令和２年９月４日会議提出議案一覧表
議案第２０号 令和２年度鳥羽市一般会計補正予算（第８号）
議案第２１号 令和２年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第２号）
議案第２２号 令和２年度鳥羽市一般会計補正予算（第９号）
議案第２３号 令和２年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
議案第２４号 令和２年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第３号）
議案第２５号 負担付きの寄附の受納について
議案第２６号 鳥羽市みえ森と緑の県民税市町交付金基金条例の制定について
議案第２７号 鳥羽市森林環境譲与税基金条例の制定について
議案第２８号 鳥羽市土地開発基金条例の一部改正について
議案第２９号 鳥羽市税外収入金に係る督促及び延滞金に関する条例等の一部改正について
議案第３０号 鳥羽市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正について
議案第３１号 鳥羽市民の環境と自然を守る条例の一部改正について
議案第３２号 鳥羽市における再生可能エネルギー発電事業と自然環境等の保全との
調和に関する条例の一部改正について
議案第３３号 鳥羽市景観条例の一部改正について
議案第３４号 鳥羽市運動施設の管理に関する条例の一部改正について
議案第３５号 鳥羽市景観計画の策定について
議案第３６号 鳥羽市辺地の総合整備計画の変更について
議案第３７号 令和元年度鳥羽市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
認定第 １号 令和元年度鳥羽市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について
認定第 ２号 令和元年度鳥羽市水道事業会計決算認定について
報告第 ３号 令和元年度鳥羽市健全化判断比率の報告について
報告第 ４号 令和元年度鳥羽市定期航路事業特別会計資金不足比率の報告について
報告第 ５号 令和元年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告
について
報告第 ６号 令和元年度鳥羽市水道事業会計資金不足比率の報告について
報告第 ７号 一般財団法人鳥羽市開発公社及び公益財団法人鳥羽市武道振興会の経営状況
の報告について

令和２年９月４日会議提出議案概要
議案第２０号 令和２年度鳥羽市一般会計補正予算（第８号）
議案第２１号 令和２年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第２号）
議案第２２号 令和２年度鳥羽市一般会計補正予算（第９号）
議案第２３号 令和２年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
議案第２４号 令和２年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第３号）
（別紙の補正予算の概要を参照）
議案第２５号 負担付きの寄附の受納について
（教育委員会生涯学習課）
市民の健全な心身の発達と体力の向上に資する武道振興事業の拠点として
鳥羽市武道振興会から鳥羽市武道館を受納する。
＜寄 附 の 条 件＞
①武道館の運営を継続し、武道の振興を図ること
②寄附物件は、公益財団法人日本財団（旧財団法人日本船舶振興会）の助成
を受けて取得した物件につき、処分又は目的外利用する場合は、所要の手
続きを行うこと
③寄附物件の引渡し日は、令和 3 年 4 月 1 日とすること
議案第２６号 鳥羽市みえ森と緑の県民税市町交付金基金条例の制定について
（農水商工課）
みえ森と緑の県民税市町交付金を適正に管理し、災害に強い森林づくり
及び市民全体で森林を支える社会づくりを推進するため、基金の設置、積立
て及び処分等に関し必要な事項を定める。
議案第２７号 鳥羽市森林環境譲与税基金条例の制定について
（農水商工課）
森林環境譲与税を適正に管理し、森林の整備及びその促進を図るため、基
金の設置、積立て及び処分等に関し必要な事項を定める。
議案第２８号 鳥羽市土地開発基金条例の一部改正について
（総務課）
基金を活用した用地の先行取得機会の減少に鑑み、財源の有効活用を図る
ため所要の改正を行う。
＜内容＞
基金の一部が処分できるように改める。

議案第２９号 鳥羽市税外収入金に係る督促及び延滞金に関する条例等の一部改正について
（総務課）
所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う租税特別措置法の一部改正
に伴い、関連条例における延滞金の割合等に関する規定の字句を整理するた
め、所要の改正を行う。
＜内容＞
関連条例における「特定基準割合」を「延滞金特定基準割合」に改めるほ
か、
「平均貸付割合」を追加するなど、形式的な用語等の見直しを行う。
①関連条例：鳥羽市税外収入金に係る督促及び延滞金に関する条例
鳥羽市後期高齢者医療に関する条例
鳥羽市介護保険条例
②施行期日：令和 3 年 1 月 1 日
議案第３０号 鳥羽市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正について
（市民課）
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に係る傷病手当金の支給に
関する特例の適用期間について、所要の改正を行う。
＜内容＞
適用期限について「令和 2 年 9 月 30 日」を「令和 2 年 12 月 31 日」に改め
る。
議案第３１号 鳥羽市民の環境と自然を守る条例の一部改正について
（環境課）
鳥羽市景観計画の策定及び鳥羽市景観条例の一部改正に伴い、景観保全に
関する規定の整理を行うほか、樹木の保全及び排水対策等に関する規定につ
いて、所要の改正を行う。
＜内容＞
①「建築物の色彩及び広告物の内容の制限」の項目について、条項を削除す
る。
②「みどりの監視員」の設置条項を削除する。
③「保護樹木及び保護樹林」の項目について、関連条項を削除する。
④「海洋汚濁の防止」項目について、関係漁業協同組合の「同意」を「協議」
に改める。
ほか
⑤施行期日：令和 3 年 4 月 1 日

議案第３２号 鳥羽市における再生可能エネルギー発電事業と自然環境等の保全との
調和に関する条例の一部改正について
（環境課）
鳥羽市景観計画の策定及び鳥羽市景観条例の一部改正に伴い、適用事業の
範囲について、所要の改正を行う。
＜内容＞
①風力をエネルギーとする再生可能エネルギー発電事業について、適用条件
の高さについて「13ｍ以上のもの」を「10ｍを超えるもの」に改める。
②施行期日：令和 3 年 4 月 1 日
議案第３３号 鳥羽市景観条例の一部改正について
（建設課）
鳥羽市景観計画の策定に伴い、景観行政団体の条例で定めるべき事項につ
いて、所要の改正を行う。
＜内容＞
①景観計画において、良好な景観を形成するため、地域の現状や景観特性等
を踏まえ、区分する地域帯について必要な事項を定める。
②景観計画区域の内、眺望保全区域及び重点地域の指定について、必要な事
項を定める。
③景観提案を踏まえた景観計画の変更をしない場合の手続きについて、必要
な事項を定める。
ほか
④施行期日：令和 3 年 4 月 1 日
議案第３４号 鳥羽市運動施設の管理に関する条例の一部改正について
（教育委員会生涯学習課）
鳥羽市民体育館サブアリーナの利用料金を定めるとともに、鳥羽市武道館
の設置及び管理に関し、所要の改正を行う。
＜内容＞
①運動施設に鳥羽市武道館を追加する。
②鳥羽市武道館及びサブアリーナ等の利用料金について追加する。
ほか
③施行期日：令和 2 年 11 月 1 日（鳥羽市武道館は令和 3 年 4 月 1 日）

議案第３５号 鳥羽市景観計画の策定について
（建設課）
良好な景観の形成を図るため、景観法に基づく鳥羽市景観計画を策定した
く、鳥羽市議会基本条例第 8 条の規定により、議会の議決を求める。
議案第３６号 鳥羽市辺地の総合整備計画の変更について
（企画財政課）
神島町における事業内容の追加等に伴い、辺地に係る公共的施設の総合整
備のための財政上の特別措置等に関する法律第 3 条の規定により、議会の議
決を求める。
＜内容＞
神島診療所のワークステーション更新費用を追加。
議案第３７号 令和元年度鳥羽市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
（水道課）
令和元年度に生じた利益の処分について、
地方公営企業法第 32 条第 2 項の
規定により議会の議決を求める。
＜内容＞
令和元年度鳥羽市水道事業会計未処分利益剰余金 3 億 8,090 万 7,764 円の
うち 1 億円を減債積立金に積み立て、9,137 万 3,127 円を建設改良積立金に
積み立て、1 億 8,953 万 4,637 円を自己資本金に組み入れる。
認定第 １号 令和元年度鳥羽市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について
（企画財政課）
令和元年度における本市の一般会計及び特別会計の決算について監査委
員の審査に付したので、その意見を付けて議会の承認を求める。
（単位：千円）

特
別
会
計

会計区分

歳入

一般会計

12,078,053

11,729,746

国民健康保険事業

2,983,000

2,937,286

45,714

介護保険事業

2,820,996

2,725,551

95,445

定期航路事業

637,867

637,866

1

特定環境保全公共下水道事業

142,613

142,612

1

後期高齢者医療

510,499

506,140

4,359

19,173,028

18,679,201

合計（ 一般 ＋ 特別 ）

歳出

翌年度繰越財源

925

925

実質収支
347,382

492,902

認定第 ２号 令和元年度鳥羽市水道事業会計決算認定について
（水道課）
（１）収益的収入及び支出

（単位：千円）

収入決算額

1,309,522

支出決算額

1,071,282

差 引

238,240

当年度純利益

191,373（損益計算書より）

（２）資本的収入及び支出
収入決算額

436,106

支出決算額

846,924

差 引

△410,818

＜補てん財源＞
当年度分消費税及び地方
消費税資本的収支調整額

46,799

過年度分損益勘定留保資金

174,485

減債積立金

119,534

建設改良積立金

70,000

報告第 ３号 令和元年度鳥羽市健全化判断比率の報告について
（企画財政課）
・実質赤字比率

－％（黒字のため）

・連結実質赤字比率

－％（黒字のため）

・実質公債費比率
・将来負担比率

9.6％
62.5％

報告第 ４号 令和元年度鳥羽市定期航路事業特別会計資金不足比率の報告について
（定期船課）
－ ％ （資金不足額が生じないため）
報告第 ５号 令和元年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告
について
（水道課）
－ ％ （資金不足額が生じないため）
報告第 ６号 令和元年度鳥羽市水道事業会計資金不足比率の報告について
（水道課）
－ ％ （資金不足額が生じないため）

報告第 ７号 一般財団法人鳥羽市開発公社及び公益財団法人鳥羽市武道振興会の経営状況
の報告について
（別紙の各予算書・決算書を参照）

