
令和２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   90 号議案 令和２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 議会費国庫補助金 

  第２目 総務費国庫補助金中 

   新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  第９目 消防費国庫補助金 

第23款 繰越金 

第24款 諸収入 

第25款 市債中 

            第１項 市債中 

第８目 臨時財政対策債 

          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16目 市民協働推進費〕を除く 

            第12項 徴税費 

第８款 土木費中 

第１項 土木管理費 

第９款 消防費 

第２条（繰越明許費）中 

 公共建築物耐震化推進事業 

第３条（債務負担行為の補正）中 

 住民情報システムクラウド環境移行業務委託費 

市税スマートフォン決済収納業務委託費 

第４条（地方債の補正） 

第   95 号議案 浜松市新型コロナウイルス感染症対策基金に関する条例の一部改正について 

第   97 号議案 浜松市税外収入金の延滞金に関する条例及び浜松市公共下水道事業受益者負担

に関する条例の一部改正について 



厚生保健委員会 

第   90 号議案 令和２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 国庫負担金中 

  第２目 民生費国庫負担金 

  第３目 衛生費国庫負担金 

 第２項 国庫補助金中 

  第３目 民生費国庫補助金 

  第４目 衛生費国庫補助金 

  第10目 教育費国庫補助金中 

教育支援体制整備事業費交付金 

幼児教育・保育無償化推進事業費補助金 

第19款 県支出金中 

 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 

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 

 医療的ケア児等支援業務委託費 

第   91 号議案 令和２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   92 号議案 令和２年度浜松市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

第   93 号議案 令和２年度浜松市病院事業会計補正予算（第３号） 

第   98 号議案 浜松市福祉事務所設置条例の一部改正について 

第  108 号議案 令和元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 令和元年度浜松市病院事業会計決算 



環境経済委員会 

第   90 号議案 令和２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５目 労働費国庫補助金 

  第６目 農林水産業費国庫補助金 

  第７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９目 災害復旧費県補助金 

第25款 市債中 

            第１項 市債中 

             第７目 災害復旧債中 

農林水産施設災害復旧債 

 歳出予算中 

 第４款 衛生費中 

第３項 清掃費 

第５款 労働費 

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 

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３条（債務負担行為の補正）中 

 路上死亡動物回収業務委託費 

連絡ごみ受付センター運営維持管理業務委託費（令和２年度設定分） 

連絡ごみ受付センターＬＩＮＥ受付業務委託費 

連絡ごみ処理手数料徴収業務委託費 

特定品目中間処理業務委託費 

特定品目中間処理機リース料 

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   99 号議案 浜松市新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業基金に関する条例の

制定について 



建設消防委員会 

第   90 号議案 令和２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５目 土木債 

             第７目 災害復旧債中 

              土木施設災害復旧債 

 歳出予算中 

 第８款 土木費中 

 第２項 道路橋りよう費 

第３項 河川費 

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） 

文化財施設公開事業（鈴木家住宅維持管理事業） 

 公共建築物耐震化推進事業          を除く 

第３条（債務負担行為の補正）中 

国道152号（池島・大原区間）環境影響調査業務委託費 

舗装定期点検業務委託費 

県道舘山寺弁天島線中之島大橋橋りょう修繕工事費 

県道舘山寺弁天島線天津橋橋りょう修繕工事費 

県道舘山寺弁天島線明月橋橋りょう修繕工事費 

県道舘山寺弁天島線通橋側道橋１橋りょう修繕工事費 

県道舘山寺弁天島線通橋側道橋２橋りょう修繕工事費 

県道舘山寺弁天島線村櫛橋橋りょう修繕工事費 

市道舞阪千鳥乙女中央幹線観月橋橋りょう修繕工事費 

市道舞阪千鳥乙女中央幹線朝日橋橋りょう修繕工事費 

市道舞阪弁天渚園幹線渚橋橋りょう修繕工事費 

市道舞阪弁天島浜表幹線記念橋橋りょう修繕工事費 

県道浜名湖周遊自転車道線３号橋橋りょう修繕工事費 

市道中田島松島線江之島新橋橋りょう修繕工事費 

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 

鉄道施設耐震対策事業費補助金 

第  94 号議案 令和２年度浜松市下水道事業会計補正予算（第１号） 

第 101 号議案 物品購入契約締結について（屈折放水塔付消防ポンプ自動車） 

第 102 号議案 物品購入契約締結について（災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車（Ｉ－Ｂ型

ＣＡＦＳ）） 

第 103 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） 



第 105 号議案 市道路線認定について 

第 106 号議案 市道路線廃止について 

第 107 号議案 市道路線変更について 

第 109 号議案 令和元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 110 号議案 令和元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 

認 第  ２ 号 令和元年度浜松市水道事業会計決算

認 第  ３ 号 令和元年度浜松市下水道事業会計決算



市民文教委員会 

第   90 号議案 令和２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 国庫負担金中 

  第５目 教育費国庫負担金 

 第２項 国庫補助金中 

  第２目 総務費国庫補助金中 

社会保障・税番号制度システム整備費補助金 

  第10目 教育費国庫補助金中 

   補習指導員等派遣事業費補助金 

   公立学校情報機器整備費補助金 

   新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

   学校保健特別対策事業費補助金 

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 

          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２項 中区役所費 

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10款 教育費 

〔第５項 幼稚園費〕を除く 

 第２条（繰越明許費）中 

文化財施設公開事業（鈴木家住宅維持管理事業） 

第３条（債務負担行為の補正）中 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ブラジル選手団事前合宿受入

事業費 

江之島アーチェリー場整備事業費 

可新図書館空調設備改修事業費 

放課後児童会運営業務委託費 

外国語指導助手派遣業務委託費 

可美小学校校舎空調設備リース料 

神久呂小学校校舎空調設備整備事業費 

西部中学校校舎空調設備整備事業費 

学校給食調理等業務委託費（令和２年度設定分） 

第   96 号議案 浜松市手数料条例の一部改正について 

第 100 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） 

第  104 号議案 指定管理者の指定について（浜松市市民音楽ホール） 


