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令和２年第１回浜松市議会定例会議案付託件目表 

（令和元年度関係） 

総務委員会 

第  １ 号議案 令和元年度浜松市一般会計補正予算（第６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１款 市税 

第２款 地方譲与税 

第３款 利子割交付金 

第４款 配当割交付金 

第５款 株式等譲渡所得割交付金 

第９款 自動車取得税交付金 

第10款 環境性能割交付金 

第12款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

第13款 地方特例交付金 

第18款 国庫支出金中 

第２項 国庫補助金中 

第１目 総務費国庫補助金中 

地方創生推進交付金 

防災・安全社会資本整備交付金 

外国人受入環境整備交付金 

社会保障・税番号制度システム整備費補助金 

第６目 土木費国庫補助金中 

学校施設環境改善交付金 

第３項 委託金中 

 第１目 総務費委託金中 

  参議院議員選挙費委託金 

  自治体行政スマートプロジェクト委託金 

第19款 県支出金中 

第２項 県補助金中 

第６目 土木費県補助金中 

緊急地震・津波対策等交付金 

地震・津波対策促進費交付金 

第７目 消防費県補助金中 

緊急地震・津波対策等交付金（防災） 

第３項 委託金中 

第１目 総務費委託金 

第７目 権限移譲事務交付金 

第20款 財産収入中 

第１項 財産運用収入中 

第１目 財産貸付収入 

第３目 基金運用収入中 

財政調整基金運用収入 



２ 

減債基金運用収入 

資産管理基金運用収入 

土地開発基金運用収入 

津波対策事業基金運用収入 

第21款 寄附金中 

第１項 寄附金中 

第６目 消防費寄附金 

第22款 繰入金中 

第１項 基金繰入金中 

第21目 津波対策事業基金繰入金 

第23款 繰越金 

第24款 諸収入中 

第６項 雑入中 

第４目 総務費雑入中 

公営企業納入金 

保険金収入 

広告収入 

その他収入 

第25款 市債中 

第１項 市債中 

第５目 土木債中 

公共施設長寿命化対策事業債 

公共施設ユニバーサルデザイン推進事業債 

歳出予算中 

第１款 議会費 

第２款 総務費中 

第１項 総務管理費 

第13目 ＵＤ・男女共同参画費 

第16目 市民協働推進費 

第17目 中山間地域振興費 

第18目 市民生活費 

第21目 旅券窓口費      を除く 

第12項 徴税費 

第14項 選挙費 

第16項 人事委員会費 

第17項 監査委員費 

第８款 土木費中 

第１項 土木管理費中 

 第１目 技術監理費 

 第３目 公共建築費 

第２項 道路橋りよう費中 

第３目 県債償還金負担金 

第９款 消防費中 

第４項 災害対策費 

第12款 公債費 

第２条（繰越明許費）中 

第８款 土木費中 

 第１項 土木管理費 

第９款 消防費 



３ 

第３条（債務負担行為の補正）中 

第１項中 

多言語通訳支援業務委託費 

クラウド基盤選定・導入支援業務委託費 

重要マスターファイル磁気テープ保管業務委託費 

共同利用サーバ保守運用支援業務委託費 

地域情報センター施設運転管理業務委託費 

第４条（地方債の補正） 

第  10 号議案 令和元年度浜松市公債管理特別会計補正予算（第１号） 



４ 

厚生保健委員会 

第  １ 号議案 令和元年度浜松市一般会計補正予算（第６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５目 教育費国庫負担金中 

義務教育費国庫負担金   を除く 

第２項 国庫補助金中 

第１目 総務費国庫補助金中 

生活保護運営対策事業費等補助金 

第２目 民生費国庫補助金 

第３目 衛生費国庫補助金中 

保健衛生施設等設備整備費補助金 

第８目 教育費国庫補助金中 

子ども・子育て支援交付金（幼児教育） 

幼稚園就園奨励費補助金 

幼児教育・保育無償化推進事業費補助金 

第３項 委託金中 

第３目 衛生費委託金 

第19款 県支出金中 

第１項 県負担金中 

第１目 民生費県負担金 

第６目 教育費県負担金中 

 施設等利用費負担金 

第２項 県補助金中 

第２目 民生費県補助金 

第３目 衛生費県補助金中 

 緊急地震・津波対策等交付金 

第８目 教育費県補助金中 

 子ども・子育て支援交付金 

第３項 委託金中 

第３目 衛生費委託金 

第20款 財産収入中 

第１項 財産運用収入中 

第３目 基金運用収入中 

友愛の福祉基金運用収入 

交通遺児等福祉事業等基金運用収入 

第22款 繰入金中 

第１項 基金繰入金中 

第11目 交通遺児等福祉事業等基金繰入金 

第12目 医療振興基金繰入金 

第２項 特別会計繰入金 

第24款 諸収入中 

 第３項 貸付金元利収入中 

  第２目 看護師等修学資金貸付金元利収入 



５ 

第６項 雑入中 

第５目 民生費雑入 

歳出予算中 

第３款 民生費 

第４款 衛生費中 

第１項 保健衛生費 

第４目 斎場費 

第５目 墓園費 を除く 

第２項 保健所費 

第10款 教育費中 

第５項 幼稚園費 

第２条（繰越明許費）中 

第３款 民生費 

第３条（債務負担行為の補正）中 

第１項中 

市立保育園遠足バス賃借料 

大気測定局機器保守点検業務委託費 

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

第  ４ 号議案 令和元年度浜松市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

第  11 号議案 令和元年度浜松市病院事業会計補正予算（第３号） 



６ 

環境経済委員会 

第  １ 号議案 令和元年度浜松市一般会計補正予算（第６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３目 衛生費国庫補助金中 

廃棄物処理施設整備事業費補助金 

第５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３目 衛生費県補助金中 

消費者行政強化促進事業費補助金 

第４目 農林水産業費県補助金 

第３項 委託金中 

第４目 農林水産業費委託金 

第20款 財産収入中 

第１項 財産運用収入中 

第３目 基金運用収入中 

一般廃棄物処理施設整備事業基金運用収入 

ふるさと・水と土基金運用収入 

森林環境基金運用収入 

商工業振興施設整備基金運用収入 

新エネルギー等活用推進基金運用収入 

観光施設整備基金運用収入 

第22款 繰入金中 

第１項 基金繰入金中 

第18目 商工業振興施設整備基金繰入金 

第24款 諸収入中 

第４項 受託事業収入 

第５項 収益事業収入 

第６項 雑入中 

第６目 衛生費雑入 

第８目 農林水産業費雑入 

第９目 商工費雑入 

第25款 市債中 

第１項 市債中 

第３目 衛生債中 

廃棄物処理施設整備事業債 

第４目 農林水産業債 

歳出予算中 

第４款 衛生費中 

第３項 清掃費 

〔第７目 浄化槽普及費〕を除く 

第４項 環境費 

第６項 と畜場・市場費 



７ 

第５款 労働費 

第６款 農林水産業費 

第７款 商工費 

第２条（繰越明許費）中 

 第４款 衛生費 

 第６款 農林水産業費 

 第７款 商工費 

 第11款 災害復旧費中 

  第１項 災害復旧費中 

   林業施設災害復旧事業（国庫補助事業） 

   林業施設災害復旧事業（単独事業） 

第３条（債務負担行為の補正）中 

 第１項中 

南清掃事業所清掃事業用薬品購入経費 

未来を拓く農林漁業育成事業費補助金 

 第２項中 

浜松土地改良区が県営水利施設整備事業等に対して負担する地元負担金の助

成（令和元年度設定分） 

浜名湖北部用水土地改良区が県営水利施設整備事業等に対して負担する地元

負担金の助成（令和元年度設定分） 

第  ５ 号議案 令和元年度浜松市と畜場・市場事業特別会計補正予算（第３号） 

第  ６ 号議案 令和元年度浜松市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第３号） 

第  ８ 号議案 令和元年度浜松市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第３号） 

第  20 号議案 市有財産処分について（第三都田地区工場用地１区画） 



８ 

建設消防委員会 

第  １ 号議案 令和元年度浜松市一般会計補正予算（第６号） 

第１条（歳入歳出予算の補正）中 

第２項中 

歳入予算中 

第16款 分担金及び負担金中 

第２項 負担金中 

第４目 土木費負担金 

第17款 使用料及び手数料中 

 第１項 使用料中 

  第７目 土木使用料 

第18款 国庫支出金中 

第２項 国庫補助金中 

第３目 衛生費国庫補助金中 

浄化槽設置事業費補助金 

第６目 土木費国庫補助金 

〔学校施設環境改善交付金〕を除く 

第７目 消防費国庫補助金 

第19款 県支出金中 

第１項 県負担金中 

第３目 土木費県負担金 

第２項 県補助金中 

第６目 土木費県補助金中 

 わが家の専門家診断事業費補助金 

 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 

 国土調査事業費補助金 

 広域河川改修事業費補助金 

第７目 消防費県補助金中 

緊急地震・津波対策等交付金（消防） 

第20款 財産収入中 

第１項 財産運用収入中 

第３目 基金運用収入中 

天竜浜名湖鉄道経営助成基金運用収入 

花と緑の基金運用収入 

第21款 寄附金中 

第１項 寄附金中 

第５目 土木費寄附金 

第22款 繰入金中 

第１項 基金繰入金中 

第３目 資産管理基金繰入金 

第20目 花と緑の基金繰入金 

第24款 諸収入中 

第３項 貸付金元利収入中 

第６目 保留床取得資金貸付金元金収入 

第６項 雑入中 

第11目 消防費雑入 

第25款 市債中 



９ 

第１項 市債中 

第３目 衛生債中 

浄化槽助成事業債 

第５目 土木債中 

都市計画事業債 

土木施設整備事業債 

第６目 消防債 

歳出予算中 

第４款 衛生費中 

第３項 清掃費中 

第７目 浄化槽普及費 

第５項 飲料水供給費 

第７項 公営企業会計支出金 

第８款 土木費 

第１項 土木管理費中 

第１目 技術監理費 

第３目 公共建築費 

第２項 道路橋りよう費中 

第３目 県債償還金負担金 を除く 

第９款 消防費 

〔第４項 災害対策費〕を除く 

第２条（繰越明許費）中 

 第８款 土木費 

〔第１項 土木管理費〕を除く 

 第11款 災害復旧費中 

  第１項 災害復旧費中 

   土木施設災害復旧事業（国庫補助事業） 

   土木施設災害復旧事業（単独事業） 

第３条（債務負担行為の補正）中 

 第１項中 

交通安全施設修繕業務委託費 

ＪＲ浜松駅前広場等清掃業務委託費 

アクト通り・アクアモール維持管理業務委託費 

道路情報システム設備保守点検業務委託費 

街路樹管理等業務委託費 

道路・河川排水路維持修繕業務委託費 

自転車等放置防止指導業務委託費 

自転車等保管所管理業務委託費 

公園巡視機動業務委託費 

公園緑地帯定期維持管理業務委託費 

動物園汚水処理施設維持管理業務委託費 

動物園飼料供給等業務委託費 

消防局・中消防署合同庁舎設備運転業務委託費 

 第２項中 

市道鴨江倉松線鴨江倉松跨線橋橋りょう修繕業務委託費 

第  ９ 号議案 令和元年度浜松市駐車場事業特別会計補正予算（第３号） 



１０ 

第  12 号議案 令和元年度浜松市水道事業会計補正予算（第４号） 

第  13 号議案 令和元年度浜松市下水道事業会計補正予算（第３号） 

第  16 号議案 浜松市手数料条例の一部改正について 

第  21 号議案 市道路線認定について 

第  22 号議案 市道路線廃止について 

第  23 号議案 市道路線変更について 

第  65 号議案 物品購入契約締結について（水槽付消防ポンプ自動車（Ⅱ型）２台） 



１１ 

市民文教委員会 

第  １ 号議案 令和元年度浜松市一般会計補正予算（第６号） 

第１条（歳入歳出予算の補正）中 

第２項中 

歳入予算中 

第16款 分担金及び負担金中 

第２項 負担金中 

第５目 教育費負担金 

第17款 使用料及び手数料中 

第１項 使用料中 

 第３目 衛生使用料 

 第９目 教育使用料 

第18款 国庫支出金中 

第１項 国庫負担金中 

第５目 教育費国庫負担金中 

 義務教育費国庫負担金 

第２項 国庫補助金中 

第１目 総務費国庫補助金中 

 特定防衛施設周辺整備費補助金 

 電源立地地域対策交付金 

 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業補助金 

 文化財保存費補助金 

第８目 教育費国庫補助金 

 子ども・子育て支援交付金（幼児教育） 

幼稚園就園奨励費補助金 

幼児教育・保育無償化推進事業費補助金 を除く 

第３項 委託金中 

第１目 総務費委託金中 

 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 

第５目 教育費委託金 

第19款 県支出金中 

第１項 県負担金中 

第６目 教育費県負担金中 

 高等学校就学支援金事務費負担金 

第２項 県補助金中 

第１目 総務費県補助金 

第８目 教育費県補助金中 

 放課後児童健全育成事業費補助金 

 静岡茶愛飲推進事業費補助金 

第20款 財産収入中 

第１項 財産運用収入中 

第３目 基金運用収入中 

過疎地域自立促進事業基金運用収入 

地域振興等基金運用収入 

ふるさと北遠振興基金運用収入 

旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業基金運用収入 

教育文化奨励基金運用収入 



１２ 

文化振興基金運用収入 

スポーツ施設整備基金運用収入 

社会教育振興基金運用収入 

国際児童年記念児童文庫基金運用収入 

美術館資料購入基金運用収入 

墓園基金運用収入 

学校教育振興基金運用収入 

第２項 財産売払収入 

第21款 寄附金中 

第１項 寄附金中 

第１目 総務費寄附金 

第22款 繰入金中 

第１項 基金繰入金中 

第５目 過疎地域自立促進事業基金繰入金 

第６目 地域振興等基金繰入金 

第７目 旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業基金繰入金 

第８目 教育文化奨励基金繰入金 

第13目 墓園基金繰入金 

第22目 学校教育振興基金繰入金 

第24款 諸収入中 

第１項 延滞金、加算金及び過料 

第６項 雑入中 

第４目 総務費雑入中 

収入印紙売りさばき収入 

日本スポーツ振興センター助成金 

芸術文化振興基金助成金 

市有財産損害金 

第12目 教育費雑入 

第25款 市債中 

第１項 市債中 

第１目 総務債 

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13目 ＵＤ・男女共同参画費 

第16目 市民協働推進費 

第17目 中山間地域振興費 

第18目 市民生活費 

第21目 旅券窓口費 

第２項 中区役所費 

第３項 東区役所費 

第４項 西区役所費 

第５項 南区役所費 

第６項 北区役所費 

第７項 浜北区役所費 

第８項 天竜区役所費 

第９項 文化振興費 
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第10項 スポーツ振興費 

第11項 生涯学習費 

第13項 戸籍住民基本台帳費 

第４款 衛生費中 

第１項 保健衛生費中 

第４目 斎場費 

第５目 墓園費 

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 

第10款 教育費 

第３条（債務負担行為の補正）中 

第１項中 

空気調和関連機器設備保守点検業務委託費 

南区役所庁舎総合管理業務委託費 

行政連絡文書配達業務委託費（北区・浜北区） 

図書館間図書等運搬業務委託費 

教育関係施設等文書連絡業務委託費 

教育関係施設可燃ごみ収集運搬業務委託費 

土曜日開設放課後児童会運営業務委託費 

泉小学校他３施設放課後児童会施設整備事業費 

プリンター用消耗品購入経費 

小学校授業用教材購入経費 

第２項中 

 可美小学校改築事業費 

 小中学校空調設備維持管理業務委託費 

第  ７ 号議案 令和元年度浜松市育英事業特別会計補正予算（第１号） 

第  14 号議案 浜松市墓園基金に関する条例の廃止について 

第  15 号議案 浜松市旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業基金に関する条例の廃止について 

第  17 号議案 工事請負契約の一部変更について（（仮称）浜松市市民音楽ホール新築工事（機

械設備工事）） 

第  18 号議案 工事請負契約の一部変更について（（仮称）浜松市市民音楽ホール新築工事（舞

台設備工事）） 

第  19 号議案 工事請負契約の一部変更について（（仮称）浜松市市民音楽ホール新築工事（電

気設備工事）） 

第  64 号議案 令和元年度浜松市一般会計補正予算（第７号） 


