
＜当局提出議案＞

市長報告事件１件、教育委員会報告事件１件、監査委員報告事件２件で、合計28件。

12月17日、予算案件２件、市長報告事件１件、監査委員報告事件１件追加で、合計32件。

＜議員提出議案＞

当局提出による議案

議案番号 議案名　＊［　］内は担当部署 議案の内容 審議結果

認第23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
第４条第２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：出野勉氏（新任）

全会一致
同意

議第87号
令和元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３億5,239万7,000円の増
額補正。
９月補正後の事情変化により、歳出におい
ては、南部土地区画整理組合に対する補助
金、障害児通所給付費、就労継続給付費、
居宅介護給付費、放課後児童クラブ運営事
業費及び人事院勧告に伴う国の給与法の改
正による国に準じての人件費の増額を行
う。歳入においては、国庫支出金、県支出
金及び財政調整基金の取崩しなどの増額を
行う。また、債務負担行為及び地方債の補
正を行う。
補正後予算額 541億7,462万4,000円

賛成多数
原案可決

議第88号
令和元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】

基金積立金の増など歳入歳出それぞれ
1,478万7,000円の増額補正を行おうとする
もの
補正後予算額　４億2,498万7,000円

全会一致
原案可決

議第89号
令和元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】

医療給付費分納付金の減など歳入歳出それ
ぞれ3,383万7,000円の減額補正を行おうと
するもの
補正後予算額　137億1,586万3,000円

全会一致
原案可決

議第90号
令和元年度焼津市温泉事業特別会計補
正予算（第２号）案
【観光交流課】

職員の人事異動等による人件費の補正によ
り、歳入歳出それぞれ87万8,000円の増額
補正を行おうとするもの
補正後予算額　7,187万8,000円

全会一致
原案可決

議第91号
令和元年度焼津市駐車場事業特別会計
補正予算（第１号）案
【道路課】

一般会計繰出金の増など歳入歳出それぞれ
66万9,000円の増額補正を行おうとするも
の
補正後予算額　1,176万9,000円

全会一致
原案可決

令和元年11月焼津市議会定例会提出議案について 　　

人事案件１件、予算案件9件、条例案件11件、一般案件３件

　　　　　　　　　　　　　＊令和元年12月17日現在

意見書１件



議第92号
令和元年度焼津市介護保険事業特別会
計補正予算（第２号）案
【地域包括ケア推進課・介護保険課】

国県支出金等過年度分償還金の増など歳入
歳出それぞれ３億1,422万6,000円の増額補
正を行おうとするもの
補正後予算額　123億5,802万6,000円

全会一致
原案可決

議第93号
令和元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】

港湾施設管理事業費の増など歳入歳出それ
ぞれ5,361万6,000円の増額補正のほか、債
務負担行為の追加を行おうとするもの
補正後予算額　９億1,651円6,000円

全会一致
原案可決

議第94号
令和元年度焼津市病院事業会計補正予
算（第１号）案について
【企画経理課】

収益的収入及び支出において、がん治療注
射薬の使用量の増加による医業収益の１億
5,100万円の増額及び当該薬品購入による
材料費の増加に伴う医業費用１億3,600万
円の増額をするほか、当該薬品購入に伴
い、たな卸資産購入限度額を20億円に変更
しようとするもの

全会一致
原案可決

議第95号
令和元年度焼津市公共下水道事業会計
補正予算（第１号）案について
【下水道課】

平成30年度焼津市公共下水道事業特別会計
における未収金及び未払金の額が確定した
ことに伴う特例的収入291万2,000円の減額
及び特例的支出2,944万9,000円の減額のほ
か、国庫補助金の交付額の確定に伴い、収
益的収入のうち国庫補助金585万円の減
額、資本的収入のうち企業債4,690万円及
び国庫補助金5,951万円の減額並びに資本
的支出のうち委託料１億640万の減額等を
しようとするもの

全会一致
原案可決

議第96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
【政策企画課】

令和２年度からの第２期焼津未来創生総合
戦略の推進に向けた取組強化のため、総務
部、総合政策部及び財政部からなる管理部
門を再編し、政策企画及び財政を総合的に
所掌する行政経営部と総務部の２部体制に
するとともに、水産業を含めた市内産業の
さらなる成長に向けた施策の執行体制の強
化を図るため、水産部と経済産業部を経済
部に統合しようとするもの

賛成多数
原案可決

議第97号
焼津市地区集会所条例の一部を改正す
る条例の制定について
【総務課】

市が所有する地区集会所の焼津市さつき会
館を地元町内会に無償で譲渡するため、所
要の改正をしようとするもの

全会一致
原案可決

議第98号

地方公務員法及び地方自治法の一部を
改正する法律の施行に伴う関係条例の
整備に関する条例の制定について
【人事課】

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正
する法律の施行により、会計年度任用職員
制度が導入されることに伴い、関係条例に
おいて所要の改正をしようとするもの

全会一致
原案可決

議第99号
焼津市一般職の任期付職員の採用等に
関する条例の制定について
【人事課】

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正
する法律の施行により、非常勤職員の法的
位置付けが整理されたことを踏まえ、一般
職任期付職員の採用制度を整備するため、
その採用及び給与の特例に関し必要な事項
を定めようとするもの

全会一致
原案可決

議第100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】

国家公務員の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しようとするもの

賛成多数
原案可決



議第101号

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しようとするも
の

賛成多数
原案可決

議第102号
焼津市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】

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、市職員の給料表及び勤
勉手当の支給割合を改定するとともに、住
居手当の支給基準を改定しようとするもの

全会一致
原案可決

議第103号
焼津市会計年度任用職員の給与等に関
する条例の制定について
【人事課】

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正
する法律の施行により、会計年度任用職員
制度が導入されることに伴い、その給与等
に関し必要な事項を定めようとするもの

全会一致
原案可決

議第104号

焼津市市営住宅等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
【住宅・公共建築課】

市営住宅及び共同施設について、適切かつ
効率的な管理を図るため、その管理の全部
又は一部を静岡県住宅供給公社に行わせる
ことができるよう、公営住宅法第47条第１
項の規定に基づく管理の特例について定め
るほか、所要の改正をしようとするもの

全会一致
原案可決

議第105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】

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための関係法律の整備に関
する法律において、成年被後見人等に係る
欠格条項の見直しが行われたことを踏ま
え、下水道排水設備指定工事店の指定の基
準について所要の改正をしようとするもの

全会一致
原案可決

議第106号

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
を改定しようとするもの

賛成多数
原案可決

議第107号

令和元年度焼津市ターントクルこども
館建設工事（債務負担行為）（建築工
事）請負契約の締結について
【子育て支援課】

地方自治法第96条第１項第５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２条の規定によ
り、請負契約の締結について、議会の議決
を求めるもの

全会一致
可決

議第108号
財産の無償譲渡について
【総務課】

地方自治法第96条第１項第６号の規定によ
り、財産（焼津市さつき会館）を（地元町
内会に）無償で譲渡することについて、議
会の議決を求めるもの

全会一致
可決

議第109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、３路線
を認定しようとするもの
開発行為による帰属に伴う認定 五ケ堀道
南分譲地五号線ほか２路線

全会一致
可決



議第110号
令和元年度焼津市一般会計補正予算
（第６号）案
【関係課】

歳入歳出それぞれ 5,534万4,000円の増額
補正。
台風第19号による被害の復旧に伴うもの
で、歳出については、農林水産施設災害復
旧事業費 2,504万3,000円、うみえーる焼
津管理運営事業費1,962万2,000円の増額な
どを行い、歳入については、県支出金及び
財政調整基金の取崩しによる繰入金の増額
等を行う。
また、繰越明許費の設定及び地方債の追加
を行う。
補正後予算額 542億2,996万8,000円

全会一致
原案可決

議第111号
令和元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】

台風第19号による被害の復旧に係る港湾施
設災害復旧事業費の増により歳入歳出それ
ぞれ5,000万円の増額補正を行うほか、繰
越明許費の設定及び地方債の追加を行おう
とするもの
補正後予算額　９億6,651円6,000円

全会一致
原案可決

報第19号
専決処分事件の報告について（交通事
故に起因する損害賠償事件について）
【納税促進課】

地方自治法第180条第２項の規定による報
告

了承

報第20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111－155号

令和元年度焼津市教育委員会事業評価
報告書（平成30年度事業）
【教育委員会】

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第26条第１項の規定による報告

了承

焼154－87号

令和元年９月分例月出納検査結果の報
告
【監査委員】

地方自治法第235条の２第３項の規定によ
る報告

了承

焼154－92号

令和元年度定期監査及び財政援助団体
監査の結果について
【監査委員】

地方自治法第199条第９項の規定による報
告

了承

焼154－106号

令和元年10月分例月出納検査結果の報
告
【監査委員】

地方自治法第235条の２第３項の規定によ
る報告

了承

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９号

「地震防災対策強化地域における地震
対策緊急整備事業に係る国の財政上の
特別措置に関する法律」の延長に関す
る意見書

国に対して、地震対策緊急整備事業計画の
根拠となっている「地震防災対策強化地域
における地震対策緊急整備事業に係る国の
財政上の特別措置に関する法律」の延長を
強く求め意見書を提出する。

全会一致
原案可決




