
第２回	今	治	市	議	会	定	例	会	委	員	会	付	託	表

（平成２６年３月６日）

付				託

委員会名

総　　務 議案			4 	平成25年度　今治市一般会計補正予算の中

	歳入全款

	歳出２款		総　務		費

	　　　１項　総務管理費

	　　　　１目　一般管理費

	　　　　５目　財産管理費

	　　８款		土　木		費

	　　　１項　土木管理費

　　	９款　消　防　費

	第２表　繰越明許費補正の内

	　　９款　消　防　費

	第４表　地方債補正

	〃			10 	今治市行政組織条例の一部を改正する条例制定について

	〃			11 	今治市基金条例の一部を改正する条例制定について

付				託

委員会名

教育厚生 議案			4 	平成25年度　今治市一般会計補正予算の中

	歳出２款		総　務		費

	　　　１項　総務管理費

	　　　　12目　イベント推進費

	　　３款		民　生　費

　　	10款　教　育　費

	第２表　繰越明許費補正の内

	　　３款		民　生　費

	　　10款　教　育　費

	〃				8 	平成25年度　今治市国民健康保険特別会計補正予算

	〃				9 	平成25年度　今治市介護保険特別会計補正予算

	〃			12 	吉海中学校校舎耐震補強及び改修工事の内建家その他工事請負契約の締結

	について

	〃			13 	上浦中学校校舎耐震補強及び改修工事の内建家その他工事請負契約の締結

	について

事件番号 件																							名

件																							名事件番号



付				託

委員会名

産業環境 議案			4 	平成25年度　今治市一般会計補正予算の中

	歳出６款		農林水産業費

	　　８款		土		木		費

　　　	４項　港　湾　費

　　　	５項　都市計画費

	　　　　７目　下水道費

	　　11款		災害復旧費

	第２表　繰越明許費補正の内

	　　４款		衛　生　費

							２項　清　掃　費

	　　６款		農林水産業費

	　　７款　商　工　費

	　　11款		災害復旧費

　　　	１項　農林水産施設災害復旧費

	〃				5 	平成25年度　今治市港湾事業特別会計補正予算

	〃				6 	平成25年度　今治市下水道事業特別会計補正予算

	〃				7 	平成25年度　今治市小規模下水道特別会計補正予算

	〃			14 	今治市下水浄化センター改築工事の委託の変更について

	〃			15 	今治市桜井排水ポンプ場改築工事の委託の変更について

	〃			16 	市営土地改良事業の施行の変更について（孫兵衛作地区）

	〃			17 	港湾事業特別会計への繰入額の変更について（平成25年度）

事件番号 件																							名



付				託

委員会名

建設水道 議案			4 	平成25年度　今治市一般会計補正予算の中

	歳出８款		土		木		費

　　　	２項　道路橋りょう費

　　　	５項　都市計画費

　　　　	６目　街路事業費

	第２表　繰越明許費補正の内

	　　４款		衛　生　費

	　　　３項　上水道費

	　　８款		土　木　費

	　　11款		災害復旧費

　　　	２項　土木施設災害復旧費

付				託

委員会名

地域振興 議案			4 	平成25年度　今治市一般会計補正予算の中

対	策	等 	歳出８款		土　木		費

特　　別 　　　	５項　都市計画費

　　　　	３目　みなと再生事業費

	第３表　債務負担行為補正

事件番号 件																							名

事件番号 件																							名



第２回	今	治	市	議	会	定	例	会	委	員	会	付	託	表

																										（平成２６年３月１４日）

付				託

委員会名

総　　務 議案		18 	平成26年度　今治市一般会計予算の中

	歳入全款

	歳出１款		議　会		費

　　	２款		総　務		費

　　　	１項　総務管理費

　　　　	１目　一般管理費

　　　　	２目　文書広報費

　　　　	３目　財政管理費

　　　　	４目　会計管理費

　　　　	５目　財産管理費

　　　　	７目　企　画　費

　　　　	８目　支　所　費

　　　　	11目　公平委員会費

　　　　	12目　国体推進費

　　　　	13目　総務諸費

　　　	　　	9節　旅費

　　　　	　11節　需用費

　　　　	　19節　負担金補助及び交付金の内

　　　　　	　　	　	県防衛協会　　　　　　　														30

　　　　　　	　　		水源対策費（水道事業会計）									1,260　　	

　　　　　	23節　償還金利子及び割引料

　　　	２項　徴　税　費

　　　	４項　選　挙　費

　　　	５項　統計調査費

　　　	６項　監査委員費

　　	８款		土　木		費

　　　	１項　土木管理費

　　　　	２目　土地開発基金費

　　	９款		消　防		費

　　	12款		公　債		費

　　	13款		予　備		費

	第２表　債務負担行為の内

	　　　　　内部事務システム構築業務委託

		　　　　	総合計画策定業務委託

	第３表　地		方		債

	第４条　一時借入金

	第５条　歳出予算の流用

	〃			20 	平成26年度　今治市有線テレビ放送事業特別会計予算

	〃			38 	今治市消防長及び消防署長の資格の基準を定める条例制定について

	〃			39 	今治市執行機関の附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について

	〃			40 	今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

	〃			41 	今治市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について

	〃			42 	消費税法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について

	〃			58 	今治市新市建設計画の変更について

請願		12 	「特定秘密保護法の廃止を求める意見書」の提出を求める要望について

	〃			14 	住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める意見書提出

	の要望について

陳情　10 	伊方原発の再稼働を認めないよう国に求める意見書提出の要望について

事件番号 件																							名



付				託

委員会名

教育厚生 議案		18 	平成26年度　今治市一般会計予算の中

	歳出２款		総　務		費

　　　	１項　総務管理費

　　　　	６目　交通安全対策費

　　　　	９目　地区住民センター費

　　　　	10目　コミュニティ事業費

　　　	３項　戸籍住民基本台帳費

					３款		民　生		費

　　	４款　衛　生　費

　　　	１項　保健衛生費

									１目　保健衛生総務費

	　　　　２目　予　防　費

									３目　保健センター費

	　　　　７目　湯ノ浦温泉管理費

	　　　　８目　多目的温泉保養館管理費

		　　　	９目　診療所費

　　	10款　教　育　費

	第２表　債務負担行為の内

	　　　　　市民活動センター指定管理料（平成24年度その２）

	　　　　　障害者福祉センターのぞみ苑指定管理料（平成26年度）

　　　　　	さざなみ園指定管理料（平成26年度）

	　　　　　福祉センター指定管理料（平成24年度その２）

	　　　　　富田保育所整備事業

　　　　　	乃万小学校耐震補強事業

	　　　　　図書館指定管理料（平成25年度その２）

	　　　　　朝倉ふれあい交流センター指定管理料（平成24年度その２）

	　　　　　体育施設指定管理料（平成24年度その２）

	〃			26 	平成26年度　今治市鉱泉供給事業特別会計予算

	〃			30 	平成26年度　今治市国民健康保険特別会計予算

	〃			31 	平成26年度　今治市後期高齢者医療特別会計予算

	〃			32 	平成26年度　今治市介護保険特別会計予算

	〃			33 	平成26年度　今治市介護予防支援事業特別会計予算

	〃			36 	今治市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例制定について

	〃			37 	今治市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例制定について

	〃			43 	今治市開発総合センター条例の一部を改正する条例制定について

	〃			44 	今治市地域住民学習センター条例の一部を改正する条例制定について

	〃			45 	今治城条例の一部を改正する条例制定について

	〃			46 	今治市朝倉ふれあい交流センター条例の一部を改正する条例制定について

	〃			47 	今治市宮窪石文化運動公園条例の一部を改正する条例制定について

	〃			48 	今治市立学校運動場夜間照明施設条例の一部を改正する条例制定について

	〃			49 	今治市乳幼児及び児童医療費助成条例の一部を改正する条例制定について

	〃			50 	今治市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を

	改正する条例制定について

	〃			53 	今治市自転車の安全な利用の促進に関する条例制定について

請願		15 	ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する意見書提出の要望について

事件番号 件																							名



付				託

委員会名

産業環境 議案		18 	平成26年度　今治市一般会計予算の中

	歳出４款　衛　生　費

　　　	１項　保健衛生費

	　　　　４目　環境衛生費

	　　　　５目　火葬場費

	　　　　６目　環境保全費

　　　	２項　清　掃　費

	　　５款		労　働		費

　　	６款　農林水産業費

　　	７款　商　工　費

　　　	１項　商　工　費

　　　　	１目　商工総務費

　　　　	２目　商工振興費

	　　　　　ただし、13節　委託料の内

　　　　　　　　　　	企業立地推進業務委託料					　　						1,512

　　　　　	　　　　19節　負担金補助及び交付金の内

	　　　　　　　　　　日本立地センター																							126

　　　　　　　　　　	今治新都市企業誘致促進専門部会									300

　　　　　　　　　　	企業誘致支援サービス事業費													300

	　　　　　　　　　　雇用促進奨励金　　　　　　　　　　　	10,000

	　　　　　　　　　　指定区域用地取得奨励金　　　　　　　	47,340

　　　　　　　　　　	指定区域企業立地促進奨励金											24,372

　　　　　　　　　　	企業立地促進奨励金																				8,685

	　　　　　　　　　　設備投資奨励金　　　　　　　　　　　　5,584

	　　　　　　　　　　指定区域設備投資奨励金　　　　　　　　1,183

　　　　	３目　観		光		費

　　　　	４目　イベント推進費

	　　　　　ただし、19節　負担金補助及び交付金の内

		　　　　　　　　　	しまなみ海道・国際サイクリング大会事業費　69,195

　　　　　　　　　　	瀬戸内しまのわ２０１４実行委員会										39,035

　　　　	５目　造船振興土地造成事業費

　　	８款　土　木　費

　　　	４項　港　湾　費

　　	　５項　都市計画費

　　　　	９目　公園事業費

　　　　　	28節　繰出金

	　　　　11目　墓園事業費

　　	11款　災害復旧費

　　　	１項　農林水産施設災害復旧費

　　　	２項　土木施設災害復旧費

	　　　　２目　港湾災害復旧費

　　　	３項　その他の災害復旧費

	第２表　債務負担行為の内

		　　　　	燧風苑指定管理料（平成26年度）

	　　　　　ふじさき苑指定管理料（平成26年度）

		　　　　	伯方斎場指定管理料（平成26年度）

		　　　　	大翔苑指定管理料（平成26年度）

	　　　　　玉川龍岡活性化センター指定管理料（平成25年度その２）

	　　　　　しまなみの駅御島指定管理料（平成24年度その２）

件																							名事件番号

を除く

を除く



	　　　　　鈍川せせらぎ交流館指定管理料（平成25年度その２）

	　　　　　宮窪カレイ山展望公園指定管理料（平成25年度その２）

	　　　　　多々羅温泉指定管理料（平成25年度その２）

	　　　　　大三島海洋温浴館及び農村交流館指定管理料（平成25年度その２）

	　　　　　吉海地区造船振興土地造成事業

議案		19 	平成26年度　今治市用地取得特別会計予算

	〃			21 	平成26年度　今治市墓園事業特別会計予算

	〃			24 	平成26年度　今治市港湾事業特別会計予算

	〃			25 	平成26年度　今治市地方卸売市場特別会計予算

	〃			28 	平成26年度　今治市小規模下水道特別会計予算

	歳出２款　建　設　費

	〃			51 	今治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例制定について

	〃			57 	公有水面埋立てについて（吉海地区造船振興土地造成）

	〃			61 	港湾事業特別会計への繰入れについて（平成26年度）

	〃			62 	地方卸売市場特別会計への繰入れについて（平成26年度）

請願		13 	「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の提出を求める要望について



付				託

委員会名

建設水道 議案		18 	平成26年度　今治市一般会計予算の中

	歳出４款		衛　生		費

　　　	３項　上水道費

　　	７款		商　工　費

　　　	１項　商　工　費

　　　　	６目　商工諸費

　　	８款		土		木		費

　　　	１項　土木管理費

　　　	　１目　土木総務費

　　　	２項　道路橋りょう費

　　　	３項　河　川　費

　　	　５項　都市計画費

　　　　	１目　都市計画総務費

	　　　　２目　市街地再開発費

　　　　	５目　今治・小松自動車道整備促進費

　　　　	６目　街路事業費

　　　　	７目　下水道費

　　　　	８目　公　園　費

　　　　	９目　公園事業費

　　　　　	ただし、28節　繰出金を除く

　　　　	10目　緑化推進費

　　　	６項　住　宅　費

　　	11款　災害復旧費

　　　	２項　土木施設災害復旧費

	　　　　１目　土木施設災害復旧費

	　　　　３目　公園災害復旧費

	第２表　債務負担行為の内

	　　　　　駐車場指定管理料（平成24年度その２）

　　　　　	瓦のふるさと公園指定管理料（平成25年度その２）

	　　　　　大新田公園改修事業（平成26年度）

	　　　　　本町団地１号棟建設事業

	〃			23 	平成26年度　今治市簡易水道事業特別会計予算

	〃			27 	平成26年度　今治市下水道事業特別会計予算

	〃			28 	平成26年度　今治市小規模下水道特別会計予算

	　ただし、歳出２款　建　設　費を除く

	〃			29 	平成26年度　今治市駐車場特別会計予算

	〃			34 	平成26年度　今治市水道事業会計予算

	〃			35 	平成26年度　今治市工業用水道事業会計予算

	〃			52 	今治市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について

	〃			54 	今治市公園条例の一部を改正する条例制定について

	〃			55 	新たに生じた土地の確認について（県道大西波止浜港線地方道路交付金事業公有水面埋

	立）

	〃			56 	字の区域の変更について（県道大西波止浜港線地方道路交付金事業公有水面埋立）

	〃			60 	簡易水道事業特別会計への繰入れについて（平成26年度）

	〃			63 	下水道事業特別会計への繰入れについて（平成26年度）

	〃			64 	小規模下水道特別会計への繰入れについて（平成26年度）

事件番号 件																							名



付				託

委員会名

新	都	市 議案		18 	平成26年度　今治市一般会計予算の中

開　　発 	歳出７款　商　工　費

整備特別 　　　	１項　商　工　費

　　　　	２目　商工振興費

	　　　　　13節　委託料の内

　　　　　　　　　	企業立地推進業務委託料					　　							1,512

　　　　　	19節　負担金補助及び交付金の内

	　　　　　　　　　日本立地センター																								126

　　　　　　　　　	今治新都市企業誘致促進専門部会										300

　　　　　　　　　	企業誘致支援サービス事業費														300

	　　　　　　　　　雇用促進奨励金　　　　　　　　　　　	10,000

	　　　　　　　　　指定区域用地取得奨励金　　　　　　　	47,340

　　　　　　　　　	指定区域企業立地促進奨励金											24,372

　　　　　　　　　	企業立地促進奨励金																				8,685

	　　　　　　　　　設備投資奨励金　　　　　　　　　　　　5,584

	　　　　　　　　　指定区域設備投資奨励金　　　　　　　　1,183

　　	８款		土　木　費

　　	　５項　都市計画費

　　　　	４目　新都市整備費

付				託

委員会名

地域振興 議案		18 	平成26年度　今治市一般会計予算の中

対	策	等 	歳出２款		総　務　費

特　　別 　　　	１項　総務管理費

　　　　	13目　総務諸費

　　　　　	ただし、	9節　旅費

　　　　　	　　　　11節　需用費

　　　　　	　　　　19節　負担金補助及び交付金の内

　　　　　　　　　　	県防衛協会　　　　　　　															30

　　　　　　　　　　	水源対策費（水道事業会計）										1,260　　	

　　　　　　　　　	23節　償還金利子及び割引料

　　	７款　商　工　費

　　　	１項　商　工　費

　　　　	４目　イベント推進費

	　　　　　19節　負担金補助及び交付金の内

																			しまなみ海道・国際サイクリング大会事業費　69,195

　　　　　　　　　	瀬戸内しまのわ２０１４実行委員会										39,035

　　	８款		土　木		費

	　　　５項　都市計画費

	　　　　３目　みなと再生事業費

	〃			22 	平成26年度　今治市船舶交通特別会計予算

	〃			59 	船舶交通特別会計への繰入れについて（平成26年度）

件																							名事件番号

件																							名事件番号

を除く


