
平成２３年第１回（３月）定例会付議事件一覧 
会期 31 日間（2月 28 日～3月 30 日） 

                                                      №１ 
事件番号 件             名 付託委員会 議決年月日 議決結果 

報告第１号
専決処分の承認を求めることについて（平成 22 年度宮津市一般会計補正

予算(第 4号)） 
付 託 省 略 23. 2.28 承  認 

議第 １号 平成 23 年度宮津市一般会計予算 分 割 付 託 23. 3.30 原案可決 

議第 ２号 平成 23 年度宮津市土地建物造成事業特別会計予算 総務文教委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 ３号 平成 23 年度宮津市国民健康保険事業特別会計予算 総務文教委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 ４号 平成 23 年度宮津市後期高齢者医療特別会計予算 総務文教委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 ５号 平成 23 年度宮津市介護保険事業特別会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 ６号 平成 23 年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 ７号 平成 23 年度宮津市簡易水道事業特別会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 ８号 平成 23 年度宮津市下水道事業特別会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 ９号 平成 23 年度宮津市休日応急診療所事業特別会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 10 号 平成 23 年度宮津市上宮津財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

                                         



 №２ 

事件番号 件             名 付託委員会 議決年月日 議決結果 

議第 11 号 平成 23 年度宮津市由良財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 12 号 平成 23 年度宮津市栗田財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 13 号 平成 23 年度宮津市吉津財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 14 号 平成 23 年度宮津市世屋財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 15 号 平成 23 年度宮津市養老財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 16 号 平成 23 年度宮津市日ヶ谷財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 17 号 平成 23 年度宮津市水道事業会計予算 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 18 号 財産区管理会委員の選任について 付 託 省 略 23. 2.28 同  意 

議第 19 号 みやづビジョン 2011 を定めることについて 
宮津市基本構想調査 
等特別委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 20 号 小田辺地及び波見辺地に係る公共的施設総合整備計画について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 21 号 
宮津市、伊根町及び与謝野町障害者介護給付費等支給認定審査会共同設

置規約の変更について 
産業建設福祉委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 22 号 財産の無償譲渡について 産業建設福祉委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 23 号 伊根町と宮津市との間の消費生活相談等に係る事務の委託について 産業建設福祉委員会 23. 3.16 原案可決 



                                                         №３ 

事件番号 件             名 付託委員会 議決年月日 議決結果 

議第 24 号 与謝野町と宮津市との間の消費生活相談等に係る事務の委託について 産業建設福祉委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 25 号 土地改良事業の計画変更について 産業建設福祉委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 26 号 市道路線の認定について 産業建設福祉委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 27 号 市道路線の変更について 産業建設福祉委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 28 号 宮津市犯罪被害者等支援条例の制定について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 29 号 宮津市人材育成基金条例の制定について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 30 号 宮津市室設置条例の一部改正について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 31 号 宮津市職員定数条例の一部改正について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 32 号 宮津市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 33 号 宮津市の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
の一部改正について 

総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 34 号 宮津市一般職職員の給与に関する条例等の一部改正について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 35 号 宮津市消防団条例の一部改正について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

 



№４ 

事件番号 件             名 付託委員会 議決年月日 議決結果 

議第 36 号 宮津市過疎地域自立促進特別事業基金条例の制定について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 37 号 宮津市土地開発基金条例の一部改正について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 38 号 宮津市物品調達基金条例の廃止について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 39 号 
宮津市国民健康保険高額療養費貸付基金条例及び宮津市国民健康保険出

産費貸付基金条例の廃止について 
総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 40 号 宮津市国民健康保険条例の一部改正について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 41 号 宮津市国民健康保険税条例の一部改正について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 42 号 
宮津市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦

覧等の手続に関する条例の一部改正について 
総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 43 号 宮津市福祉基金条例の制定について 産業建設福祉委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 44 号 宮津市児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 産業建設福祉委員会 23. 3.30 原案可決 

議第 45 号 宮津市雇用創出推進基金条例の廃止について 産業建設福祉委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 46 号 
宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部改正について 
総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 47 号 宮津市社会教育活用施設条例の廃止について 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

 
 



№５ 

事件番号 件             名 付託委員会 議決年月日 議決結果 

議第 48 号 平成 22 年度宮津市一般会計補正予算（第５号） 分 割 付 託 23. 3.30 原案可決 

議第 49 号 平成 22 年度宮津市土地建物造成事業特別会計補正予算（第２号） 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 50 号 平成 22 年度宮津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 51 号 平成 22 年度宮津市老人保健医療特別会計補正予算（第２号） 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 52 号 平成 22 年度宮津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 総務文教委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 53 号 平成 22 年度宮津市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 産業建設福祉委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 54 号 平成 22 年度宮津市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 産業建設福祉委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 55 号 平成 22 年度宮津市水道事業会計補正予算（第１号） 産業建設福祉委員会 23. 3.16 原案可決 

議第 56 号 平成 22 年度宮津市一般会計補正予算（第６号） 付 託 省 略 23. 3.30 原案可決 

議第 57 号 平成 22 年度宮津市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 付 託 省 略 23. 3.30 原案可決 

請願第１号 島崎児童館の存続を求めることに関する請願書 産業建設福祉委員会 23. 3.30 みなし不採択 

市議第１号 北近畿タンゴ鉄道への経営支援並びに存続に関する意見書（案） 付 託 省 略 23. 3.30 原案可決 

 



№６ 

事件番号 件             名 付託委員会 議決年月日 議決結果 

市議第２号 速やかに取調べの可視化（取調べ全過程の録画）の実現を推進する意見
書（案） 

付 託 省 略 23. 3.30 原案可決 

市議第３号 
宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いて 
付 託 省 略 23. 3.30 原案可決 

市議第４号 宮津市議会委員会条例の一部改正について 付 託 省 略 23. 3.30 原案可決 

 
常任委員会、議会運営委員会並びに特別委員会の審査及び調査を閉会中

も継続するの件 
 23. 3.30 可  決 

     

     

     

     

     

     

     

     

 


