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令和４年第３回浜松市議会定例会議案付託件目表 

総務委員会 

第   82 号議案 令和４年度浜松市一般会計補正予算（第４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13款 地方特例交付金 

第14款 地方交付税 

第18款 国庫支出金中 

 第２項 国庫補助金中 

  第１目 総務費国庫補助金 

  第２目 民生費国庫補助金中 

   新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  第３目 衛生費国庫補助金 

  第５目 農林水産業費国庫補助金 

  第９目 教育費国庫補助金中 

   新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

第21款 寄附金 

第23款 繰越金 

第25款 市債中 

            第１項 市債中 

第９目 臨時財政対策債 

          歳出予算中 

第２款 総務費中 

            第１項 総務管理費 

             第16目 市民協働推進費 

             第17目 中山間地域振興費  を除く 

           第12款 公債費 

第３条（債務負担行為の補正）中 

 第２項中 

  ふれあい交流センター湖南他２施設大規模改修事業費（ふれあい交流センタ

ー湖南、ふれあい交流センター江之島、緑化推進センター） 

第４条（地方債の補正） 

第   85 号議案 令和４年度浜松市公債管理特別会計補正予算（第１号） 

第   87 号議案 浜松市議会議員及び浜松市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙 

運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び浜松市議会議員及び浜松市長の

選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正について 

第   88 号議案 浜松市職員の定年等に関する条例等の一部改正等について 

第   89 号議案 浜松市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 



２ 

第   93 号議案 浜松市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について 

第   94 号議案 あらたに生じた土地の確認について 

第   95 号議案 字の区域の変更について 



３ 

厚生保健委員会 

第   82 号議案 令和４年度浜松市一般会計補正予算（第４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 

 第２項 国庫補助金中 

  第２目 民生費国庫補助金 

  〔新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金〕を除く 

第19款 県支出金中 

 第１項 県負担金 

 第２項 県補助金中 

  第３目 衛生費県補助金 

第24款 諸収入中 

 第６項 雑入中 

  第５目 民生費雑入 

第25款 市債中 

 第１項 市債中 

  第２目 民生債 

歳出予算中 

 第３款 民生費 

第４款 衛生費 

〔第３項 清掃費〕を除く 

第10款 教育費中 

 第５項 幼稚園費 

第３条（債務負担行為の補正）中 

 第２項中 

佐鳴台保育園移転新築工事費 

第   83 号議案 令和４年度浜松市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

第   91 号議案 浜松市民生委員の定数を定める条例の一部改正について 

第  104 号議案 令和３年度浜松市病院事業会計未処分利益剰余金の処分について 

認 第  １ 号 令和３年度浜松市病院事業会計決算 



４ 

環境経済委員会 

第   82 号議案 令和４年度浜松市一般会計補正予算（第４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６目 商工費国庫補助金 

第19款 県支出金中 

 第２項 県補助金中 

  第４目 農林水産業費県補助金 

第24款 諸収入中 

 第６項 雑入中 

  第６目 衛生費雑入 

 歳出予算中 

 第４款 衛生費中 

 第３項 清掃費 

第６款 農林水産業費 

第７款 商工費 

 第２条（繰越明許費）中 

 農業農村施設維持管理事業（揚排水施設・樋門維持管理事業） 

         中小事業者等グリーントランスフォーメーション支援事業 

第３条（債務負担行為の補正）中 

 第１項中 

  連絡ごみ処理手数料徴収業務委託費 

  未来を拓く農林漁業育成事業費補助金 

  スマート農業推進事業費補助金 

 第２項中 

  都田上土地改良区が非補助土地改良事業等に対して負担する地元負担金の助  

   成（令和４年度設定分） 

第   84 号議案 令和４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  107 号議案 令和４年度浜松市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第１号） 



５ 

建設消防委員会 

第   82 号議案 令和４年度浜松市一般会計補正予算（第４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７目 土木費国庫補助金 

第24款 諸収入中 

 第６項 雑入中 

  第２目 違約金及び延納利息 

第25款 市債中 

            第１項 市債中 

             第５目 土木債 

             第６目 消防債 

 歳出予算中 

 第８款 土木費 

 第９款 消防費 

第２条（繰越明許費） 

農業農村施設維持管理事業（揚排水施設・樋門維持管理事業） 

中小事業者等グリーントランスフォーメーション支援事業 

教職員住宅管理事業                    を除く 

第３条（債務負担行為の補正）中 

 第１項中 

国道152号（池島・大原区間）環境影響調査業務委託費 

県道舘山寺弁天島線中之島大橋ほか３橋橋りょう修繕工事費 

ポンプ場運転管理業務委託費 

第２項中 

  県道湖東和合線（西山工区）道路改良工事費 

第  86 号議案 令和４年度浜松市水道事業会計補正予算（第１号） 

第  90 号議案 浜松市手数料条例の一部改正について 

第  92 号議案 浜松市都市公園条例の一部改正について 

第  97 号議案 物品購入契約締結について（消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ｉ型ＣＡＦＳ）２台） 

第  98 号議案 物品購入契約締結について（支援車（Ⅱ型）） 

第   99 号議案 物品購入契約締結について（高規格救急自動車４台） 

第 100 号議案 物品購入契約締結について（小型動力ポンプ付積載車４台） 

第 101 号議案 市道路線認定について 



６ 

第 102 号議案 市道路線廃止について 

第 103 号議案 市道路線変更について 

第 105 号議案 令和３年度浜松市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

第 106 号議案 令和３年度浜松市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

第 108 号議案 製造請負契約締結について（新消防指令管制システム構築・運用保守業務） 

認 第  ２ 号 令和３年度浜松市水道事業会計決算

認 第  ３ 号 令和３年度浜松市下水道事業会計決算



７ 

市民文教委員会 

第   82 号議案 令和４年度浜松市一般会計補正予算（第４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 教育費国庫補助金中 

   子ども・子育て支援交付金（教育） 

第19款 県支出金中 

 第２項 県補助金中 

  第８目 教育費県補助金 

第25款 市債中 

 第１項 市債中 

  第７目 教育債 

          歳出予算中 

第２款 総務費中 

 第１項 総務管理費中 

  第16目 市民協働推進費 

  第17目 中山間地域振興費 

第11項 生涯学習費 

第13項 戸籍住民基本台帳費 

第10款 教育費 

〔第５項 幼稚園費〕を除く 

第２条（繰越明許費）中 

 教職員住宅管理事業 

 第３条（債務負担行為の補正）中 

 第１項中 

 アクトシティ浜松ガラスアーケード改修工事及び動く歩道撤去工事費 

 いじめ相談等業務委託費 

          学校給食調理等業務委託費（令和４年度設定分） 

 第２項中 

          天竜体育館大規模改修事業費 

          入野小学校プールろ過機改修事業費 

          引佐学校給食センター空調設備更新工事費 

         第３項 

第   96 号議案 物品購入契約締結について（消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）２台） 


