
 

資料提供 令和２年２月１３日（木）１５時００分～ 

場所 津市政記者室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

【予算以外に関すること】 

総務部 総務課 

（電話０５９－２２９－３２７５） 

総務課長 

福田 政一 

【予算に関すること】 

政策財務部 財政課 

（電話０５９－２２９－３１２４） 

財政課長 

長脇 弘幸 

 
令和２年第１回津市議会定例会提出予定議案について 

 

 別紙のとおり 

 



 

１ 

令和２年第１回 

津市議会定例会提出予定議案 
《 議 案 一 覧 》 

 

【承 認】 

○承認第１号 専決処分の承認について 

 《政策財務部》 

  令和元年度津市一般会計補正予算（第８号）（令和２年１月２３日専決処分） 

 ・補  正  額                     ９，５９０千円 

・補正後の予算額               １１５，４１９，９２８千円 

・補 正 の 内 容 

   道路橋りょう災害復旧事業               １，６００千円 

   河川災害復旧事業                   ７，９９０千円 

 ・繰越明許費（変更） 

   道路橋りょう災害復旧事業    変更前        ４，２５２千円 

                   変更後        ９，４７２千円 

   河川災害復旧事業        変更前       １０，８０２千円 

                   変更後       １８，７９２千円 

 ・地方債（変更） 

   公共土木施設災害復旧事業    変更前       １７，８００千円 

                  変更後       ２０，８００千円 

 

○承認第２号 専決処分の承認について 

《建設部》 

 ・控訴の提起について（令和２年１月２９日専決処分） 

  ・第１審事件名 津地方裁判所平成３０年（ワ）第３３０号請負報酬請求事件 

  ・控訴の要旨 津地方裁判所が令和２年１月１６日に言い渡した原告に対する２

３，４７９，２８９円の支払などの判決について、被控訴人の請求

の棄却などを求める。 

  



 

２ 

○承認第３号 専決処分の承認について 

 《政策財務部》 

  令和元年度津市一般会計補正予算（第９号）（令和２年１月２９日専決処分） 

 ・補  正  額                    １７，１４８千円 

・補正後の予算額               １１５，４３７，０７６千円 

・補 正 の 内 容 

   土木管理事業                    １７，１４８千円 

 

【報 告】 

○報告第１号 専決処分の報告について 

《建設部》 

・訴訟の提起について（令和２年１月３１日専決処分） 

市営住宅に係る明渡し等請求の訴え 

    請求の要旨 賃借人に対し市営住宅の明渡し並びに賃借人及び連帯保証人に対

し連帯して滞納家賃５９０，０１３円などの支払を求める。 

 

○報告第２号 専決処分の報告について 

《建設部》 

・訴え提起前の和解について（令和２年１月２１日専決処分） 

市営住宅に係る家賃支払請求についての和解 

    賃借人等から滞納家賃７０９，６００円を分割して支払う旨の申出があったた 

め、訴え提起前の和解について津簡易裁判所に申立てを行い、和解を成立させる。 

 

○報告第３号 専決処分の報告について 

《建設部》 

・訴訟上の和解について（令和２年１月２１日専決処分） 

   津地方裁判所平成３０年（ワ）第５２２号住宅新築資金貸付金等弁済請求反訴事 

   件 

    和解の要旨 反訴被告は、津市に対し、元金４，８７９，１８２円などの支払

義務があることを認め、償還金を一括して支払う。 

 

  



 

３ 

○報告第４号 専決処分の報告について 

《建設部》 

・調停に代わる決定について（令和２年１月７日専決処分） 

   津地方裁判所令和元年（ノ）第２号建物明渡等請求調停事件 

    調停の要旨 相手方らは、津市に対し、連帯して、滞納家賃８２，９９４円の

支払義務があることを認め、相手方ら及び利害関係人は、滞納家賃

を連帯して、分割して支払う。 

 

○報告第５号 専決処分の報告について 

《健康福祉部》 

・損害賠償の額の決定について（令和元年１２月２７日専決処分） 

   交通事故によるもの 

損害賠償の額 １５７，１０２円 

 

○報告第６号 専決処分の報告について 

《商工観光部》 

・損害賠償の額の決定について（令和２年１月２１日専決処分） 

   施設管理の瑕疵によるもの 

損害賠償の額 ４１８，１５４円 

 

○報告第７号 専決処分の報告について 

《消防本部》 

・損害賠償の額の決定について（令和２年１月３１日専決処分） 

   交通事故によるもの 

損害賠償の額 ２８１，４９０円 

 

○報告第８号 専決処分の報告について 

《スポーツ文化振興部》 

・工事請負契約の一部の変更について（令和２年１月２０日専決処分） 

平成２９年度営文振補継第５２号 （仮称）津市久居ホール建築工事 

 契約金額 変更前 ３，３８６，２９６，８００円 

変更後 ３，４０３，７７１，４００円 

  



 

４ 

【議 案】 

○議案第１号 津市上下水道事業経営審議会条例の制定について 

（令和２年４月１日から施行）《上下水道事業管理室》 

  上下水道事業等の基本計画の策定及び推進に関すること、水道料金及び下水道使用

料に関すること、その他水道事業及び下水道事業の経営戦略に関することなどを調査

審議し、市長に意見を述べる附属機関として津市上下水道事業経営審議会を設置する

ため必要な事項を定める。 

 ・組織 委員１５人以内 

 ・任期 ３年（補欠による委員の任期は、前任者の残任期間） 

 ・その他必要な事項について定める。 

 

○議案第２号 津市職員定数条例の一部の改正について 

（令和２年４月１日から施行）《総務部》 

  津市立芸濃こども園の設置等に伴い、職員定数の改正を行う。 

   市長の事務部局の職員     １，５６１人 → １，５７３人 

   教育委員会の事務部局等の職員   ３７１人 →   ３５９人 

 

○議案第３号 津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例の一部の改正について（令和２年４月１日から施行）《総務部》 

  地方公務員法が改正され、会計年度任用職員制度が導入されることから、給料を支 

給されることとなるフルタイム会計年度任用職員の補償基礎額に係る規定を追加する。 

・給料を支給される職員の補償基礎額は、地方公務員災害補償法に規定する平均給与

額の例により実施機関が市長と協議して定める額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 

○議案第４号 津市手数料徴収条例の一部の改正について 

（公布の日から施行）《都市計画部》 

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省令及び建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に

関する建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素

化の促進のために誘導すべき基準を定める告示が改正され、建築物エネルギー消費性

能の簡易な評価方法が追加されたことから、認定等の事務に係る手数料の算出方法を

改正する。 

 ・低炭素建築物新築等計画の認定及び変更認定の手数料 

 ・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び変更認定の手数料 

 ・建築物エネルギー消費性能に係る認定の手数料 

 

○議案第５号 津リージョンプラザの設置及び管理に関する条例の一部の

改正について（令和３年４月１日から施行）《スポーツ文化振興部》 

  津リージョンプラザに会議施設を新たに設置し、住民の利用に供するため所要の改

正を行う。 

 ・第７会議室の設置及び使用料の設定 

 ・第７会議室の使用に係る手続を規定（令和２年６月１日から施行） 

  

○議案第６号 津市会館の設置及び管理に関する条例の一部の改正につい

て（令和２年７月１日から施行）《市民部》 

  津市新町会館を移転するため所要の改正を行う。 

 ・位置 津市八町二丁目５番１６号 → 津市新町三丁目４番２３号 

 ・和室、実習室、研修室１、研修室２、学習室及びキッズルームの設置並びに使用料

の設定 

 ・津市新町会館の使用に係る手続を規定（令和２年５月１日から施行） 

 ・その他所要の改正 

 

 

 

 

 

 



 

６ 

○議案第７号 津市サンヒルズ安濃の設置及び管理に関する条例の一部の

改正について（令和２年４月１日から施行）《安濃総合支所》 

  安濃地域の公共施設の再編に当たり、使用者の利便性の向上を図るため使用区分等

を見直すとともに、安濃子育て支援センター等を移転するため所要の改正を行う。 

 ・津市安濃保健センターの一部、津市安濃福祉センター及び交流館を交流施設等とす

る。 

 ・栄養指導室を調理室と、運動指導室をレクリエーション室とし、施設の使用料に営

利又は宣伝を目的とする場合の使用料を設定する。 

 ・レクリエーション室及び小会議室を廃止する。（令和２年８月１日から施行） 

 ・多目的室Ａ及び多目的室Ｂを設置し、使用料を設定する。（令和３年４月１日から

施行） 

 ・大会議室、調理室及びレクリエーション室の使用に係る手続を規定（公布の日から

施行） 

 ・多目的室Ａ及び多目的室Ｂの使用に係る手続を規定（令和２年１０月１日から施行） 

 ・関係条例の整理 

   津市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正 

 

○議案第８号 津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

る条例の一部の改正について（令和２年４月１日から施行）《教育委員会》 

  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厚生労働省令が改正

されたことなどから所要の改正を行う。 

 ・放課後児童支援員が修了しなければならない研修を都道府県知事又は指定都市の長

が行う研修とする。 

 ・放課後児童支援員に欠員が生じた場合において、市長が必要と認めるときは、当該

欠員が生じた日から起算して１年を経過する日の属する年度の末日までに研修を修 

了することを予定している者を研修を修了した者とみなすことができることとする。 

 

○議案第９号 津市国民健康保険条例の一部の改正について 

（令和２年４月１日から施行）《健康福祉部》 

  国民健康保険法施行令が改正されたことから、同令に規定する保険料の賦課に関す

る基準に合わせ、賦課限度額を改定する。 

基礎賦課限度額    ６１万円 → ６３万円 

介護納付金賦課限度額 １６万円 → １７万円 



 

７ 

○議案第１０号 市道路線の廃止について 

《建設部》 

 ・辰新田３号線ほか２路線 

   新規認定に伴い廃止する既存路線等 

 

○議案第１１号 市道路線の認定について 

《建設部》 

 ・高野尾豊が丘第１４９号線ほか５３路線 

   開発行為による帰属路線等 

 

○議案第１２号 令和元年度津市一般会計補正予算（第１０号） 

《政策財務部》 

 ・補  正  額                △２，１１３，７８２千円 

 ・補正後の予算額               １１３，３２３，２９４千円 

 ・補正の主なもの 

   人事管理事業                   △２６，４６２千円 

   基金管理事業                    １１，０７２千円 

公有財産管理事業                 △１６，６７５千円 

庁舎等維持管理事業               △３６８，３７５千円 

会館、市民センター管理運営事業          △３０，２７４千円 

コミュニティ施設管理運営事業           △１４，３０９千円 

防災対策事業                   △３８，３５７千円 

スポーツ振興事業                 △２７，７１２千円 

運動施設整備事業                 △７８，５２５千円 

文化振興事業                  △６８０，１５８千円 

戸籍住民記録事業                  ３３，３１４千円 

参議院議員選挙事業                △１８，９８４千円 

国民健康保険事業                 １５１，６１６千円 

介護保険事業                    ３７，６０６千円 

   後期高齢者医療事業                △５１，９９７千円 

児童手当等給付事業                △４８，２９８千円 

   子ども・子育て支援事業              △３２，２０９千円 

   公立保育所管理運営事業             △１０９，４７７千円 



 

８ 

   民間保育所等運営事業                １０，８７９千円 

   公立認定こども園管理運営事業           △７５，０４１千円 

   公立認定こども園施設整備事業           △７８，７７２千円 

   民間認定子ども園運営事業              ６８，６０７千円 

   母子保健事業                   △１２，７１５千円 

   健康診査事業                   △８８，７３３千円 

ごみ収集事業                   △６３，９２９千円 

   ごみ処理施設管理運営事業             △９３，４２１千円 

   し尿処理施設管理運営事業             △２１，９６３千円 

   上水道事業                    △１５，５６２千円 

   浄化槽事業                    △１４，３０８千円 

   農業振興支援事業                 △１７，０８３千円 

   獣害対策事業                   △２１，２９２千円 

県営等土地改良事業                １５６，９２１千円 

林道整備事業                    ２５，８３０千円 

林道等維持管理事業                △１０，９４４千円 

商業振興事業                  △１７４，６８７千円 

   企業立地奨励金事業                △３３，６７０千円 

   観光施設維持管理事業               △２４，４７７千円 

   地籍調査事業                  △１０６，３４３千円 

   道路維持事業                   △８８，８４２千円 

道路新設改良事業                △３７０，３６１千円 

橋りょう維持事業                 △２９，１９４千円 

河川改修事業                   △１３，６００千円 

排水施設維持管理事業               △１９，９６６千円 

交通政策関係事業                 △１６，６６１千円 

耐震化促進事業                  △５４，９９５千円 

土地区画整理事業                 △１０，５４４千円 

公共下水道事業                  △３８，７２１千円 

公園整備事業                   １６８，１００千円 

消防施設維持管理事業               △４４，３４８千円 

消防団施設維持管理事業              △１４，７８１千円 

消防水利整備事業                 △１２，２７６千円 



 

９ 

通学通園対策事業                 △１０，４４７千円 

教育総合支援事業                 △１４，８７８千円 

学校管理運営事業（小学校）            △４３，０１０千円 

学校施設維持補修事業（小学校）          ３５８，８５７千円 

教育指導活動支援事業（小学校）          △１４，９６９千円 

学校管理運営事業（中学校）            △１０，８５７千円 

学校施設維持補修事業（中学校）          ４７２，０１３千円 

教育指導活動支援事業（中学校）          △１７，１２６千円 

幼稚園管理運営事業                △２３，１３８千円 

放課後児童健全育成事業              △３３，１２１千円 

埋蔵文化財保護関係事業              △１０，５５８千円 

短期大学施設維持補修事業             △２１，２８８千円 

償還元金                     △２０，９６０千円 

償還利子                     △３６，５８０千円 

 ・継続費（廃止） 

   北消防署整備事業 

     変更前  総 額               ５９２，０７８千円 

          年割額 ２０１９年（令和元年）度        ０千円 

              ２０２０年度        ５９２，０７８千円 

 ・継続費（変更） 

   本庁舎大規模改修事業 

     変更前  総 額             １，８５１，１３７千円 

          年割額 ２０１９年（令和元年）度  ３３５，７９０千円 

              ２０２０年度        ９６１，９１１千円 

              ２０２１年度        ５５３，４３６千円 

     変更後  総 額             １，８５１，１３７千円 

          年割額 令和元年度               ０千円 

              令和２年度       １，４１９，０７１千円 

              令和３年度         ４３２，０６６千円 

   旧津市民プール解体整備事業 

     変更前  総 額               ３１７，５９４千円 

          年割額 平成３０年度        ２０６，１８６千円 

              令和元年度         １１１，４０８千円 



 

１０ 

     変更後  総 額               ３０２，６３８千円 

          年割額 平成３０年度        ２０６，１８６千円 

              令和元年度          ９６，４５２千円 

   テニスコート整備事業 

     変更前  総 額             １，０８４，０５０千円 

          年割額 ２０１９年（令和元年）度  １００，７８２千円 

              ２０２０年度        ９８３，２６８千円 

     変更後  総 額             １，０４２，２６８千円 

          年割額 令和元年度          ５９，０００千円 

              令和２年度         ９８３，２６８千円 

   （仮称）久居ホール整備事業 

     変更前  総 額             ５，７９２，２１６千円 

          年割額 平成２９年度              ０千円 

              平成３０年度        ９０９，２０３千円 

              令和元年度       ４，８８３，０１３千円 

     変更後  総 額             ５，１４３，４７１千円 

          年割額 平成２９年度              ０千円 

              平成３０年度        ９０９，２０３千円 

              令和元年度       ４，２３４，２６８千円 

   （仮称）芸濃こども園整備事業 

     変更前  総 額               ７８７，２６７千円 

          年割額 平成３０年度              ０千円 

              令和元年度         ７８７，２６７千円 

     変更後  総 額               ７１２，１３６千円 

          年割額 平成３０年度              ０千円 

              令和元年度         ７１２，１３６千円 

   雲出保育園園舎移転事業 

     変更前  総 額               １７２，１０６千円 

          年割額 令和元年度          ７５，２７９千円 

              令和２年度          ９６，８２７千円 

     変更後  総 額               １５４，０２０千円 

          年割額 令和元年度          ６６，６１８千円 

              令和２年度          ８７，４０２千円 



 

１１ 

   久居駅東口広場ロータリー整備事業 

     変更前  総 額               ４２６，５００千円 

          年割額 平和３０年度        ２５５，９００千円 

              令和元年度         １７０，６００千円 

     変更後  総 額               ４１０，７４５千円 

          年割額 平成３０年度        ２５５，９００千円 

              令和元年度         １５４，８４５千円 

   津興橋大規模更新事業 

     変更前  総 額             １，１１５，０００千円 

          年割額 ２０１８年（平成３０年）度 ２４０，０００千円 

              ２０１９年（令和元年）度  ４４０，０００千円 

              ２０２０年度        ４３５，０００千円 

     変更後  総 額               ９８０，０００千円 

          年割額 平成３０年度        ２４０，０００千円 

              令和元年度         ４４０，０００千円 

              令和２年度         ３００，０００千円 

   藤方排水機場非常用発電機設置工事 

     変更前  総 額                ６６，４８９千円 

          年割額 平和３０年度          １，４７０千円 

              令和元年度          ６５，０１９千円 

     変更後  総 額                ５３，２１３千円 

          年割額 平成３０年度          １，４７０千円 

              令和元年度          ５１，７４３千円 

   橋南公民館移転改修事業 

     変更前  総 額               １４９，９８５千円 

          年割額 令和元年度          ２１，０５６千円 

              令和２年度         １２８，９２９千円 

     変更後  総 額               １４２，３２７千円 

          年割額 令和元年度          １８，８７５千円 

              令和２年度         １２３，４５２千円 

 ・繰越明許費（追加） 

久居駅東口耐震性貯水槽整備事業            １，１７４千円 

   老人福祉施設整備事業                １３，５００千円 



 

１２ 

県営等土地改良事業                 ８２，２１６千円 

耐震対策ため池改修事業              １０２，０００千円 

林道中畑線開設事業                 ２９，４００千円 

榊原自然の森温泉保養館整備事業            ２，６４０千円 

地籍調査事業                    １２，０００千円 

道路構造物修繕（更新）事業             ５０，０００千円 

道路新設改良事業（道路特定事項）          ４８，８６９千円 

道路新設改良事業（市単独事業）           １８，２８０千円 

橋りょう維持事業（交付金事業）           ５０，５６１千円 

橋りょう維持事業（市単独事業）            ３，５００千円 

雨水排水計画策定事業                 ６，２００千円 

急傾斜地崩壊対策事業                 ３，０００千円 

芦原排水機場ポンプ設備分解整備事業         ３１，４６０千円 

都市公園整備事業                 ３７１，０００千円 

学校施設維持補修事業（小学校）          ４６６，４２９千円 

学校施設維持補修事業（中学校）          ５４４，０７９千円 

 ・繰越明許費（変更） 

   道路新設改良事業（交付金事業）  変更前      ３８，０００千円 

                    変更後     ３６６，７４５千円 

   橋りょう長寿命化修繕事業     変更前      ３５，０００千円 

                    変更後      ５９，７３８千円 

 ・債務負担行為（追加） 

津市企業立地促進条例に基づく用地取得費助成奨励金（令和元年度操業開始分） 

    期 間   令和２年度から令和６年度まで 

    限度額   当該奨励金交付対象指定事業者が立地のために取得した用地の取

得金額に２０／１００を乗じて得た額を５年間に分割して交付する

額の５年間分に相当する額（ただし、１件につき３００，０００千

円を限度とする） 

津市企業立地促進条例に基づく企業立地奨励金（令和元年中操業開始分） 

    期 間   令和２年度から令和４年度まで 

    限度額   当該奨励金交付対象指定事業者の立地に係る産業業務施設又は工

場等の土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税に相当する金額

の１００／１００（令和２年度）、７５／１００（令和３年度）及



 

１３ 

び５０／１００（令和４年度） 

津市企業立地促進条例に基づく企業立地奨励金（特定産業分）（令和元年中操業

開始分） 

    期 間   令和２年度から令和４年度まで 

    限度額   当該奨励金交付対象指定事業者の立地に係る産業業務施設又は工

場等の土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税に相当する金額

の１００／１００（令和２年度から令和４年度） 

 ・地方債（追加） 

   急傾斜地崩壊対策事業                 ７，４００千円 

 ・地方債（変更） 

   庁舎等解体事業          変更前       １，４００千円 

                    変更後       １，０００千円 

   庁舎等整備事業          変更前     ２９５，０００千円 

                    変更後      ４２，２００千円 

   過疎地域振興事業         変更前      ６８，３００千円 

                    変更後      ６３，３００千円 

   集会施設整備事業         変更前     ２４４，６００千円 

                    変更後     ２２０，７００千円 

   防災対策事業           変更前      ６６，４００千円 

                    変更後      ４１，９００千円 

   地方改善施設整備事業       変更前      ２１，６００千円 

                    変更後      １６，８００千円 

運動施設整備事業         変更前     ２９５，８００千円 

                    変更後     ２３０，３００千円 

   文化振興施設整備事業       変更前   ４，４３０，２００千円 

                    変更後   ３，８６７，０００千円 

   保育所整備事業          変更前      ６７，４００千円 

                    変更後      ６５，９００千円 

   認定こども園整備事業       変更前     ６７３，０００千円 

                    変更後     ６４６，７００千円 

   水道事業会計出資金        変更前      ６６，２００千円 

                 変更後      ４７，７００千円 

農業生産基盤整備事業       変更前      ５９，８００千円 



 

１４ 

                 変更後      ８９，３００千円 

林道整備事業           変更前      １１，５００千円 

                 変更後      １５，８００千円 

道路整備事業           変更前   ２，００７，０００千円 

                 変更後   １，８０５，７００千円 

公園整備事業           変更前      ８８，２００千円 

                 変更後     １６９，４００千円 

消防施設整備事業         変更前     １７５，５００千円 

                 変更後     １１９，４００千円 

学校教育施設整備事業       変更前     ８３６，４００千円 

                 変更後   １，４１６，３００千円 

放課後児童施設整備事業      変更前      ３２，３００千円 

                 変更後      ２５，９００千円 

公民館施設整備事業        変更前      ３６，８００千円 

                 変更後      ３２，６００千円 

図書館施設整備事業        変更前       ３，４００千円 

                 変更後       ２，３００千円 

文化財施設整備事業        変更前      ４０，８００千円 

                 変更後      ３８，３００千円 

短期大学施設整備事業       変更前      ７８，８００千円 

                 変更後      ６１，８００千円 

公共土木施設災害復旧事業     変更前      ２０，８００千円 

                 変更後      １９，９００千円 

 

○議案第１３号 令和元年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）《健康福祉部》 

 （事業勘定） 

・補  正  額                   △５８，００４千円 

 ・補正後の予算額                ２７，９６２，４１７千円 

 ・補正の主なもの 

一般被保険者高額療養費              △８２，６３０千円 

国庫支出金等精算返納金               ４８，９６０千円 

 



 

１５ 

○議案第１４号 令和元年度津市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

《健康福祉部》 

・補  正  額                   ５４７，７９７千円 

 ・補正後の予算額                ２９，３１２，８４９千円 

 ・補正の主なもの  

   居宅介護サービス等給付事業            １４４，０００千円 

   施設介護サービス等給付事業            １５３，０００千円 

   サービス計画給付事業                １９，０００千円 

   高額サービス事業                  ２３，０００千円 

   第１号訪問・通所・生活支援事業           ２９，２９０千円 

   介護保険事業運営基金積立金            １９２，３０５千円 

 

○議案第１５号 令和元年度津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号）《健康福祉部》 

・補  正  額                   ３０５，１９８千円 

 ・補正後の予算額                 ６，７２７，４９４千円 

 ・補正の主なもの  

   後期高齢者医療広域連合納付金           ３０５，０７４千円 

 

○議案第１６号 令和元年度津市営浄化槽事業特別会計補正予算（第３号） 

《下水道局》 

・補  正  額                   △４２，５７７千円 

 ・補正後の予算額                   ４１１，７１５千円 

 ・補 正 の 内 容 

   一般管理事業                    △４，３５０千円 

   維持管理事業                    △８，９２９千円 

市営浄化槽事業                  △２６，７４１千円 

市営浄化槽事業基金積立金              △２，５５７千円 

・地方債（変更） 

   市営浄化槽事業          変更前      ３９，７００千円 

                    変更後      ２０，６００千円 

 

 



 

１６ 

○議案第１７号 令和元年度津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号）《下水道局》 

・補  正  額                         ２千円 

 ・補正後の予算額                   ５８０，３１１千円 

 ・補 正 の 内 容 

  農業集落排水事業基金積立金                   ２千円 

 

○議案第１８号 令和元年度津市土地区画整理事業特別会計補正予算（第

２号）《都市計画部》 

・補  正  額                   △１３，６６２千円 

 ・補正後の予算額                   ２６９，４５２千円 

 ・補 正 の 内 容 

   津駅前北部土地区画整理事業            △１３，２２６千円 

   償還利子                        △４３６千円 

 

○議案第１９号 令和元年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算（第２号）《建設部》 

・補  正  額                    ２０，９９０千円 

 ・補正後の予算額                    ６５，７０５千円 

 ・補 正 の 内 容 

   貸付事業運営費                   ２０，９９０千円 

 

○議案第２０号 令和元年度津市椋本財産区特別会計補正予算（第１号）

《政策財務部》 

・補  正  額                         ３千円 

 ・補正後の予算額                       ５０５千円 

 ・補 正 の 内 容 

 椋本財産区財政調整基金積立金                 ３千円 

 

 

 

 

 



 

１７ 

○議案第２１号 令和元年度津市水道事業会計補正予算（第２号） 

《水道局》 

 ・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                △１６６，０１０千円 

    補正後の予算額               ７，７０２，８０２千円 

    補正の主なもの 

受託工事収益                △１７４，９２２千円 

支 出 

    補  正  額                △２３２，７５５千円 

    補正後の予算額               ７，５８５，２９９千円 

    補正の主なもの 

     配水及び給水費                △２２，９８２千円 

     受託工事費                 △１４６，３１０千円 

総係費                    △６２，６９９千円 

・資本的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                △１７７，２８４千円 

    補正後の予算額               １，１０１，２２４千円 

    補正の主なもの 

     企業債                   △１５０，９００千円 

   支 出 

    補  正  額                △１０２，３２０千円 

    補正後の予算額               ３，０６６，６１８千円 

    補正の主なもの 

     原水及び浄水施設費              △３０，０００千円 

     配水及び給水施設費              △５４，０００千円 

 

 

 

 

 

 



 

１８ 

○議案第２２号 令和元年度津市下水道事業会計補正予算（第４号） 

《下水道局》 

・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                 △５４，４８６千円 

    補正後の予算額              １０，５０７，３１７千円 

    補正の主なもの 

     他会計負担金                  △５，４８９千円 

     他会計補助金                 △３３，２３２千円 

長期前受金戻入                 △９，３１９千円 

支 出 

    補  正  額                 △６４，２０３千円 

    補正後の予算額               ９，５９８，８６８千円 

    補正の主なもの 

     流域下水道維持管理負担金           △１８，０００千円 

     減価償却費                  △４６，６９８千円 

支払利息及び企業債取扱諸費           △９，３２２千円 

・資本的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                △１８４，６５２千円 

    補正後の予算額                ５，６１８，６２３千円 

    補 正 の 内 容 

     企業債                   △２７７，８００千円 

     受益者負担金及び分担金             ８４，６４８千円 

国庫補助金                    ８，５００千円 

支 出 

    補  正  額                △２７２，８６１千円 

    補正後の予算額               ８，４７３，７３９千円 

    補正の主なもの 

     汚水管渠建設費               △１３８，４６０千円 

     雨水ポンプ場建設費               １６，６５０千円 

     流域下水道建設負担金            △１３４，４２１千円 

 



 

１９ 

○議案第２３号 令和元年度津市モーターボート競走事業会計補正予算 

（第２号）《ボートレース事業部》 

 ・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                  ２７，６６８千円 

    補正後の予算額              ４４，３７５，６３２千円 

    補 正 の 内 容 

     その他特別利益                 ２７，６６８千円 

   支 出 

    補  正  額                △２００，２４６千円 

    補正後の予算額              ４２，１２３，８３３千円 

    補正の主なもの 

     競走実施費                  △８１，８００千円 

     販売促進費                  △５０，９０１千円 

 

○議案第２４号 令和２年度津市一般会計予算 

《政策財務部》 

・予 算 額           １０９，６６１，３７３千円 

 

○議案第２５号 令和２年度津市国民健康保険事業特別会計予算 

《健康福祉部》 

 ・予 算 額（事業勘定）      ２７，３１５，３８８千円 

・予 算 額（直営診療施設勘定）      ６４，３６８千円 

 

○議案第２６号 令和２年度津市介護保険事業特別会計予算 

《健康福祉部》 

 ・予 算 額            ２８，５０４，１８４千円 

 

○議案第２７号 令和２年度津市後期高齢者医療事業特別会計予算 

《健康福祉部》 

 ・予 算 額             ６，８９８，２９４千円 

 

 



 

２０ 

○議案第２８号 令和２年度津市営浄化槽事業特別会計予算 

《下水道局》 

・予 算 額               ４５４，４５８千円 

 

○議案第２９号 令和２年度津市共同汚水処理施設事業特別会計予算 

《下水道局》 

 ・予 算 額               １２５，７３７千円 

 

○議案第３０号 令和２年度津市農業集落排水事業特別会計予算 

《下水道局》 

 ・予 算 額               ６１１，３３２千円 

 

○議案第３１号 令和２年度津市土地区画整理事業特別会計予算 

《都市計画部》 

 ・予 算 額               ３２０，１４６千円 

 

○議案第３２号 令和２年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

《建設部》 

 ・予 算 額                ３８，９５８千円 

 

○議案第３３号 令和２年度津市椋本財産区特別会計予算 

《政策財務部》 

 ・予 算 額                   ５５７千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２１ 

○議案第３４号 令和２年度津市水道事業会計予算 

《水道局》 

・業務の予定量 

   給水戸数                １３５，０００戸 

   年間総配水量           ４０，０００，０００ｍ3 

   １日平均配水量             １０９，５８９ｍ3 

主な建設改良事業  

  配水管布設工事、配水施設整備工事、浄水施設整備工事 

・収益的収入及び支出 

収 入              ８，１８９，４０９千円 

 営業収益            ６，９３２，００６千円 

 営業外収益           １，２４９，８７６千円 

 特別利益                ７，５２７千円 

支 出              ８，３２８，１８１千円 

 職員給与費、受水費、減価償却費、委託料など 

・資本的収入及び支出 

収 入              １，４３６，１８７千円 

 企業債、他会計補助金など 

支 出              ４，１８２，５６９千円 

  工事請負費、企業債償還金など 

 

○議案第３５号 令和２年度津市工業用水道事業会計予算 

《水道局》 

・業務の予定量 

   給水戸数                      １戸 

   年間総配水量              ３６０，０００ｍ3 

   １日平均配水量                 ９８６ｍ3 

・収益的収入及び支出 

収 入                 ２４，０３３千円 

 営業収益               ２３，７６０千円 

 営業外収益                 ２７３千円 

支 出                 ２２，４３７千円 

 動力費、負担金など 



 

２２ 

○議案第３６号 令和２年度津市下水道事業会計予算 

《下水道局》 

・業務の予定量 

   接続戸数                 ５４，５１４戸 

   年間総排水量           １３，５７９，０００ｍ3 

   １日平均排水量              ３７，２０３ｍ3 

主な建設改良事業  

  汚水管渠建設工事、雨水管渠建設工事、雨水ポンプ場建設工事 

・収益的収入及び支出 

収 入             １０，７６６，４５２千円 

 営業収益            ３，６２２，８６８千円 

 営業外収益           ７，１４３，５８２千円 

 特別利益                    ２千円 

支 出              ９，６２８，７９０千円 

 職員給与費、流域下水道維持管理負担金、減価償却費、委託料など 

・資本的収入及び支出 

収 入              ６，２３４，９８８千円 

 企業債、国庫補助金など 

支 出              ９，３１６，３３６千円 

  工事請負費、流域下水道建設負担金、企業債償還金など 

 

○議案第３７号 令和２年度津市駐車場事業会計予算 

《商工観光部》 

・業務の予定量 

   収容可能台数                １，２２５台 

   年間駐車台数              ８０３，０００台 

   １日平均駐車台数              ２，２５９台 

・収益的収入及び支出 

収 入                ２５７，４１３千円 

営業収益              ２５５，２９４千円 

営業外収益               ２，１１９千円 

支 出                ２１６，６７５千円 

営業費用              ２０５，９３４千円 



 

２３ 

営業外費用              １０，７４１千円 

・資本的支出 

  支 出                １０３，４０５千円 

建設改良費              ３４，４８５千円 

企業債償還金             ３３，９３２千円 

他会計長期借入金償還金        ３４，９８８千円 

 

○議案第３８号 令和２年度津市モーターボート競走事業会計予算 

《ボートレース事業部》 

・業務の予定量 

年間開催日数                  １９２日 

   年間舟券発売金         ４７，７９０，６００千円 

   １日平均舟券発売金          ２４８，９０９千円 

   年間場間場外受託発売金     １３，１４０，７００千円 

 ・収益的収入及び支出 

   収 入             ５０，２２５，８１６千円 

    営業収益           ５０，１３７，２８５千円 

    営業外収益              ８８，５３１千円 

支 出             ４９，５８０，７１２千円 

    営業費用           ４７，５３７，４４８千円 

    営業外費用           ２，０４３，２６４千円 

・資本的収入及び支出 

  収 入                １６１，２４８千円 

   基金繰入金             １６１，２４８千円 

支 出              １，０８３，８９１千円 

    建設改良費             ４６５，５７０千円 

    企業債償還金            ６１８，０８１千円 

    投資                    ２４０千円 

 

○議案第３９号 津市監査委員の選任につき同意を得るについて 

《監査事務局》 

 監査委員１名の辞職に伴うもの 

 



 

２４ 

 

※令和２年度当初予算の概要は、別添資料のとおり 

 

 

（追加予定） 

○津市副市長の選任につき同意を得るについて（２件） 

○津市教育委員会教育長の選任につき同意を得るについて（１件） 

○人権擁護委員の候補者の推薦について（１件） 
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