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 別紙のとおり 
 



 

１ 

令和３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２年度津市一般会計補正予算（第１２号）（令和３年１月２８日専決処分） 

 ・補  正  額                   ３８１，６３３千円 

・補正後の予算額               １４６，６８５，８２３千円 

・補 正 の 内 容 

   予防衛生事業                   ３８１，６３３千円 

 ・繰越明許費（追加） 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保・接種対策事業 

                            ３８１，６３３千円 

学校施設維持補修事業（小学校費）           １，９８４千円 

学校施設維持補修事業（中学校費）             ６９３千円 

 

【報 告】 

○報告第１号 専決処分の報告について 

《一志総合支所》 

 ・損害賠償の額の決定について（令和２年１２月１６日専決処分） 

交通事故によるもの 

    損害賠償の額 ２９３，１８０円 

 

○報告第２号 専決処分の報告について 

《久居総合支所》 

・損害賠償の額の決定について（令和３年１月１２日専決処分） 

市有地除草作業に伴う事故によるもの 

    損害賠償の額  ９５，７００円 

 

 



 

２ 

○報告第３号 専決処分の報告について 

《建設部》 

・損害賠償の額の決定について（令和３年１月１９日専決処分） 

道路管理の瑕疵によるもの 

    損害賠償の額  ３４，６６４円 

 

○報告第４号 専決処分の報告について 

《建設部》 

・損害賠償の額の決定について（令和３年１月２５日専決処分） 

道路管理の瑕疵によるもの 

    損害賠償の額  ３，３００円 

 

○報告第５号 専決処分の報告について 

《建設部》 

・損害賠償の額の決定について（令和３年１月２５日専決処分） 

道路管理の瑕疵によるもの 

    損害賠償の額  ４，５５４円 

 

○報告第６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３年１月２６日専決処分） 

令和元年度河川ス振継第２号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事 

   契約金額 変更前 ８６９，４９５，０００円 

        変更後 ８７０，７８７，５００円 

 

○報告第７号 専決処分の報告について 

《政策財務部》 

・工事請負契約の一部の変更について（令和３年１月２８日専決処分） 

令和元年度営財管補継第４０号 津市本庁舎大規模改修その他工事 

   契約金額 変更前 １，７５８，９００，０００円 

        変更後 １，７６２，９４０，３００円 

 

 



 

３ 

【議 案】 

○議案第１号 津市固定資産評価審査委員会条例及び津市職員の服務の宣

誓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） 

《総務部》 

  本市の行政手続に係る申請書等への押印について、市民の利便性の向上を目的とし

て、法令等に押印が義務付けられているものを除き原則廃止するため所要の改正を行

う。 

 ・津市固定資産評価審査委員会条例の一部改正 

  ・審査申出書に係る押印の規定を削る。 

  ・調書に係る署名押印の規定を署名に改める。 

  ・口述書に係る署名押印の規定を削る。 

 ・津市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正 

   宣誓書の印の表示を削る。 

 

○議案第２号 津市手数料徴収条例の一部の改正について 

（令和３年４月１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が改正され、建築物エネルギー消

費性能の適合性判定の対象となる建築物の床面積が拡大されることなどから所要の改

正を行う。 

 ・低炭素建築物新築等計画の認定に係る手数料の改正 

 ・建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数料の改正 

 ・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る手数料の改正 

 ・建築物エネルギー消費性能に係る認定の手数料の改正 

 ・その他所要の改正 

 

○議案第３号 津市住居表示審議会条例の一部の改正について 

（令和３年４月１日から施行）《総務部》 

  市民の利便性の向上を図るため、令和３年４月１日付けで住居表示に関する事務の

所管を総務課から市民課に変更することに伴い、当該事務に係る津市住居表示審議会

の庶務の所管を総務部から市民部に変更する。 

 

 

 



 

４ 

○議案第４号 津市幼保連携型認定こども園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４年４月１日から施行）《健康福祉部》 

  津市立豊津幼稚園、津市立上野幼稚園及び津市上野保育園を再編し、幼保連携型認

定こども園を河芸地域に新たに設置するため所要の改正を行う。 

 ・名称、位置及び定員 

   名称  津市立河芸こども園 

   位置  津市河芸町上野２９６３番地及び３１３０番地 

   定員  １１８人 

 ・関係条例の整理 

   津市立学校設置条例の一部改正 

    津市立豊津幼稚園及び津市立上野幼稚園を令和４年３月３１日をもって廃止す

る。 

   津市保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正 

    津市上野保育園を令和４年３月３１日をもって廃止する。 

 

○議案第５号 津市国民健康保険条例の一部の改正について 

（公布の日から施行）《健康福祉部》 

  租税特別措置法及び国民健康保険法施行令が改正されたことから所要の改正を行う。 

 ・所得割額の算定時の長期譲渡所得に係る特別控除の追加 

 ・保険料の減額賦課に係る所得の基準の改正 

 ・その他所要の改正 

 

○議案第６号 津市介護保険条例の一部の改正について 

（令和３年４月１日から施行）《健康福祉部》 

 ・介護保険法の規定に基づき、令和３年度から令和５年度までの第８期介護保険事業

計画期間において適用する保険料率（年間保険料）を、現行の保険料率と同額とす

る。 

 ・介護保険法施行規則及び介護保険法施行令が改正されたことから所要の改正を行う。 

  ・保険料率の第７段階から第１０段階における各所得段階を区分する基準となる合

計所得金額の改正 

  ・保険料率の所得段階の判定に用いる合計所得金額に係る特別控除の追加 

  ・保険料率の算定に関する基準の特例の追加 

  ・その他所要の改正 



 

５ 

○議案第７号 津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

の基準等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）《健康福祉部》 

  指定地域密着型サービスの事業の人員、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、感染症や災害への対応力強化のため、感染症の予防、まん延の防

止のための指針の整備及び業務継続計画の策定が義務付けられたことなどから、各地

域密着型サービスの事業の運営に関する基準等について所要の改正を行う。 

 

○議案第８号 津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法の基準等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）《健康福祉部》 

  指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る厚生労働省令が改正され、感染症や災害への対応力強化のため、感染症の予防、ま

ん延の防止のための指針の整備及び業務継続計画の策定が義務付けられたことなどか

ら、各地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する基準等について所要の改正

を行う。 

 

○議案第９号 津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に

関する条例の一部の改正について（令和３年４月１日、公布の日及び同年１０

月１日から施行）《健康福祉部》 

  指定居宅介護支援等の事業の人員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、感染症や災害への対応力強化のため、感染症の予防、まん延の防止のための

指針の整備及び業務継続計画の策定が義務付けられたことなどから、居宅介護支援等

の事業の運営に関する基準等について所要の改正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 



 

６ 

○議案第１０号 津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等

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） 

《健康福祉部》 

  指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める厚生労働省令が改正され、感染

症や災害への対応力強化のため、感染症の予防、まん延の防止のための指針の整備及

び業務継続計画の策定が義務付けられたことなどから、介護予防支援等の事業の運営

に関する基準等について所要の改正を行う。 

 

○議案第１１号 津市営住宅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）《建設部》 

  地方税法が改正されたことなどの社会情勢の変化等を踏まえ、市営住宅の優先入居

者について所要の改正を行う。 

 ・２０歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫 → ひとり親 

 ・老人 → ６０歳以上の者 

 ・犯罪被害者等基本法に規定する犯罪被害者等の追加 

 

○議案第１２号 津市営浄化槽条例の一部の改正について 

（令和３年４月１日から施行）《上下水道事業局・上下水道管理局》 

  浄化槽法に規定する公共浄化槽の整備に対する国の交付金等に関する条件等を定め

る国の循環型社会形成推進交付金交付要綱及び循環型社会形成推進交付金交付取扱要

領が改正されたことから所要の改正を行う。 

 ・市営浄化槽の定義に係る改正 

 ・市営浄化槽の整備区域に係る改正 

 ・５人槽から１０人槽までにおける市営浄化槽の分担金の額の改正 

 ・その他所要の改正 

 

 

 

 

 

 



 

７ 

○議案第１３号 津市運動施設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７月１日から施行）《スポーツ文化振興部》 

  令和３年７月１日から津球場公園内野球場に駐車場を新たに設置するため、使用料

を設定するなど所要の改正を行う。 

 ・名  称  津球場公園内野球場駐車場 

 ・使用時間  午前７時から午後１０時まで 

 ・使 用 料   

 

 

 

 ・その他所要の改正 

 

○議案第１４号 財産の取得について 

《建設部》 

・土地 ３，１４１．４２㎡ 

   所在地  津市半田１５４１番３ほか７筆 

   金 額  ５９，７８５，３６４円 

   相手方  地権者３名 

   目 的  都市計画道路半田久居線の道路用地とするため。 

 

○議案第１５号 市道路線の認定について 

《建設部》 

 ・渋見町第１２号線ほか１３路線 

   開発行為による帰属路線等 

 

○議案第１６号 町の区域の変更について 

《総務部》 

 ・津都市計画事業津駅前北部土地区画整理事業の施行に伴う町の区域の変更 

   栄町四丁目及び羽所町の一部の区域を栄町三丁目に、羽所町及び上浜町一丁目の

一部の区域を栄町四丁目に、栄町四丁目及び上浜町一丁目の一部の区域を羽所町の

区域に編入する。 

 

３０分まで １００円 

３０分を超え 

１５時間まで 

１００円に３０分を超えた部分について３０分まで

ごとに５０円を加算した額（その額が１，０００円

を超えるときは、１，０００円） 



 

８ 

○議案第１７号 令和２年度津市一般会計補正予算（第１３号） 

《政策財務部》 

 ・補  正  額                △３，７９０，１４２千円 

 ・補正後の予算額               １４２，８９５，６８１千円 

 ・補正の主なもの 

人事管理事業                   △５６，８８３千円 

市民生活事業                   △１１，１５６千円 

基金管理事業                    ３３，９３２千円 

公有財産管理事業                 △５９，０６１千円 

庁舎等維持管理事業                △２０，５０４千円 

会館、市民センター管理運営事業          △１０，８６４千円 

コミュニティ施設管理運営事業           △９６，７１５千円 

地域かがやきプログラム事業            △７６，０７８千円 

防災対策事業                   △１５，７２３千円 

地方改善対策事業                 △１２，８４３千円 

スポーツ振興事業                △５０６，２５５千円 

運動施設管理運営事業               △４１，１５８千円 

運動施設整備事業                △２０７，４８０千円 

文化振興事業                   △５４，１４３千円 

特別定額給付金給付事業             △２０６，０７１千円 

戸籍住民記録事業 △３６，２３４千円 

障害者福祉事業  ２９，７２４千円 

地域ケア推進事業 △６１，６９６千円 

老人ホーム等措置事業 △３４，４４３千円 

医療費給付事業  △６７，２７２千円 

国民健康保険事業 １３２，２３６千円 

介護保険事業  ７３，４５１千円 

後期高齢者医療事業  △１５，７２１千円 

児童手当等給付事業  △６０，０００千円 

子ども・子育て支援事業  △３４，４４８千円 

公立保育所管理運営事業  △８７，４２０千円 

公立認定こども園施設整備事業 △２１，１０４千円 

予防衛生事業 １２，３０２千円 



 

９ 

健康診査事業 △５３，４５３千円 

応急診療所管理運営事業  △１２，５３７千円 

ごみ収集事業 △６８，５１７千円 

ごみ処理施設管理運営事業 △５９，５９３千円 

し尿処理施設管理運営事業 △４０，６６３千円 

共同汚水処理施設事業 △２０，０７６千円 

農業振興支援事業 △１３５，１９０千円 

畜産業振興事業  △３８，２１０千円 

みえ森と緑の県民税市町交付金事業 △１６，９５１千円 

商業振興事業 △１９，５１３千円 

ビジネスサポート事業 △１７，５２０千円 

企業立地奨励金事業  △５０，０００千円 

中小企業・小規模事業者支援事業  △２０，６７２千円 

プレミアム付商品券発行事業  △３７，１３８千円 

観光振興事業 △３９，７４０千円 

観光施設維持管理事業 △２７，９５４千円 

地籍調査事業 △１０５，８５９千円 

道路維持事業 △２８，６０６千円 

道路新設改良事業 △６９，４２９千円 

橋りょう維持事業 △５８，３８９千円 

河川改修事業 △５９，６７３千円 

耐震化促進事業  △２１，２５２千円 

土地区画整理事業 △３０，２１５千円 

街路整備関係事業 △２０９，１１９千円 

公共下水道事業  △１７８，３１５千円 

公園整備事業 △８６，３５０千円 

住宅施設改修事業 △１０，５８３千円 

団運営事業  △４１，７２４千円 

事務局管理事業  △１３，８４２千円 

通学通園対策事業 △１５，４１８千円 

教育総合支援事業 △１４，０９４千円 

給食センター管理運営事業 △１０，６８５千円 

学校管理運営事業（小学校費） △２７，０７３千円 



 

１０ 

学校施設維持補修事業（小学校費） △６７，９３４千円 

学校管理運営事業（中学校費） △１３，７３６千円 

学校施設維持補修事業（中学校費） △１１，５９４千円 

幼稚園管理運営事業  △２３，０４４千円 

放課後児童健全育成事業 △８７，０２８千円  

公民館管理運営事業  △２３，１２６千円 

公民館講座等関係事業 △２５，４９３千円 

図書館管理運営事業  △１２，３７４千円 

償還元金 △１３，０４１千円 

償還利子 △１９，７３１千円 

 ・継続費（変更） 

   （仮称）新町会館整備事業（駐車場整備） 

     変更前  総 額                ４０，１６６千円 

          年割額 令和元年度          １６，０００千円 

              令和２年度          ２４，１６６千円 

     変更後  総 額              ３９，１５１千円 

          年割額 令和元年度          １６，０００千円 

              令和２年度          ２３，１５１千円 

   テニスコート整備事業 

     変更前  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 

     変更後  総 額               ８７９，４９５千円 

          年割額 令和元年度          ５９，０００千円 

              令和２年度         ８２０，４９５千円 

   雲出保育園園舎移転事業 

     変更前  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 

     変更後  総 額               １５２，３０６千円 

          年割額 令和元年度          ６６，６１８千円 

              令和２年度          ８５，６８８千円 

 



 

１１ 

   芸濃こども園整備事業（園舎解体） 

     変更前  総 額                ４８，２１８千円 

          年割額 令和元年度               ０千円 

              令和２年度          ４８，２１８千円 

     変更前  総 額                ４３，５４８千円 

          年割額 令和元年度               ０千円 

              令和２年度          ４３，５４８千円 

   大谷踏切拡幅事業（ＪＲ踏切拡幅） 

     変更前  総 額               ２２２，８１０千円 

          年割額 令和２年度          ８６，３００千円 

              令和３年度         １３６，５１０千円 

     変更後  総 額               ２１６，０００千円 

          年割額 令和２年度          ８５，４００千円 

              令和３年度         １３０，６００千円 

   津興橋大規模更新事業 

     変更前  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 

     変更後  総 額               ９６６，６７３千円 

          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         ２８６，６７３千円 

   橋南公民館移転改修事業 

     変更前  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 

     変更後  総 額               １３７，５８８千円 

          年割額 令和元年度          １８，８７５千円 

              令和２年度         １１８，７１３千円 

 ・繰越明許費（追加） 

津球場公園内野球場整備事業 ７５，７１７千円 

畜産・酪農収益力強化総合対策事業 ６０，５１３千円 



 

１２ 

県営等土地改良事業 ６，０７３千円 

農業用施設維持管理事業 ４１，６００千円 

地籍調査事業                     ２，３００千円 

道路新設改良事業（市単独事業） ２２，０００千円 

橋りょう維持事業（交付金事業） ５４，１２０千円 

河川改修事業 ２５，６００千円 

上浜中継ポンプ場施設解体事業 ２，０００千円 

津松阪港（新堀地区）整備事業 ６，２４０千円 

津球場公園整備事業 １７７，２００千円 

久居ふるさと文学館駐車場整備事業 ７２，１２５千円 

道路橋りょう災害復旧事業 １，８４７千円  

 ・繰越明許費（変更） 

   道路新設改良事業（交付金事業）  変更前      ８５，３４９千円 

                    変更後     ２０２，５４９千円 

 ・債務負担行為（追加） 

津市企業立地促進条例に基づく企業立地奨励金（令和２年中操業開始分） 

    期 間   令和３年度から令和５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３年度）、７５／１００（令和４年度）及

び５０／１００（令和５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２年中操業

開始分） 

    期 間   令和３年度から令和５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３年度から令和５年度） 

 ・地方債（追加） 

   急傾斜地崩壊対策事業                  ８００千円 

   減収補填 ５５９，１００千円 

 ・地方債（変更） 

   庁舎等解体事業          変更前      ８７，６００千円 

                    変更後      ５１，７００千円 



 

１３ 

   過疎地域振興事業         変更前      ８２，０００千円 

                    変更後      ７５，９００千円 

   集会施設整備事業         変更前      ７２，９００千円 

                    変更後      ６９，０００千円 

   運動施設整備事業         変更前   １，０１９，４００千円 

                    変更後     ７８６，７００千円 

   文化振興施設整備事業       変更前     ３９９，３００千円 

                    変更後     ３７８，９００千円 

   保育所整備事業          変更前     １４７，４００千円 

                    変更後     １４４，６００千円 

   認定こども園整備事業       変更前     １４６，８００千円 

                    変更後     １３３，５００千円 

農業生産基盤整備事業       変更前     １２５，５００千円 

                 変更後     １１９，４００千円 

道路整備事業           変更前     ８３７，４００千円 

                 変更後     ８３４，４００千円 

河川整備事業           変更前     ３９４，９００千円 

                 変更後     ３３３，４００千円 

街路整備事業           変更前     １２７，８００千円 

                 変更後      ３３，０００千円 

公園整備事業           変更前      ７４，７００千円 

                 変更後      ３６，９００千円 

消防施設整備事業         変更前      ２３，３００千円 

                 変更後      ２２，７００千円 

学校教育施設整備事業       変更前     １２５，８００千円 

                 変更後      ９１，２００千円 

放課後児童施設整備事業      変更前       ９，６００千円 

                 変更後       ８，７００千円 

公民館施設整備事業        変更前     １０５，５００千円 

                 変更後     １０２，０００千円 

図書館施設整備事業        変更前      ７２，０００千円 

                 変更後      ６９，１００千円 

公共土木施設災害復旧事業     変更前      ９７，３００千円 

                 変更後      ９１，８００千円 



 

１４ 

○議案第１８号 令和２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                  △４７５，９０４千円 

 ・補正後の予算額                ２６，８８９，９３３千円 

 ・補正の主なもの 

一般被保険者療養給付費             △５１０，７２５千円 

一般被保険者高額療養費             △１０６，２０７千円 

国民健康保険事業運営基金積立金 １８０，４２２千円 

 

○議案第１９号 令和２年度津市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

《健康福祉部》 

・補  正  額                   ７４６，０７５千円 

 ・補正後の予算額                ２９，６９４，１０７千円 

 ・補正の主なもの  

   居宅介護サービス等給付事業            ３９７，０００千円 

   地域密着型介護サービス給付事業 １２０，０００千円 

   施設介護サービス等給付事業            ２７１，０００千円 

   介護保険事業運営基金積立金            △７９，７２０千円 

 

○議案第２０号 令和２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                   １０８，３４５千円 

 ・補正後の予算額                 ７，００８，７０５千円 

 ・補正の主なもの  

   後期高齢者医療広域連合納付金           １１１，２４４千円 

 

○議案第２１号 令和２年度津市営浄化槽事業特別会計補正予算（第２号） 

《上下水道管理局》 

・補  正  額                    △５，７４３千円 

 ・補正後の予算額                   ４４９，１２０千円 

 ・補 正 の 内 容 

   一般管理事業                    △２，８３０千円 



 

１５ 

   市営浄化槽事業                     △７１２千円 

市営浄化槽事業基金積立金              △２，２０１千円 

・地方債（変更） 

   市営浄化槽事業          変更前      ３６，９００千円 

                    変更後      ３０，２００千円 

 

○議案第２２号 令和２年度津市共同汚水処理施設事業特別会計補正予算

（第２号）《上下水道管理局》  

・補  正  額                    △２，２００千円 

 ・補正後の予算額                   １２１，４９８千円 

 ・補 正 の 内 容 

 維持管理事業                    △２，２００千円 

 

○議案第２３号 令和２年度津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）《上下水道管理局》 

・補  正  額                △２，８５７千円 

 ・補正後の予算額                   ６０８，３８７千円 

 ・補 正 の 内 容 

   農業集落排水事業維持管理事業 △２，８６０千円 

農業集落排水事業基金積立金 ３千円 

 

○議案第２４号 令和２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                   △３０，２１５千円 

 ・補正後の予算額                   ２８１，４４９千円 

 ・補 正 の 内 容 

   土地区画整理推進事業 △２２千円 

   津駅前北部土地区画整理事業            △３０，１０６千円 

   償還利子                         △８７千円 

 

 

 

 



 

１６ 

○議案第２５号 令和２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                     ９，６０１千円 

 ・補正後の予算額                    ６７，１５２千円 

 ・補 正 の 内 容 

   貸付事業運営費                    ９，６０１千円 

 

○議案第２６号 令和２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                         １千円 

 ・補正後の予算額                       ５５８千円 

 ・補 正 の 内 容 

 椋本財産区財政調整基金積立金                 １千円 

 

○議案第２７号 令和２年度津市水道事業会計補正予算（第３号） 

《上下水道管理局》  

 ・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                △４４５，０１１千円 

    補正後の予算額               ７，７６６，４３４千円 

    補正の主なもの 

     給水収益                   △９８，０３１千円 

受託工事収益                △３６０，０００千円 

支 出 

    補  正  額                △３７４，８７０千円 

    補正後の予算額               ７，９３３，８０４千円 

    補正の主なもの 

     配水及び給水費                △３４，８８０千円 

     受託工事費                 △３００，０００千円 

業務費                    △１６，５１４千円 

・資本的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                △１８８，８９１千円 



 

１７ 

    補正後の予算額               １，２４７，２９６千円 

    補 正 の 内 容 

     企業債                   △２７１，５００千円 

     補助金                     ８２，６０９千円 

   支 出 

    補  正  額                △５９４，７０６千円 

    補正後の予算額               ３，５７９，７６７千円 

    補正の主なもの 

     原水及び浄水施設費             △４５７，５００千円 

     建設改良費                 △１２０，４０６千円 

 

○議案第２８号 令和２年度津市下水道事業会計補正予算（第２号） 

《上下水道管理局》 

・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                △１８９，５３８千円 

    補正後の予算額              １０，５１４，１９１千円 

    補正の主なもの 

     他会計負担金                 △２３，１２０千円 

     他会計補助金                △１５５，１９５千円 

長期前受金戻入                 △９，２２３千円 

支 出 

    補  正  額                 △７７，９１２千円 

    補正後の予算額               ９，５３３，６８０千円 

    補正の主なもの 

     汚水管渠費                  △１２，５００千円 

     雨水ポンプ場費                △１５，９００千円 

     減価償却費                  △３０，８８８千円 

・資本的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                 △８３，８３８千円 

    補正後の予算額                ６，１５１，１５０千円 

 



 

１８ 

    補 正 の 内 容 

     企業債                   △１６０，３００千円 

     受益者負担金及び分担金             ７４，４６２千円 

国庫補助金                    ２，０００千円 

支 出 

    補  正  額                △２０７，９７７千円 

    補正後の予算額               ９，０８８，７９３千円 

    補正の主なもの 

     汚水管渠建設費               △１５０，１２３千円 

     雨水ポンプ場建設費              △４４，０００千円 

     流域下水道建設負担金             △１３，７７４千円 

 

○議案第２９号 令和２年度津市駐車場事業会計補正予算（第１号） 

《商工観光部》 

・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                 △９７，０００千円 

    補正後の予算額                 １６０，４１３千円 

    補 正 の 内 容 

     駐車収益                   △９７，０００千円 

支 出 

    補  正  額                 △１９，７００千円 

    補正後の予算額                 １９６，９７５千円 

 

    補 正 の 内 容 

     駐車場管理費                 △１１，７００千円 

消費税                     △８，０００千円 

・資本的収入及び支出 

支 出 

    補  正  額                  △７，０１８千円 

    補正後の予算額                  ９６，３８７千円 

    補 正 の 内 容 

     建設改良費                   △７，０１８千円 



 

１９ 

○議案第３０号 令和２年度津市モーターボート競走事業会計補正予算 

（第３号）《ボートレース事業部》 

 ・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                 △２１，２８０千円 

    補正後の予算額              ６０，９３７，９１５千円 

    補正の主なもの 

     その他営業収益                 △７，３９０千円 

     雑収益                    △１２，０００千円 

   支 出 

    補  正  額                  ２２，５６７千円 

    補正後の予算額              ６０，２６１，９１７千円 

    補正の主なもの 

     競走実施費                 △１１８，４３０千円 

     繰出金                    ３００，０００千円 

 ・資本的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                  １５，７１２千円 

    補正後の予算額                 １７６，９６０千円 

    補 正 の 内 容 

     基金繰入金                   １５，７１２千円 

   支 出 

    補  正  額                  △３，９７８千円 

    補正後の予算額               １，０８０，２５３千円 

    補 正 の 内 容 

     建設改良費                   △３，９７８千円 

 

○議案第３１号 令和３年度津市一般会計予算 

《政策財務部》 

・予 算 額           １０９，９４０，４０９千円 

 

 

 



 

２０ 

○議案第３２号 令和３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）      ２６，９５４，５１２千円 

・予 算 額（直営診療施設勘定）      ６４，４０３千円 

 

○議案第３３号 令和３年度津市介護保険事業特別会計予算 

《健康福祉部》 

 ・予 算 額            ２９，３０７，７７０千円 

 

○議案第３４号 令和３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             ７，０１５，５５３千円 

 

○議案第３５号 令和３年度津市営浄化槽事業特別会計予算 

《上下水道管理局》 

・予 算 額               ４４１，３８９千円 

 

○議案第３６号 令和３年度津市共同汚水処理施設事業特別会計予算 

《上下水道管理局》 

 ・予 算 額               １２２，４７６千円 

 

○議案第３７号 令和３年度津市農業集落排水事業特別会計予算 

《上下水道管理局》 

 ・予 算 額               ５８８，９７３千円 

 

○議案第３８号 令和３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               ３０７，８７４千円 

 

○議案第３９号 令和３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                ３４，９３５千円 

 



 

２１ 

○議案第４０号 令和３年度津市椋本財産区特別会計予算 

《政策財務部》 

 ・予 算 額                   ５０１千円 

 

○議案第４１号 令和３年度津市水道事業会計予算 

《上下水道管理局》 

・業務の予定量 

   給水戸数                １３５，０００戸 

   年間総配水量           ４０，１１０，０００ｍ3 

   １日平均配水量             １０９，８９０ｍ3 

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              ７，９１９，９７８千円 

 営業収益            ６，６１５，４４５千円 

 営業外収益           １，２９５，１５９千円 

 特別利益                ９，３７４千円 

支 出              ８，１６４，１３９千円 

    営業費用            ７，７７５，９９１千円 

    営業外費用             ３７９，８０１千円 

    特別損失                ８，３４７千円 

・資本的収入及び支出 

収 入              １，９５３，３７６千円 

    企業債             １，６１０，２００千円 

    出資金                 ９，３００千円 

    補助金               ３０５，２０４千円 

    負担金                ２８，６７２千円 

支 出              ４，６２４，２１７千円 

    建設改良費           ３，４９３，５２１千円 

    企業債償還金          １，１３０，６９１千円 

    投資                      ５千円 

 

 



 

２２ 

○議案第４２号 令和３年度津市工業用水道事業会計予算 

《上下水道管理局》  

・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                 ２３，８９４千円 

 営業収益               ２３，７６０千円 

 営業外収益                 １３４千円 

支 出                 ２２，７９９千円 

    営業費用               ２１，７９９千円 

    営業外費用               １，０００千円 

 

○議案第４３号 令和３年度津市下水道事業会計予算 

《上下水道管理局》 

・業務の予定量 

   接続戸数                 ５７，２１７戸 

   年間総排水量           １４，０８９，０００ｍ3 

   １日平均排水量              ３８，６００ｍ3 

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             １０，８８６，１５９千円 

 営業収益            ３，７８３，８９８千円 

 営業外収益           ７，１０２，２５９千円 

 特別利益                    ２千円 

支 出              ９，７７１，１５０千円 

    営業費用            ８，５６６，０５７千円 

    営業外費用           １，２０２，４５０千円 

    特別損失                ２，６４３千円 

・資本的収入及び支出 

収 入              ７，７５０，２１７千円 



 

２３ 

    企業債             ４，９５１，３００千円 

    負担金               １０５，８２８千円 

    補助金             ２，６９３，０８９千円 

支 出             １０，８７２，４０７千円 

    建設改良費           ５，６７６，６６４千円 

    流域下水道建設負担金        １１８，０１２千円 

    企業債償還金          ５，０７７，７３１千円 

 

○議案第４４号 令和３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              ６０２，０００台 

   １日平均駐車台数              １，６８４台 

・収益的収入及び支出 

収 入                １７０，３３０千円 

営業収益              １６８，３４７千円 

営業外収益               １，９８３千円 

支 出                ２２７，４２１千円 

営業費用              ２２４，３７５千円 

営業外費用               ３，０４６千円 

・資本的収入及び支出 

  支 出                 ５０，１０１千円 

建設改良費               ３，３２３千円 

企業債償還金             １１，７８６千円 

他会計長期借入金償還金        ３４，９９２千円 

 

○議案第４５号 令和３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                  １８０日 

   年間舟券発売金         ４４，６５４，６００千円 

   １日平均舟券発売金          ２４８，０８１千円 



 

２４ 

   年間場間場外受託発売金     １１，６２４，０００千円 

   主な建設改良事業            競技棟等整備工事 

 ・収益的収入及び支出 

   収 入             ４６，８２３，０５２千円 

    営業収益           ４６，７４２，９３２千円 

    営業外収益              ８０，１２０千円 

支 出             ４４，５９４，８３９千円 

    営業費用           ４４，５２９，０５７千円 

    営業外費用              ６５，７８２千円 

・資本的収入及び支出 

  収 入                ４８６，４０８千円 

   基金繰入金             ４７１，４０８千円 

   補助金                １５，０００千円 

支 出                ６９９，５４４千円 

    建設改良費             ６９９，３２１千円 

    投資                    ２２３千円 

 

○議案第４６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 

 

 

※令和３年度当初予算の概要は、別添資料のとおり 

 

 

（追加予定） 

○人権擁護委員の候補者の推薦について（２件） 
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