
- 1 -

令和元年 12月岡崎市議会定例会議案付託表

○総務企画委員会

第43号議案 「岡崎市総合政策指針の制定について」

第50号議案 「岡崎市附属機関設置条例の制定について」

第51号議案 「岡崎市職員の給与に関する条例等の一部改正について」

第52号議案 「岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について」

第53号議案 「岡崎市公契約条例の制定について」

第74号議案 「令和元年度岡崎市一般会計補正予算（第３号）」

第１条 歳入歳出予算の補正

（歳 入） 全款

（歳 出） １款 議会費

２款 総務費

１項 総務管理費（９目 支所費 を除く）

３項 徴税費

６項 統計調査費

７項 監査委員費

４款 衛生費

２項 衛生諸費

８款 土木費

５項 都市計画費

４目 下水道費

９款 消防費

１項 消防費

１目 常備消防費

12款 公債費

第４条 債務負担行為の補正

・市議会だよりの作成に要する経費

・個人番号カード利用環境設定支援に要する経費

・市政だよりの作成及び配布に要する経費

・行政情報サービスの利用に要する経費

・コンベンション施設の整備運営に要する経費

・消防署寝具の賃借に要する経費

・施設保守管理等に要する経費
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・市民税等資料処理に要する経費

第５条 地方債の補正

第76号議案 「令和元年度岡崎市阿知和地区工業団地造成事業特別会計補正予算（第２

号）」
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○福祉病院委員会

第47号議案 「財産の減額譲渡について」

第56号議案 「岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」

第57号議案 「岡崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の全部改正につい

て」

第58号議案 「岡崎市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例の制定について」

第59号議案 「岡崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例の制定について」

第60号議案 「岡崎市養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに軽費老人ホームの

設備及び運営の基準に関する条例の全部改正について」

第61号議案 「岡崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の制定について」

第62号議案 「岡崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の全

部改正について」

第63号議案 「岡崎市保育所条例の一部改正について」

第64号議案 「岡崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の全部改正につ

いて」

第65号議案 「岡崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基

準に関する条例の全部改正について」

第66号議案 「岡崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の全部改正

について」

第67号議案 「岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す

る条例の全部改正について」

第72号議案 「岡崎市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について」

第74号議案 「令和元年度岡崎市一般会計補正予算（第３号）」

第１条 歳入歳出予算の補正

（歳 出） ３款 民生費

４款 衛生費

１項 保健衛生費

第４条 債務負担行為の補正

・ねたきり高齢者寝具貸与に要する経費

・公立保育園給食牛乳の購入及び配達に要する経費

・児童育成センターの運営に要する経費
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・がん等検診に要する経費

・墓園管理料納入通知書等印字封入封緘に要する経費

第78号議案 「令和元年度岡崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）」

第79号議案 「令和元年度岡崎市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」

第80号議案 「令和元年度岡崎市介護保険特別会計補正予算（第３号）」

第81号議案 「令和元年度岡崎市額田北部診療所特別会計補正予算（第１号）」

第82号議案 「令和元年度岡崎市こども発達医療センター特別会計補正予算（第１号）」

第83号議案 「令和元年度岡崎市病院事業会計補正予算（第１号）」
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○文教生活委員会

第44号議案 「工事請負の契約について（岡崎市せきれいホール内部改修工事）」

第45号議案 「工事請負の契約について（岡崎市せきれいホール電気設備改修工事）」

第46号議案 「損害賠償の額を定めることについて」

第49号議案 「工事請負の契約について（岡崎市総合学習センター多目的ホール棟増築工

事）」

第54号議案 「岡崎市せきれいホール条例の一部改正について」

第55号議案 「岡崎市市民センター条例の制定について」

第68号議案 「岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について」

第74号議案 「令和元年度岡崎市一般会計補正予算（第３号）」

第１条 歳入歳出予算の補正

（歳 出） ２款 総務費

１項 総務管理費

９目 支所費

２項 総務諸費

４項 戸籍住民基本台帳費

４款 衛生費

３項 環境費

４項 清掃費

８款 土木費

２項 交通安全対策費

９款 消防費

１項 消防費

４目 災害対策費

10款 教育費

第３条 繰越明許費

４款 衛生費

10款 教育費

第４条 債務負担行為の補正

・街頭防犯カメラの賃借に要する経費

・せきれいホールグランドピアノの購入に要する経費

・個人番号カード発行窓口案内に要する経費

・大気汚染物質調査に要する経費

・河川等水質調査に要する経費
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・自転車等保管所の運営に要する経費

・小学校通学バス運行（額田地域）に要する経費

・学校行事バスの賃借に要する経費

・外国語指導支援に要する経費

・図書館レファレンスサービス提供に要する経費

・児童読書活動支援に要する経費

・美術博物館展覧会に要する経費

・地域文化広場展覧会に要する経費
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○経済建設委員会

第48号議案 「公の施設に係る指定管理者の指定について」

第69号議案 「岡崎市都市公園条例の一部改正について」

第70号議案 「岡崎市道路の占用に関する条例等の一部改正について」

第71号議案 「岡崎市市営住宅条例及び岡崎市特定公共賃貸住宅条例の一部改正につい

て」

第73号議案 「岡崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正につい

て」

第74号議案 「令和元年度岡崎市一般会計補正予算（第３号）」

第１条 歳入歳出予算の補正

（歳 出） ５款 労働費

６款 農林業費

７款 商工費

８款 土木費（２項 交通安全対策費

５項 都市計画費

４目 下水道費 を除く）

第２条 継続費の補正

第３条 繰越明許費

８款 土木費

第４条 債務負担行為の補正

・旅行商品の企画運営に要する経費

・建築確認等データ入力に要する経費

・道路整備事業に要する経費

・東岡崎駅ペデストリアンデッキ昇降機保守管理に要する経費

・明大寺交通広場等清掃に要する経費

・中央緑道等整備に要する経費

・東公園花菖蒲まつりの実施に要する経費

・桜城橋橋上広場イベントの実施に要する経費

第75号議案 「令和元年度岡崎市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）」

第77号議案 「令和元年度岡崎市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」

第84号議案 「令和元年度岡崎市水道事業会計補正予算（第１号）」

第85号議案 「令和元年度岡崎市下水道事業会計補正予算（第１号）」
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令和元年12月岡崎市議会定例会委員会開催日程表

委 員 会 名 開 催 日 時 場 所

総 務 企 画 12月12日（木） 午前９時30分

議会大会議室

経 済 建 設 12月12日（木） 午後１時15分

文 教 生 活 12月13日（金） 午前９時30分

福 祉 病 院 12月13日（金） 午後１時15分

１ 議案の審査

２ 請願・陳情の審査

委 員 会 名 開 催 日 時 場 所

議 会 運 営 12月18日（水） 午前10時 議会大会議室

最終日の議会運営について


