
議  事  日  程 （第４号） 

 

平成２９年３月１０日（金） 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 開 議 

 

 

第１ 一般質問 

 

第２ 第 1 号議案から第 39 号議案まで及び第 41 号議案から第 48 号議案まで 

（議案質疑） 

・第 1 号議案 専決処分の承認を求めることについて 

(市所有自動車の衝突事故に係る和解(専決第 1 号)) 

・第 2 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市一般会計予算 

・第 3 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市水道事業会計予算 

・第 4 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市病院事業会計予算 

・第 5 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市国民健康保険事業会計予算 

・第 6 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市簡易水道事業会計予算 

・第 7 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市貯木事業会計予算 

・第 8 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市下水道事業会計予算 

・第 9 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市駐車場事業会計予算 

・第 10 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市介護保険事業会計予算 

・第 11 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市後期高齢者医療事業会計予算 

・第 12 号議案 舞鶴市市税条例等の一部を改正する条例制定について 

・第 13 号議案 舞鶴市特別会計条例の一部を改正する条例制定について 

・第 14 号議案 舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

 



・第 15 号議案 舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び舞

鶴市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

・第 16 号議案 舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例の一部を改正する条例制

定について 

・第 17 号議案 舞鶴市個人情報保護条例等の一部を改正する条例制定について 

・第 18 号議案 舞鶴市豊かな森を育てる基金条例制定について 

・第 19 号議案 舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例の一部を改正する条例制

定について 

・第 20 号議案 舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例の一部を改正する条例制

定について 

・第 21 号議案 舞鶴市工場立地法に基づく準則を定める条例の一部を改正する

条例制定について 

・第 22 号議案 舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

・第 23 号議案 有本千壽子基金条例の一部を改正する条例制定について 

・第 24 号議案 舞鶴市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例制

定について 

・第 25 号議案 舞鶴市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

・第 26 号議案 舞鶴市保健センター条例の一部を改正する条例制定について 

・第 27 号議案 舞鶴市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について 

・第 28 号議案 舞鶴市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法等に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定について 

・第 29 号議案 舞鶴市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基

準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

・第 30 号議案 舞鶴市養護老人ホーム設置条例を廃止する条例制定について 

・第 31 号議案 舞鶴市上下水道事業審議会条例制定について 

・第 32 号議案 舞鶴市駐車場基金条例制定について 

・第 33 号議案 舞鶴市道路占用料条例の一部を改正する条例制定について 

・第 34 号議案 舞鶴市都市公園条例の一部を改正する条例制定について 

・第 35 号議案 市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について 

・第 36 号議案 舞鶴市水道事業給水条例の一部を改正する等の条例制定につい

て 

・第 37 号議案 辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更について 

・第 38 号議案 辺地に係る公共的施設総合整備計画の策定について 



・第 39 号議案 市道路線の認定及び変更について 

・第 41 号議案 平成 28 年度 

舞鶴市一般会計補正予算(第 7 号) 

・第 42 号議案 平成 28 年度 

舞鶴市病院事業会計補正予算(第 2 号) 

・第 43 号議案 平成 28 年度 

舞鶴市国民健康保険事業会計補正予算(第 3 号) 

・第 44 号議案 平成 28 年度 

舞鶴市簡易水道事業会計補正予算(第 3 号) 

・第 45 号議案 平成 28 年度 

舞鶴市土地建物造成事業会計補正予算(第 1 号) 

・第 46 号議案 平成 28 年度 

舞鶴市下水道事業会計補正予算(第 2 号) 

・第 47 号議案 平成 28 年度 

舞鶴市駐車場事業会計補正予算(第 1 号) 

・第 48 号議案 平成 28 年度 

舞鶴市後期高齢者医療事業会計補正予算(第 2 号) 

 

 

第３ 第 49 号議案（提案説明、議案質疑） 

・第 49 号議案 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例

制定について 

 


