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平成 25 年 11 月 26 日 

総務部管理課 

0548-23-0055 

平成 25 年第６回牧之原市議会 12 月定例会市長提出議案について 

 
 

 補正予算 ２件  条例制定 ３件  条例改正 ７件  規約改正 １件 

 人事案件 ４件  そ の 他 ９件  （合計   26 件） 

 

※ 説明欄の最後に議決日が記載されていない議案は、最終日（１９日）が議決日と

なります。（説明の最後に、議決日一覧表を再掲しましたのでご確認ください） 

 

■１２月３日提出議案 

議案第５１号 平成２５年度牧之原市一般会計補正予算（第４号） 

                               ＜財政課＞ 

平成２５年度第４回目の補正予算として編成するもので、緊急に財源措置をしなけ

ればならない予算について議決を求めるものです。 

補正の主な内容は、歳出では津波避難タワー１基（静波西保育園園舎を解体し、建

設する）の建設費用など、喫緊の課題に対応する経費を計上し、歳入については、事

業に係る国庫補助金などを計上しております。（金額については、査定後） 

【議決日：１２月１０日】

議案第５２号 平成２５年度牧之原市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

                            ＜高齢者福祉課＞ 

 今回の補正の主な内容は、一般管理費で産休代替えに伴う臨時職員の雇用、賦課徴

収費で還付及び還付加算金の増額で、歳入歳出ともに、５０万１千円を増額し、補正

後の予算総額を３６億２，７２４万５千円とするものです。（査定前のため、金額は

（案）です）                

【議決日：１２月１０日】

議案第５３号 監査委員の選任について 

                               ＜管理課＞ 

 平成２５年１１月１５日をもって任期満了となった監査委員(代表監査委員)に

ついて、地方自治法第１９６条に基づき、新たな委員の選任の同意を求めるものです。

【議決日：１２月３日】

議案第５４号、第５５号 教育委員会委員の任命について             

＜教育総務課＞ 

 平成２５年１１月１５日をもって任期満了となった２人の教育委員について、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条に基づき、新たな委員の任命の同意を求

めるものです。         

【議決日：１２月３日】



議案第５６号 副市長の選任について 

                           ＜管理課＞ 

平成２５年１１月１５日をもって任期満了となった副市長について、地方自治法第

１６２条の規定に基づき、新たな副市長の選任の同意を求めるものです。 

【議決日：１２月３日】

議案第５７号 牧之原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例                  ＜人事研修課＞ 

監査委員の識見を有する者の報酬について、改正するものです。 

 【議決日：１２月１０日】

議案第５８号 牧之原市緊急地震・津波対策基金条例の制定について 

                               ＜防災課＞ 

県内各市町が津波対策に緊急かつ重点的に取り組み、計画的に実施する必要のある

地震・津波事業に対し、県が各市町に対し交付金を交付することになり、当市へはＨ

２５～２７年度分として１億９千１００万円が交付されることになった。 

市では、Ｈ２５～２７年度の津波対策事業計画を策定し、県交付金を緊急地震・津

波対策基金に積立て計画的な運用を図るため、市基金条例を制定するものです。 

【議決日：１２月１０日】

議案第５９号 牧之原市地域の元気臨時交付金基金条例の制定について 

                              ＜企画課＞ 

平成２４年度の国の緊急経済対策により、地域経済の活性化と雇用の創出を図るこ

とを目的に、各自治体の追加公共投資負担額等に応じて、交付金が交付されることと

なりました。 

市には今年度中に２億１３７万５千円が交付される予定であり、うち７千万円を基

金に積立て、２６年度の事業に充当するため、市基金条例を制定するものです。 

【議決日：１２月１０日】

議案第６０号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約について 

                            ＜人事研修課＞ 

組合の構成団体である「小笠老人ホーム施設組合」が平成２６年度から脱退するこ

とから、組合規約の一部を変更するものです。 

議案第６１号 牧之原市部設置条例の一部を改正する条例 

                                ＜管理課＞ 

 平成２６年４月からの執務体制の改善に向けた機構改革に伴い、部の統合による部

名の変更について改正を行うものです。 

議案第６２号 牧之原市税条例の一部を改正する条例 

                              ＜税務課＞ 

平成２５年度税制改正に伴い、地方税法施行令及び同法施行規則について、金融所

得課税の一本化、個人住民税の年金特別徴収制度の見直しに係る部分に関する改正が

行われましたが、地方税法改正時（平成２５年３月３０日）に間に合わない部分につ

いては別途改正を行うとされていたので、所要の規定の整備を行うための改正を行う

ものです。 

 



議案第６３号 牧之原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

                           ＜国民健康保険課＞ 

地方税法の一部を改正する法律が平成２５年３月３０日に公布されたことに伴い、

地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令

が、平成２５年６月１２日にそれぞれ公布されました。これに伴い、所要の規定の整

備を行うための改正を行うものです。 

議案第６４号 牧之原市片浜駐車場条例の制定について 

                             ＜商工企業課＞ 

片浜の雇用促進住宅相良宿舎の駐車場（片浜９５９番地４）について管理、運営を

している一般財団法人ＳＫ総合住宅サービス協会が、土地の所有者である市との土地

賃貸借契約を解約し、駐車場の貸出し業務を取りやめることになったので、当該駐車

場を市営駐車場として継続利用するため、条例を制定するものです。 

（参考）入居数：８戸（平成２５年１０月３１日現在）。駐車場台数：１５台 

議案第６５号 指定管理者の指定について（牧之原市つくしの家） 

                             ＜社会福祉課＞ 

 指定期間の満期に伴い、牧之原市つくしの家の管理運営に関し、市指定管理者選定

委員会により審査及び選定した次の事業者を指定管理者として指定するため、議会の

議決を求めるものです。 

（指定管理者として提案する団体）  

 牧之原市相良２６２番地２０ 

 社会福祉法人 一羊会 理事長 栗林 均 

議案第６６号 指定管理者の指定について（牧之原市つくしホーム） 

                             ＜社会福祉課＞ 

 指定期間の満期に伴い、牧之原市つくしホームの管理運営に関し、市指定管理者選

定委員会により審査及び選定した次の事業者を指定管理者として指定するため、議会

の議決を求めるものです。 

（指定管理者として提案する団体）  

 牧之原市相良２６２番地２０ 

 社会福祉法人 一羊会 理事長 栗林 均 

議案第６７号 指定管理者の指定について（牧之原市こづつみ作業所） 

                             ＜社会福祉課＞ 

 指定期間の満期に伴い、牧之原市こづつみ作業所の管理運営に関し、市指定管理者

選定委員会により審査及び選定した次の事業者を指定管理者として指定するため、議

会の議決を求めるものです。 

（指定管理者として提案する団体）  

 牧之原市相良２６２番地２０ 

 社会福祉法人 一羊会 理事長 栗林 均 

 

 

 

 



議案第６８号 指定管理者の指定について（生きがいガーデンこにた） 

                            ＜高齢者福祉課＞ 

 指定期間の満期に伴い、生きがいガーデンこにたの管理運営に関し、市指定管理者

選定委員会により審査及び選定した次の事業者を指定管理者として指定するため、議

会の議決を求めるものです。 

（指定管理者として提案する団体）  

 牧之原市坂部２１５１番地２ 

 社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園 理事長 長沢道子 

議案第６９号 指定管理者の指定について（相良いきいきセンター） 

                            ＜高齢者福祉課＞ 

 指定期間の満期に伴い、相良いきいきセンターの管理運営に関し、市指定管理者選

定委員会により審査及び選定した次の事業者を指定管理者として指定するため、議会

の議決を求めるものです。 

（指定管理者として提案する団体）  

 牧之原市須々木１４０番地 

 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会 会長 鈴木 保 

議案第７０号 指定管理者の指定について（デイサービスセンターしずなみ） 

                            ＜高齢者福祉課＞ 

 指定期間の満期に伴い、デイサービスセンターしずなみの管理運営に関し、市指定

管理者選定委員会により審査及び選定した次の事業者を指定管理者として指定する

ため、議会の議決を求めるものです。 

（指定管理者として提案する団体）  

 牧之原市勝俣１２６５番地１ 

 有限会社 サークルツー 代表者 代表取締役 加藤 保  

議案第７１号 指定管理者の指定について（デイサービスセンターうたり） 

                            ＜高齢者福祉課＞ 

 指定期間の満期に伴い、デイサービスセンターうたりの管理運営に関し、市指定管

理者選定委員会により審査及び選定した次の事業者を指定管理者として指定するた

め、議会の議決を求めるものです。 

（指定管理者として提案する団体）  

 牧之原市須々木１４０番地 

 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会 会長 鈴木 保 

議案第７２号 財産の無償譲渡について（相良デイサービスセンター） 

                            ＜高齢者福祉課＞ 

相良デイサービスセンターの指定期間の満期に伴い、指定管理のあり方を見直した

結果、民間に譲渡することとしたので、譲渡先について議会の議決を求めるため市指

定管理者選定委員会により審査及び選定した次の団体を、譲渡先として提案するもの

です。 

（譲渡先として提案する団体）  

 牧之原市須々木１４０番地 

 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会 会長 鈴木 保 



議案第７３号 財産の無償譲渡について（地頭方デイサービスセンター） 

                            ＜高齢者福祉課＞ 

地頭方デイサービスセンターの指定期間の満期に伴い、指定管理のあり方を見直し

た結果、民間に譲渡することとしたので、譲渡先について議会の議決を求めるため、

市指定管理者選定委員会により審査及び選定した次の団体を、譲渡先として提案する

ものです。 

（譲渡先として提案する団体）  

 牧之原市静波７３番地５ 

 ハイナン農業協同組合 代表理事組合長 紅林 茂 

議案第７４号 牧之原市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 

                            ＜高齢者福祉課＞ 

 市の所有する４つのデイサービスセンターは現在、全て指定管理者が運営していま

すが、指定期間の満期に伴いあり方の見直しを行った結果「相良デイサービスセンタ

ー」と「地頭方デイサービスセンター」については民間に譲渡することとしたので、

年度末をもって市の所有する公の施設として廃止するための改正を行うものです。 

 

 

■１２月１０日提出予定議案（追加議案） 

議案第７５号 牧之原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

＜人事研修課＞ 

副市長の給与について、任期開始から平成２６年３月末日までの間の給与を１５％

減額し、６４万円のところを５４万４千円とする改正を行うものです。 

議案第７６号 牧之原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する

条例                           ＜人事研修課＞ 

 教育長の給与について、任期開始から平成２６年３月末日までの間の給与を１０％

減額し、５９万円のところを５３万１千円とする改正を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【議決日一覧表】 

議決日 議案番号 議  案  名 

12/3 に 

質疑 

討論 

採決 

第 53 号 監査委員の選任について 

第 54 号 教育委員会委員の任命について 

第 55 号 教育委員会委員の任命について 

第 56 号 副市長の選任について 

12/10 に 

質疑 

討論 

採決 

第 57 号 
牧之原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例 

第 58 号 牧之原市緊急地震・津波対策基金条例の制定について 

第 59 号 牧之原市地域の元気臨時交付金基金条例の制定について 

第 51 号 平成２５年度牧之原市一般会計補正予算（第４号） 

第 52 号 平成２５年度牧之原市介護保険特別会計補正予算（第２号）

※ 上記以外の議案（第 60 号～76 号）は、12/19 が議決日となります。 

 

 

 

議会日程  

１２月 ３日(火) 本会議 提案説明、総括質疑 

    １０日(火) 本会議 通告質疑－委員会付託、一部議案審議－討論－採決 

    １１日(水) 委員会 付託議案審査 

    １２日(木)・１３日(金) 本会議 一般質問 ＜予備日１６日(日)＞ 

    １９日(木) 本会議 委員長報告－審議－討論－採決 


