
平成31年３月25日現在

＜当局等提出議案＞

承認案件１件、人事案件２件、予算案件20件、条例案件34件、一般案件１件、市長報告事件２件、

監査委員報告事件３件で、合計63件。

３月25日に人事案件１件、予算案件３件、条例案件１件、監査委員報告事件２件あり。結果、合計70件。

＜議員提出議案＞

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１号
専決処分事件の報告及び承認につい
て（損害賠償の額の決定について）
【病院総務課】

焼津市立総合病院での医療行為に係る損害賠償
請求事件に関し、原告と和解するため損害賠償
の額を決定することについて、緊急を要し、市
議会を招集する時間的余裕がなく、これを地方
自治法第179条第１項の規定により専決処分と
したため、同条第３項の規定により、議会に報
告し、承認を求める。
１　損害賠償の額　1,500,000円
２　専決処分日　平成30年12月25日

全会一致
承認

認第２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　下山晃司(しもやまこうじ)氏（再任）

全会一致
同意

認第３号
焼津市監査委員の選任について
【人事課】

地方自治法第196条第１項の規定により、議会
の同意を求める。
議会選出　松島和久(まつしまかずひさ)議員

賛成多数
同意

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　福與直己(ふくよなおみ)氏（新任）

全会一致
同意

議第１号
平成31年度焼津市一般会計予算案
【関係課】

予算総額527億7,000万円。
平成30年度からスタートした「焼津未来共創プ
ラン2018（第６次焼津市総合計画基本計画）」
を具現化するための21施策を積極的に推進。

賛成多数
原案可決

議第２号
平成31年度焼津市し尿処理事業特別
会計予算案【廃棄物対策課】

当初予算額　４億1,020万円
全会一致
原案可決

議第３号
平成31年度焼津市土地取得事業特別
会計予算案【資産経営課】

当初予算額　４億3,400万円
全会一致
原案可決

議第４号
平成31年度焼津市国民健康保険事業
特別会計予算案
【保険年金課・健康づくり推進課】

当初予算額　137億4,970万円
賛成多数
原案可決

議第５号
平成31年度焼津市温泉事業特別会計
予算案【観光交流課】

当初予算額　5,500万円
全会一致
原案可決

議第６号
平成31年度焼津市駐車場事業特別会
計予算案【道路課】

当初予算額　1,110万円
全会一致
原案可決
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議第７号
平成31年度焼津市介護保険事業特別
会計予算案
【地域包括ケア推進課・介護保険課】

当初予算額　120億4,380万円
賛成多数
原案可決

議第８号
平成31年度焼津市後期高齢者医療事
業特別会計予算案【保険年金課】

当初予算額　16億7,350万円
賛成多数
原案可決

議第９号
平成31年度焼津市港湾事業特別会計
予算案【大井川港管理事務所】

当初予算額　８億6,290万円
全会一致
原案可決

収益的収入　 24億1,619万２千円
収益的支出　 21億4,594万９千円

資本的収入　 ３億4,110万３千円
資本的支出　 17億1,185万１千円

収益的収入　133億9,549万７千円
収益的支出　135億5,536万９千円

資本的収入　 11億2,494万１千円
資本的支出　 14億1,458万８千円

収益的収入　 19億7,191万８千円
収益的支出　 19億4,500万５千円

資本的収入　 18億4,875万８千円
資本的支出　 25億8,302万円

議第13号
平成30年度焼津市一般会計補正予算
（第８号）案【関係課】

歳入歳出それぞれ６億4,664万５千円の減額補
正。歳出予算において、経営体育成支援事業、
南部土地区画整理事業及び若者世帯定住支援奨
励金事業の実施に必要な経費を追加し、産業立
地促進事業助成費に係る経費は実績に合わせ減
額。歳入においては、基金とりくずしの減額及
び不動産売払収入の増額などの補正を行う。
また、繰越明許費の追加並びに地方債の追加及
び変更を行う。
補正後予算額521億1,907万５千円。

全会一致
原案可決

議第14号
平成30年度焼津市し尿処理事業特別
会計補正予算（第３号）案
【廃棄物対策課】

汲取手数料の増に伴い、歳入歳出それぞれ221
万７千円の増額補正。
補正後予算額４億3,420万８千円。

全会一致
原案可決

議第15号
平成30年度焼津市土地取得事業特別
会計補正予算（第１号）案
【資産経営課】

本年度の事業費確定などに伴い、歳入歳出それ
ぞれ１億6,140万７千円の減額補正。
補正後予算額２億6,519万３千円。

全会一致
原案可決

議第16号
平成30年度焼津市国民健康保険事業
特別会計補正予算（第５号）案
【保険年金課】

繰入金の減に伴い、歳入歳出それぞれ1,108万
８千円の減額補正。
補正後予算額151億3,427万７千円。

賛成多数
原案可決

全会一致
原案可決

議第12号
平成31年度焼津市公共下水道事業会
計予算案【下水道課】

平成31年度焼津市水道事業会計予算
案【水道総務課】

議第10号

議第11号
平成31年度焼津市病院事業会計予算
案【企画経理課】

賛成多数
原案可決

賛成多数
原案可決
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議第17号
平成30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】

起債対象下水道整備事業費の減などに伴う歳入
歳出それぞれ１億926万１千円の減額補正のほ
か、繰越明許費の設定及び地方債の変更。
補正後予算額26億7,927万円。

全会一致
原案可決

議第18号
平成30年度焼津市介護保険事業特別
会計補正予算（第３号）案
【地域包括ケア推進課・介護保険課】

国庫補助金の増などに伴い、歳入歳出それぞれ
2,158万２千円の増額補正。
補正後予算額121億840万８千円。

賛成多数
原案可決

議第19号
平成30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】

広域連合納付金の増に伴い、歳入歳出それぞれ
407万６千円の増額補正。
補正後予算額16億5,947万６千円。

全会一致
原案可決

議第20号
平成30年度焼津市港湾事業特別会計
補正予算（第７号）案
【大井川港管理事務所】

基金積立金の増に伴い、歳入歳出それぞれ277
万９千円の増額補正のほか、繰越明許費の設定
及び地方債の変更。
補正後予算額11億350万１千円。

全会一致
原案可決

議第21号

焼津市議会議員及び焼津市長の選挙
における選挙運動用自動車の使用等
の公費負担に関する条例の一部を改
正する条例の制定について
【選挙管理委員会事務局】

公職選挙法の改正により、地方公共団体の長の
選挙のみ頒布することができることとされてい
た選挙運動用ビラについて、議員の選挙におい
ても頒布することができるようになったことに
伴い、市議会議員の選挙におけるビラの作成費
用について公費負担を行おうとするもの。
施行期日は公布の日。

全会一致
原案可決

議第22号
焼津市職員の自己啓発等休業に関す
る条例の一部を改正する条例の制定
について【人事課】

学校教育法の改正に伴い、条例中に引用してい
る同法の条項を整理しようとするもの。
施行期日は平成31年４月１日。

全会一致
原案可決

議第23号
焼津市森林環境基本条例の制定につ
いて【農政課】

森林の適正な管理等を図る森林経営管理法が平
成31年４月１日から施行され、森林整備や木材
利用の促進及び普及啓発等の取組の財源とし
て、市に対し森林環境譲与税（仮称）が譲与さ
れることに伴い、基金を設置しようとするも
の。
施行期日は平成31年４月１日。

全会一致
原案可決

議第24号
焼津市手数料条例の一部を改正する
条例の制定について【建築指導課】

建築基準法の改正により、新たに市が行うこと
となる事務に係る手数料の額を定めるなど所要
の改正をしようとするもの。
施行期日は建築基準法の一部を改正する法律第
２条の施行の日。

全会一致
原案可決

議第25号
焼津市立学校施設使用料条例の一部
を改正する条例の制定について
【スポーツ課】

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本
的な改革を行うための消費税法の一部を改正す
る等の法律等の一部を改正する法律の施行によ
り、平成31年10月１日から消費税率が10パーセ
ントに引き上げられることに伴い、学校施設の
使用料を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決
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議第26号
焼津市文化会館条例の一部を改正す
る条例の制定について
【文化・交流課】

消費税率の引上げに伴う施設、附属設備及び備
品の使用料の改定のほか、備品の追加及び廃止
に伴う使用料の規定の追加及び削除をしようと
するもの。
改正内容（1）施設、附属設備及び備品使用料
の改正、（2）備品使用料の規定の追加及び削
除
施行期日は（1）に係るもの平成31年10月１
日。（2）に係るもの平成31年４月１日。

賛成多数
原案可決

議第27号
焼津市公民館条例の一部を改正する
条例の制定について
【社会教育課】

消費税率の引上げに伴い、公民館の施設、備品
及び冷暖房の使用料を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第28号
焼津市体育館条例の一部を改正する
条例の制定について
【スポーツ課】

消費税率の引上げ等に伴い、体育館の施設及び
備品の使用料を改定しようとするもの。
改正内容（1）体育館附属設備の使用料の算定
において消費税率分を転嫁、（2）消費税率の
引上げ関係。
施行期日は（1）に係るもの平成31年４月1日。
（2）に係るもの平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第29号
焼津市総合グラウンド条例の一部を
改正する条例の制定について
【スポーツ課】

消費税率の引上げに伴い、総合グラウンドの施
設及び備品の使用料を改定しようとするもの。
改正内容（1）野球場、陸上競技場、テニス場
及び総合体育館の施設の現行使用料に消費税率
の引上げ分を転嫁、（2）野球場、陸上競技場
及び総合体育館の附属設備の使用料算定におい
て乗じる消費税率の改定。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第30号
焼津市スポーツ広場条例の一部を改
正する条例の制定について
【スポーツ課】

消費税率の引上げに伴い、スポーツ広場の設備
使用料を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第31号
焼津市漁船員テニス場条例の一部を
改正する条例の制定について
【スポーツ課】

消費税率の引上げに伴い、漁船員テニス場の施
設及び設備の使用料を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第32号
焼津市総合福祉会館条例の一部を改
正する条例の制定について
【地域福祉課】

消費税率の引上げに伴い、総合福祉会館の施設
及び設備の使用料を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第33号
焼津市大井川福祉センター条例の一
部を改正する条例の制定について
【地域福祉課】

消費税率の引上げに伴い、大井川福祉センター
の施設使用料を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第34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
例の一部を改正する条例の制定につ
いて【子育て支援課】

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準及び学校教育法の改正に伴い、放課後児
童支援員の資格要件を明確化するなど所要の改
正をしようとするもの。
改正内容(1)資格要件の明確化、(2)資格要件の
追加、(3)資格要件の拡大。
施行期日は平成31年４月１日。

全会一致
原案可決
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議第35号
焼津市廃棄物の処理及び清掃に関す
る条例の一部を改正する条例の制定
について【廃棄物対策課】

消費税率の引上げに伴い、一般廃棄物処理手数
料を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第36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】

地方税法施行令の改正に伴う国民健康保険税の
課税限度額の改正及び厚生労働省通知に基づく
減免の特例の見直しをしようとするもの。
施行期日は平成31年４月１日。

賛成多数
原案可決

議第37号
焼津市勤労会館条例の一部を改正す
る条例の制定について
【商業・産業政策課】

消費税率の引上げに伴い、サンライフ焼津の施
設及び附帯設備の利用料金を改定しようとする
もの。
施行期日は平成31年10月1日。

賛成多数
原案可決

議第38号
焼津市大井川商工業研修センター条
例の一部を改正する条例の制定につ
いて【商業・産業政策課】

消費税率の引上げに伴い、大井川商工業研修セ
ンターの施設使用料を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第39号
焼津市温泉条例の一部を改正する条
例の制定について【観光交流課】

消費税率の引上げに伴い、加入分担金及び温泉
使用料を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第40号
焼津市道路占用料徴収条例の一部を
改正する条例の制定について
【土木管理課】

消費税率の引上げに伴う道路占用料の改定及び
電気事業法の改正に伴う条例中に引用している
同法の条項の整理をしようとするもの。
改正内容(1)消費税率に引上げ関係、(2)電気事
業法の改正関係。
施行期日は(1)に係るもの平成31年10月1日。
(2)に係るもの公布の日。

全会一致
原案可決

議第41号
焼津市都市公園条例の一部を改正す
る条例の制定について
【公園・地籍課】

消費税率の引上げ等に伴い、都市公園の施設使
用料を改定しようとするもの。
改正内容(1)公園施設以外の物件又は施設を設
けて公園を占用する場合において、期間が１月
未満のときの使用料に消費税率分を転嫁、(2)
消費税率の引上げ関係。
施行期日は(1)に係るもの平成31年４月１日。
(2)に係るもの平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第42号
焼津市大井川河川敷運動公園管理条
例の一部を改正する条例の制定につ
いて【スポーツ課】

消費税率の引上げ等に伴い、大井川河川敷運動
公園の施設、附属設備及び器具の使用料を改定
しようとするもの。
改正内容(1)附属設備及び器具の使用料の算定
において消費税率分を転嫁、(2)消費税率の引
上げ関係。
施行期日は(1)に係るもの平成31年４月１日。
(2)に係るもの平成31年10月1日。

賛成多数
原案可決

議第43号
焼津市駅前広場条例の一部を改正す
る条例の制定について
【都市デザイン課】

消費税率の引上げに伴い、駅前広場の営業用タ
クシー駐車場及び乗合自動車停車場の占用料を
改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月1日。

賛成多数
原案可決

議第44号
焼津市駐車場条例の一部を改正する
条例の制定について【道路課】

消費税率の引上げに伴う駐車料金の改定及び駐
車料金の上限額の設定をしようとするもの。
改正内容(1)時間制駐車料金の上限額の設定、
(2)消費税率の引上げ関係。
施行期日は(1)に係るもの平成31年４月１日。
(2)に係るもの平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決
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議第45号
焼津市自転車駐車場条例の一部を改
正する条例の制定について
【道路課】

消費税率の引上げに伴い、自転車駐車場の駐車
料金を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第46号
焼津市下水道条例の一部を改正する
条例の制定について【下水道課】

消費税率の引上げに伴い、条例中において消費
税率を乗じて算定する規定となっている使用料
に係る消費税率を改正しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第47号
焼津市下水処理場の設置及び管理に
関する条例の一部を改正する条例の
制定について【廃棄物対策課】

消費税率の引上げに伴い、下水処理場の使用料
を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第48号
焼津市普通河川条例の一部を改正す
る条例の制定について
【土木管理課】

消費税率の引上げに伴い、普通河川に係る流水
占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河
川産出物採取料を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

全会一致
原案可決

議第49号
焼津市港湾管理条例の一部を改正す
る条例の制定について
【大井川港管理事務所】

消費税率の引上げに伴い、大井川港の港湾施設
の使用料及び利用料を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第50号

港湾法第37条第４項の規定による占
用料等の徴収に関する条例の一部を
改正する条例の制定について
【大井川港管理事務所】

消費税率の引上げに伴い、大井川港の港湾区域
内水域等に係る土砂採取料を改定しようとする
もの。
施行期日は平成31年10月１日。

全会一致
原案可決

議第51号
大井川港コミュニティ防災センター
条例の一部を改正する条例の制定に
ついて【大井川港管理事務所】

消費税率の引上げに伴い、大井川港コミュニ
ティ防災センターの施設使用料を改定しようと
するもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第52号
焼津市水道事業給水条例の一部を改
正する条例の制定について
【水道総務課】

消費税率の引上げに伴い、水道料金を改定しよ
うとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第53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】

消費税率の引上げに伴い、市立総合病院の使用
料及び手数料を改定しようとするもの。
施行期日は平成31年10月１日。

賛成多数
原案可決

議第54号
焼津市消防団条例の一部を改正する
条例の制定について【地域防災課】

消防団に機能別消防団員制度を導入するととも
に、機能別消防隊の運用に係る事項を定めるな
ど所要の改正をしようとするもの。
改正内容(1)消防団員の種類について、(2)機能
別消防団の任命について、(3)機能別団員の報
酬について。
施行期日は平成31年４月１日。

全会一致
原案可決

議第55号
静岡地方税滞納整理機構規約の変更
について【課税課】

地方税法の改正に伴う静岡地方税滞納整理機構
の処理する事務に係る規約の変更について、地
方自治法第291条の３第１項の規定により協議
するため、同法第291条の11の規定により議会
の議決を求めるもの。

全会一致
可決
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議第56号
平成30年度焼津市一般会計補正予算
（第９号）案【関係課】

歳入歳出それぞれ５億496万１千円の増額補
正。今回の補正予算は、「防災・減災、国土強
靭化」及び「喫緊の課題」に向けた施策などに
対応するための国の補正予算に伴い、歳入につ
いては、国庫支出金、県支出金、市債などの増
額。歳出については、早期の事業着手を図るた
め、緊急風しん抗体検査事業費、県費補助地籍
調査事業費、会下ノ島石津土地区画整理事業費
の増額。このほか、繰越明許費及び地方債の追
加を行う。
補正後予算額526億2,403万６千円。

全会一致
原案可決

議第57号
平成30年度焼津市港湾事業特別会計
補正予算（第８号）案
【大井川港管理事務所】

一般会計予算と同様に、国の補正予算に伴い、
海岸保全施設整備事業費の増額など、歳入歳出
それぞれ３億５千万円の増額補正のほか、繰越
明許費及び地方債の追加を行う。
補正後予算額14億5,350万１千円。

全会一致
原案可決

議第58号
平成31年度焼津市一般会計補正予算
（第１号）案【関係課】

平成30年度焼津市一般会計補正予算（第９号）
案に前倒し計上した県費補助地籍調査事業費、
会下ノ島石津土地区画整理事業費を減額すると
ともに、風しん追加的対策事業費、潮風グリー
ンウォーク整備事業費を増額するもので、歳入
歳出それぞれ１億9,375万９千円の減額補正の
ほか、地方債の追加及び変更を行う。
補正後予算額525億7,624万１千円。

全会一致
原案可決

議第59号
焼津市国民健康保険税条例の一部を
改正する条例の一部を改正する条例
の制定について【保険年金課】

地方税法施行令の改正に伴う国民健康保険税の
基礎課税額に係る課税限度額改正について、保
険税の減額においても適応しようとするもの。
施行期日は公布の日。

賛成多数
原案可決

報第１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
因する損害賠償事件について）
【土木管理課】

地方自治法第180条第２項の規定による報告 了承

報第２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
因する損害賠償事件について）
【土木管理課】

地方自治法第180条第２項の規定による報告 了承

焼154-104号 平成30年11月分例月出納検査報告書
地方自治法第235条の２第３項の規定による報
告。

了承

焼154-107号 平成30年12月分例月出納検査報告書
地方自治法第235条の２第３項の規定による報
告。

了承

焼154-108号
平成30年度定期監査及び工事監査の
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154-114号 平成31年１月分例月出納検査報告書
地方自治法第235条の２第３項の規定による報
告。

了承

焼154-116号
平成30年度定期監査及び財政援助団
体等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
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動議

議第１号
平成31年度焼津市一般会計予算
（案）に対する修正案

庁舎建設費を０円とするため、予算総額を減額
する。

賛成少数
否決

請願

請願
第１号

国民健康保険税の引き下げを求める
請願

[請願事項]
一、国保税の引き下げを求めます。
一、多子世帯のために「子どもの均等割の軽
減」を導入してください。

閉会中
継続審査

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

焼津市議会委員会条例の一部を改正
する条例の制定について

議会人事構成により各常任委員会の定数を改
め、常任委員会の名称を「市民厚生委員会」か
ら「市民福祉委員会」に、あわせて各常任委員
会の所管を一部変更。

全会一致
原案可決

発議案
第２号

幼児教育・保育無償化に係る国庫負
担の拡充等を求める意見書

幼児教育・保育の無償化にあたって必要となる
財源については、今後も地方と協議を続け、全
額国の責任において確保することなどを求め意
見書を提出する。

全会一致
原案可決

発議案
第３号

放課後児童クラブの質の確保を求め
る意見書

放課後児童クラブにおいて、放課後児童支援員
が適正に配置されるよう、放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する基準策定時の趣旨
を十分に踏まえ、原則40人の児童に対して２人
以上の職員を配置するとした全国的な一定水準
の質を確保する取り組みを進めるよう強く要請
し意見書を提出する。

全会一致
原案可決
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