることとする。（平成29年４月１日から施
行）

賛成多数
原案可決

法人市民税法人税割の超過課税の超過分を積み
焼津市立総合病院医療機器整備基 立て、焼津市立総合病院における高度医療機器
議第28号
金条例の制定について【財政課】 の導入費用に充てるための基金を設置する。
施行期日：平成29年４月１日。

賛成多数
原案可決

地方税法等の改正に伴い、法人市民税法人税割
の税率の改定など、所要の改正をする。
１．改正概要
（1）法人市民税法人税割の税率改定
焼津市税条例等の一部を改正する （2）軽自動車税に係る改正
議第29号
条例の制定について【課税課】
（3）住宅借入金等特別税額控除の延長
（4）グリーン化特例の延長
２．施行期日
(1)、(2）は平成31年10月１日、(3）は公布の
日、(4）は平成29年４月１日。

賛成多数
原案可決

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法
焼津市手数料条例の一部を改正す 律等の施行に伴い、建築物エネルギー消費性能
議第30号 る条例の制定について
適合性判定審査に係る事務等について、手数料
【建築指導課】
を定めるほか、所要の改正をする。
施行期日：平成29年４月１日。

賛成多数
原案可決

地方税法施行令の改正及び焼津市国民健康保険
焼津市国民健康保険税条例の一部
運営協議会の答申により、国民健康保険税の課
議第31号 を改正する条例の制定について
税限度額の改定をする。
【保険年金課】
施行期日：平成29年４月１日。

賛成多数
原案可決

介護保険法施行令の改正に伴い、平成29年度に
焼津市介護保険条例の一部を改正 おける第１号被保険者の介護保険料区分を判定
議第32号 する条例の制定について
する際に用いる合計所得金額の算定方法につい
【長寿福祉課】
て所要の改正をする。
施行期日：平成29年４月１日。

全会一致
原案可決
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本市の産業と経済の発展において、中心的な役
割を果たしている中小企業・小規模企業の振興
のための施策を総合的かつ計画的に推進するた
め、制定する。
焼津市中小企業・小規模企業振興 １．内容
議第33号 基本条例の制定について
(1)中小企業・小規模企業の振興に関する基本
【産業政策課】
理念
(2)市等の役割等について
(3)市が行う中小企業・小規模企業の振興に関
する施策の基本方針
２．施行期日：平成29年４月１日。

全会一致
原案可決

焼津市工場立地に関する準則を定 工場立地法の改正に伴い、条例中に引用してい
議第34号 める条例の一部を改正する条例の る同法の条項を整理する。
制定について【産業政策課】
施行期日：平成29年４月１日。

全会一致
原案可決

空家等対策の推進に関する特別措置法の施行に
焼津市空き家の適正管理に関する
伴い、同法と重複する条文や定義等について整
議第35号 条例の一部を改正する条例の制定
合性を図るため、所要の改正をする。
について【住宅営繕課】
施行期日：公布の日。

全会一致
原案可決

駿遠学園管理組合の駿遠学園グループホームに
おいて行う共同生活援助事業が終了したことに
伴い、組合の共同処理する事務及び規約を変更
駿遠学園管理組合規約の変更につ
議第36号
することについて、地方自治法第286条第１項
いて【地域福祉課】
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：平成29年４月１日。

全会一致
可決

ごみ処理施設の建設、設置及び管理並びにごみ
等の処分等に関する事務及びし尿処理施設の建
設、設置及び管理に関する事務のうち、当該施
設の建設費、償還元金及び償還利息の負担区分
志太広域事務組合規約の変更につ
議第37号
の変更に伴う組合規約の変更について、地方自
いて【政策企画課】
治法第286条第２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：平成29年４月１日。

賛成多数
可決

道路法第８条第１項の規定により認定するも
の。
開発行為による帰属に伴う認定 小土道東分譲
地一号線ほか５路線。

全会一致
可決

焼津市道路線の認定について
議第38号
【土木管理課】

専決処分事件の報告について（医
療行為に起因する損害賠償事件に
報第１号
地方自治法第180条第２項の規定による報告。
係る損害賠償の額の決定につい
て）【病院総務課】

了承

専決処分事件の報告について（建
報第２号 築物破損事故に起因する損害賠償 地方自治法第180条第２項の規定による報告。
事件について）【廃棄物対策課】

了承

焼154-102号

平成28年11月分例月出納検査報告
地方自治法第235条第３項の規定による報告。
書

了承

焼154-108号

平成28年12月分例月出納検査報告
地方自治法第235条第３項の規定による報告。
書

了承

焼154-109号

平成28年度定期監査（第２回）及
地方自治法第199条第９項の規定による報告。
び工事監査の結果について

了承
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焼154-116号

平成29年１月分例月出納検査報告
地方自治法第235条第３項の規定による報告。
書

了承

平成28年度定期監査（第３回）及
焼154-117号 び財政援助団体監査（第２回）の

地方自治法第199条第９項の規定による報告。

了承

結果について

議員提出による議案
議案番号

議案名

議案の内容

審議結果

発議案
第１号

議会人事構成により市民厚生委員会及び建設経
済委員会の定数を７人から６人に改める。ま
た、平成28年11月定例会で議決された「焼津市
焼津市議会委員会条例の一部を改 部設置条例の一部を改正する条例の制定」に伴
正する条例の制定について
い、常任委員会の所管する部の改正及び追加を
する。
施行期日：定数は公布の日。所管事務は平成29
年４月１日。

全会一致
原案可決

発議案
第２号

①海洋ごみの主要な発生源となっている河川に
ついては、国管理河川以外の河川管理者の厳し
い財政状況を考慮して、国による新たな発生源
対策を進めること。
②地域グリーンニューディール基金と同様の自
治体が機動的に活用できる海洋ごみ対策を進め
海洋ごみの処理推進を求める意見
ること。
書
③海洋プラスチックごみについては、国際社会
と連携してその発生抑制及び削減に努めるとと
もに、マイクロプラスチックを含む海洋ごみの
量・分布等の実態を把握するための調査をさら
に推進し、国民生活への影響を回避するための
研究を進めること。を求め意見書を提出する。

全会一致
原案可決

発議案
第３号

３月からニューヨークの国連本部で開催される
日本政府に核兵器禁止条約の交渉
交渉会議に参加し、核兵器禁止・廃絶を提起
会議に参加し、条約実現に真剣に
し、そのための条約実現に真剣に努力するよう
努力するよう求める意見書
強く求め意見書を提出する。

全会一致
原案可決

[請願事項]
（仮称）ミニボートピア焼津設置 （仮称）ミニボートピア焼津の設置について、
事業に関する請願
地元意見が整いましたので、市議会においても
御賛同いただけますよう請願します。

閉会中
継続審査

請願
請願
第１号
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