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令和３年第４回浜松市議会定例会議案付託件目表 

 

総務委員会 

第  113 号議案 令和３年度浜松市一般会計補正予算（第５号） 

 第１条（歳入歳出予算の補正）中 

 第１項 

 第２項中 

 歳入予算中 

第23款 繰越金 

          歳出予算中 

           第２款 総務費中 

            第１項 総務管理費 

第３条（債務負担行為の補正）中 

市議会タブレット型端末リース料 

市議会だより発行事業費 

市長・副市長公用車運転管理業務委託費 

広報はままつ発行事業費 

ラジオ・テレビ番組制作及び放送事業費 

ケーブルテレビ広報番組制作業務委託費 

文書送達業務委託費 

ドキュメントセンター業務委託費 

本庁舎・元目分庁舎・鴨江分庁舎設備運転保守管理業務委託費 

業務改善プラットフォーム導入事業費 

番号系端末配備事業費 

市税の口座振替、還付振込及び領収済通知書入力データ作成業務委託費 

浜名協働センター附設体育館外７施設長寿命化改修事業費 

第４条（地方債の補正） 

 

第  120 号議案 浜松市個人情報保護条例の一部改正について 

 

第  121 号議案 浜松市税条例の一部改正について 

 

第  126 号議案 浜松市市民栄誉賞条例の制定について 

 

第  127 号議案 当せん金付証票の発売について 

 

第  129 号議案 指定管理者の指定について（浜松市防災学習センター） 

 

第  144 号議案 浜松市議会の議員に対する議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一

部改正について 

 

第  145 号議案 浜松市特別職の給与に関する条例の一部改正について 

 

第  146 号議案 浜松市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 



 

２ 

 

厚生保健委員会 

第  113 号議案 令和３年度浜松市一般会計補正予算（第５号） 

 第１条（歳入歳出予算の補正）中 

 第２項中 

 歳入予算中 

第18款 国庫支出金中 

 第１項 国庫負担金中 

  第３目 衛生費国庫負担金 

 第２項 国庫補助金中 

  第２目 民生費国庫補助金 

  第３目 衛生費国庫補助金 

第19款 県支出金 

歳出予算中 

 第３款 民生費 

第４款 衛生費 

第３条（債務負担行為の補正）中 

生活困窮者自立支援業務委託費 

生活困窮者一時生活支援業務委託費 

ふれあい交流センター竜西他１施設浴室改修事業費（ふれあい交流センター

竜西、ふれあい交流センター萩原） 

こどもシステム構築業務委託費 

はままつ子育てガイド発行業務委託費 

学習支援業務委託費 

保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金 

保育所等巡回支援業務委託費 

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証等作成及び封入封緘業務委託費 
 

第  114 号議案 令和３年度浜松市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

第  115 号議案 令和３年度浜松市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

第  123 号議案 浜松市福祉交流センター条例の一部改正について 

 

第  128 号議案 養護老人ホームとよおか管理組合の解散について 

 

第  134 号議案 指定管理者の指定について（浜松市春野福祉センター） 

 

第  135 号議案 指定管理者の指定について（浜松市根洗学園） 



 

３ 

 

環境経済委員会 

第  113 号議案 令和３年度浜松市一般会計補正予算（第５号） 

 第１条（歳入歳出予算の補正）中 

 第２項中 

 歳入予算中 

第22款 繰入金 

第24款 諸収入 

第25款 市債中 

 第１項 市債中 

  第８目 災害復旧債中 

   農林水産施設災害復旧債 

 歳出予算中 

第７款 商工費 

第11款 災害復旧費中 

 第１項 災害復旧費中 

  第１目 林業施設災害復旧費 

  第２目 農地・農業用施設災害復旧費 

 第２条（繰越明許費）中 

林道等整備事業（林道維持補修事業） 

農地・農業用施設災害復旧事業（単独事業） 

第３条（債務負担行為の補正）中 

みどりのリサイクル推進業務委託費 

清掃事業用重金属固定剤購入経費 

引佐最終処分場浸出水処理施設運転管理業務委託費 

浜北環境センター浸出水処理施設運転管理業務委託費 

新卒者向けＵＩＪターン就職促進業務委託費 

高齢者雇用促進・就労支援事業業務委託費 

勤労会館給水配管改修等事業費 

海外ビジネスサポートデスク業務委託費 

浜松イノベーションキューブ・インキュベーションマネージャー業務委託費 

観光インフォメーションセンター管理運営業務委託費 

ふるさと納税返礼品調達及び配送業務委託費 

実証実験サポート事業業務委託費 

天竜トライアルオフィス運営事業費 

 

第  116 号議案 令和３年度浜松市と畜場・市場事業特別会計補正予算（第１号） 

 

第  117 号議案 令和３年度浜松市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） 

 

第  124 号議案 浜松市総合産業展示館条例の一部改正について 

 

第  136 号議案 指定管理者の指定について（浜松市新川モール） 



 

４ 

 

建設消防委員会 

第  113 号議案 令和３年度浜松市一般会計補正予算（第５号） 

 第１条（歳入歳出予算の補正）中 

 第２項中 

 歳入予算中 

第18款 国庫支出金中 

 第１項 国庫負担金中 

  第６目 災害復旧費国庫負担金 

第25款 市債中 

 第１項 市債中 

  第８目 災害復旧債中 

   土木施設災害復旧債 

 歳出予算中 

 第８款 土木費 

 第11款 災害復旧費中 

            第１項 災害復旧費中 

             第３目 土木施設災害復旧費 

第２条（繰越明許費） 

基地周辺整備事業 

林道等整備事業（林道維持補修事業） 

農地・農業用施設災害復旧事業（単独事業） 

文教施設災害復旧事業（国庫補助事業）  を除く 

第３条（債務負担行為の補正）中 

横断歩道橋修繕工事費 

交通安全施設整備・修繕事業費（国交付金事業） 

交通安全施設整備・修繕事業費（単独事業） 

市道細江11号線外１線橋りょう上部工工事費 

地元要望道路用地取得町別単価表作成事業費 

県道細江浜北線（雷神橋）橋りょう上部工工事費 

道路新設改良事業費（単独事業） 

県道浜北三ヶ日線岡本橋外５橋橋りょう定期点検業務委託費 

橋りょう長寿命化修繕設計業務委託費 

トンネル長寿命化修繕工事費 

国道362号本坂トンネル外２箇所照明設備更新工事費 

舗装長寿命化修繕事業費 

道路維持修繕事業費（単独事業） 

道路防災事業費（単独事業） 

橋りょう耐震補強設計業務委託費 

道路構造物点検データ入力業務委託費 

普通河川西中瀬川河川改良工事費 

普通河川和地山２号排水路河川改良工事費 

浜松城公園電気幹線増設等工事設計業務委託費 

つつじヶ丘団地Ａ棟外２棟解体工事費 

消防ヘリコプター定期耐空証明検査費 

水防団活動服更新経費 

 



 

５ 

 

第  118 号議案 令和３年度浜松市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

第  119 号議案 令和３年度浜松市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

第  122 号議案 浜松市手数料条例の一部改正について 

 

第  125 号議案 浜松市水防団条例及び浜松市消防団に関する条例の一部改正について 

 

第  137 号議案 指定管理者の指定について（遠州灘海浜公園（白羽地区、中田島中地区、江之島

地区）） 

第  138 号議案 指定管理者の指定について（雄踏総合公園、浜松市舞阪表浜公園） 

 

第  139 号議案 指定管理者の指定について（緑化推進センター） 



 

６ 

 

市民文教委員会 

第  113 号議案 令和３年度浜松市一般会計補正予算（第５号） 

 第１条（歳入歳出予算の補正）中 

 第２項中 

          歳入予算中 

第18款 国庫支出金中 

 第２項 国庫補助金中 

  第９目 教育費国庫補助金 

第21款 寄付金 

          歳出予算中 

第２款 総務費中 

 第８項 天竜区役所費 

 第11項 生涯学習費 

第10款 教育費 

 第２条（繰越明許費）中 

基地周辺整備事業 

文教施設災害復旧事業（国庫補助事業） 

第３条（債務負担行為の補正）中 

ＤＶ相談支援センター電話相談業務委託費 

和地協働センター駐車場整備設計等業務委託費 

浜松山里いきいき応援隊活動事業費 

市民提案による住みよい地域づくり助成事業費補助金 

なゆた・浜北設備更新工事費負担金 

地域活性化支援人材受入事業費負担金 

美術館企画展開催事業費 

斎場再整備事業にかかるアドバイザリー業務委託費 

通園・通学バス等運行業務委託費 

外国人子供教育支援推進業務委託費 

学校ネットパトロール等業務委託費 

校外適応指導教室運営業務委託費 

コピー用紙購入経費 

給食用ＬＰガス購入経費 

小中学校空調設備維持管理業務委託費（令和３年度設定分） 

大瀬小学校バリアフリー化設計調査業務委託費 

小中学校受変電設備更新事業費 

小中学校管理諸室等空調設備更新工事費 

市立高校体育館照明ＬＥＤ化工事費 

春野学校給食センター空調設備更新工事費 

学校給食費決定通知書等作成及び封入封緘業務委託費 

 

第  130 号議案 指定管理者の指定について（浜松市市民協働センター） 

 

第  131 号議案 指定管理者の指定について（アクトシティ浜松、浜松市楽器博物館） 

 

第  132 号議案 指定管理者の指定について（浜松市天竜庭球場ほか２施設） 

 



 

７ 

 

第  133 号議案 指定管理者の指定について（浜松市天竜壬生ホール） 

 

第  140 号議案 指定管理者の指定について（浜松市立西図書館） 

 

第  141 号議案 指定管理者の指定について（浜松市立積志図書館） 

 

第  142 号議案 指定管理者の指定について（浜松市立浜北図書館） 

 

第  143 号議案 指定管理者の指定について（浜松市秋野不矩美術館） 

 

第  147 号議案 浜松市教育職員の給与に関する条例の一部改正について 


