
令和３年第１回（３月）定例会付議事件一覧 

会期 34日間（ 2月 24日～ 3月 29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（令和２年度宮津市一般会計補正予

算（第 10号）） 
付 託 省 略 ３.２.24 承  認 

報告第 2号 
専決処分の承認を求めることについて（令和２年度宮津市一般会計補正予

算（第 11号）） 
付 託 省 略 ３.２.24 承  認 

議第  1 号 令和３年度宮津市一般会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第  2 号 令和３年度宮津市土地建物造成事業特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第  3 号 令和３年度宮津市国民健康保険事業特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第  4 号 令和３年度宮津市後期高齢者医療特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第  5 号 令和３年度宮津市介護保険事業特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第  6 号 令和３年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第  7 号 令和３年度宮津市休日応急診療所事業特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第  8 号 令和３年度宮津市上宮津財産区特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第  9 号 令和３年度宮津市由良財産区特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 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 10 号 令和３年度宮津市栗田財産区特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 11 号 令和３年度宮津市吉津財産区特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 12 号 令和３年度宮津市世屋財産区特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 13 号 令和３年度宮津市養老財産区特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 14 号 令和３年度宮津市日ヶ谷財産区特別会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 15 号 令和３年度宮津市水道事業会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 16 号 令和３年度宮津市下水道事業会計予算 予算決算委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 17 号 財産区管理委員の選任について 付 託 省 略 ３.２.24 同  意 

議第 18 号 宮津市第２期行財政運営指針を定めることについて 総務文教委員会 ３.３.29 修正可決 

議第 19 号 
宮津運動公園、宮津市民体育館、みやづ歴史の館及び宮津市中央公民館の

指定管理者の指定について 
総務文教委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 20 号 宮津市Ｂ＆Ｇ海洋センターの指定管理者の指定について 総務文教委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 21 号 宮津市デイサービスセンターはまなす苑の指定管理者の指定について 産業建設福祉委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 22 号 宮津市林業振興センターの指定管理者の指定について 産業建設福祉委員会 ３.３.18 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 23 号 宮津市海洋つり場の指定管理者の指定について 産業建設福祉委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 24 号 重要文化財旧三上家住宅の指定管理者の指定について 総務文教委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 25 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 ３.３.29 原案可決 

議第 26 号 
宮津市長及び副市長の給与に関する条例及び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 ３.３.29 原案可決 

議第 27 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 ３.３.29 原案可決 

議第 28 号 宮津市まち・ひと・しごと創生基金条例の制定について 総務文教委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 29 号 宮津市未来を担う人財応援奨学金基金条例の制定について 総務文教委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 30 号 宮津市未来を担う人財応援奨学金の貸与に関する条例の制定について 総務文教委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 31 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 ３.３.29 原案可決 

議第 32 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 ３.３.29 原案可決 

議第 33号 宮津市保育所条例の一部改正について 産業建設福祉委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 34号 
宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関す

る条例の一部改正について 
産業建設福祉委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 35号 宮津市介護保険条例の一部改正について 産業建設福祉委員会 ３.３.29 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 宮津市営駐車場条例の一部改正について 産業建設福祉委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 37号 
宮津市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給基金条例の制定につ

いて 
産業建設福祉委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 38号 宮津都市計画事業中町通地区土地区画整理事業施行規程の廃止について 産業建設福祉委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 39号 宮津市学校給食費徴収条例の一部改正について 総務文教委員会 ３.３.29 原案可決 

議第 40号 令和２年度宮津市一般会計補正予算（第 12号） 予算決算委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 41号 令和２年度宮津市休日応急診療所事業特別会計補正予算（第１号） 予算決算委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 42号 令和２年度宮津市水道事業会計補正予算（第４号） 予算決算委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 43号 令和２年度宮津市下水道事業会計補正予算（第３号） 予算決算委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 44号 財産の無償譲渡について 総務文教委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 45号 宮津市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について 総務文教委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 46号 宮津市部設置条例の一部改正について 総務文教委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 47号 令和２年度宮津市一般会計補正予算（第 13号） 予算決算委員会 ３.３.18 原案可決 

議第 48号 第７次宮津市総合計画を定めることについて 
新宮津市総合計画

等調査特別委員会 
３.３.29 継続審査 



№5 

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

議第 49号 令和２年度宮津市一般会計補正予算（第 14号） 付 託 省 略 ３.３.29 原案可決 

市議第 1号 新型コロナウイルスのワクチン接種に関する意見書（案） 付 託 省 略 ３.３.29 原案可決 

市議第 2号 宮津市議会会議規則の一部改正について 付 託 省 略 ３.３.29 原案可決 

 議席の一部変更の件  ３.２.24 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 
 ３.３.29 可  決 

     

     

     

     

     

     

     

     


