
議  事  日  程 （第５号） 

 

     平成３０年３月２８日（水） 

午 前 １ ０ 時 ３ ０ 分 開 議 

 

第１ 第 1 号議案から第 36 号議案まで及び第 38 号議案から第 45 号議案まで 

（委員長報告、質疑、討論、採決） 

・第 1 号議案 平成 30 年度 

舞鶴市一般会計予算 

・第 2 号議案 平成 30 年度 

舞鶴市水道事業会計予算 

・第 3 号議案 平成 30 年度 

舞鶴市下水道事業会計予算 

・第 4 号議案 平成 30 年度 

舞鶴市病院事業会計予算 

・第 5 号議案 平成 30 年度 

舞鶴市国民健康保険事業会計予算 

・第 6 号議案 平成 30 年度 

舞鶴市貯木事業会計予算 

・第 7 号議案 平成 30 年度 

舞鶴市駐車場事業会計予算 

・第 8 号議案 平成 30 年度 

舞鶴市介護保険事業会計予算 

・第 9 号議案 平成 30 年度 

舞鶴市後期高齢者医療事業会計予算 

・第 10 号議案 舞鶴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 

・第 11 号議案 舞鶴市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例

制定について 

・第 12 号議案 舞鶴市職員定数条例の一部を改正する条例制定について 

・第 13 号議案 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

・第 14 号議案 舞鶴市の市長及び副市長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 15 号議案 舞鶴市土地開発基金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 舞鶴市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制

定について 

・第 18 号議案 舞鶴市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 

・第 19 号議案 土地改良事業の特別徴収金に関する条例の一部を改正する条

例制定について 



・第 20 号議案 舞鶴市における府営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

・第 21 号議案 舞鶴市水防協議会条例の一部を改正する条例制定について 

・第 22 号議案 舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

・第 23 号議案 舞鶴市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準等を定める条例制定について 

・第 24 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 25 号議案 舞鶴市墓園条例の一部を改正する条例制定について 

・第 26 号議案 舞鶴市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

・第 27 号議案 舞鶴市後期高齢者医療に関す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 29 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 30 号議案 舞鶴市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

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 31 号議案 舞鶴市水道事業基金条例制定について 

・第 32 号議案 舞鶴市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する

ことに伴う関係条例の整備に関する条例制定について 

・第 33 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 34 号議案 舞鶴市公共下水道条例の一部を改正する条例制定について 

・第 35 号議案 公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条

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条例制定について 

・第 38 号議案 辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更について 

・第 39 号議案 市道路線の認定について 

・第 40 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市一般会計補正予算(第 8 号) 

・第 41 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市病院事業会計補正予算(第 1 号) 

・第 42 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市簡易水道事業会計補正予算(第 1 号) 

 

・第 43 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市駐車場事業会計補正予算(第 1 号) 



・第 44 号議案 平成 29 年度 

舞鶴市一般会計補正予算(第 9 号) 

・第 45 号議案 土地改良事業の施行について 

 

 

第２ 第 46 号議案及び第 47 号議案（提案説明、質疑、討論、採決） 

・第 46 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 47 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３ 第 48 号議案及び第 49 号議案（提案説明、採決） 

・第 48 号議案 教育長の任命について 

・第 49 号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

第４ 閉会中の継続審査について（採決） 

 


