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本日開会の市議会３月定例会に提出いたしました議案のご審議

をお願いするにあたり、その提案理由の概要をご説明申し上げ

ます。 

議案は全部で２５件あり、予算案１４件、条例案５件、その他

３件、人事案３件となっております。 

以下、議案番号に従い順次、ご説明申し上げます。 

最初に、議案第２号、令和３年度御殿場市一般会計補正予算

（第１２号）について申し上げます。 

 今回の補正額は、７億４，９００万円の増額で、補正後の予算

総額は、歳入歳出それぞれ４２７億７，４００万円となります。 

補正の背景、要因といたしましては、第１１号補正後の状況

変化により必要となりました予算の措置でございます。 

歳出の主なものは、基金積立金、自立支援給付費及び救急医療

センター会計繰出金の増額並びに地区広場等改修事業、保育所

運営費、東富士演習場周辺道路整備事業、御殿場地区道路整備

事業及び西中学校校舎改築事業の減額でございます。 

歳入の主なものは、市税、地方交付税、国庫支出金及び市債の

増額並びに繰入金の減額でございます。 

また、事業の進捗により、繰越明許費及び債務負担行為の追加

並びに地方債の追加及び変更をするものでございます。 

次に、議案第３号、令和３年度御殿場市救急医療センター特別

会計補正予算（第２号）について申し上げます。 

今回の補正額は、８３１万１千円の減額で、補正後の予算

総額は、歳入歳出それぞれ５億３７４万４千円となります。 

歳出につきましては、委託料の減額でございます。 

歳入につきましては、診療収入及び県支出金の減額並びに
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運営費負担金及び一般会計繰入金の増額でございます。 

次に、議案第４号、令和３年度御殿場市公共下水道事業会計

補正予算（第２号）について申し上げます。 

今回の補正額は、資本的収入、資本的支出それぞれ１億

４，２８０万円の減額となります。 

資本的支出につきましては、処理場建設改良費の減額でござい

ます。 

資本的収入につきましては、国庫補助金、企業債及び他会計

負担金の減額でございます。 

次に、議案第５号、令和４年度御殿場市一般会計予算について

申し上げます。 

令和４年度御殿場市の一般会計予算は、歳入歳出それぞれ

３６９億円でございます。 

歳出の主なものについて、款別に申し上げます。 

２款の総務費は、ふるさと納税推進事業費、地区広場等改修

事業費、情報化推進事業費、体育施設管理費などでございます。 

３款の民生費は、自立支援給付費、児童発達支援事業費、

子ども医療費助成事業費、保育所運営費、生活保護扶助費など

でございます。 

４款の衛生費は、ごてんば版ネウボラ事業費、感染症予防

事業費、市民健康づくり事業費、ごみ収集運搬事業費などで

ございます。 

５款の労働費は、勤労者福祉事業費などでございます。 

６款の農林水産業費は、ほ場整備事業費、国土調査事業費、

東富士演習場内治山治水対策事業費などでございます。 

７款の商工費は、商工振興事業費、地域産業立地促進事業費、
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観光振興事業費などでございます。 

８款の土木費は、道路新設改良費、防衛施設関連道路整備

事業費、工業団地開発事業費、新東名高速道路関連事業費など

でございます。 

９款の消防費は、広域行政組合消防費負担金、災害対策費など

でございます。 

１０款の教育費は、学校教育支援事業費、西中学校校舎改築

事業費、新図書館等整備事業費、学校給食センター運営費など

でございます。 

これらの事業に対する財源の性質別構成につきましては、市税

などの自主財源が２５２億２，２３４万円余で、歳入予算の

６８．４％、国庫支出金、県支出金、市債などの依存財源が

１１６億７，７６５万円余で、歳入予算の３１．６％となって

おります。 

次に、議案第６号、令和４年度御殿場市国民健康保険特別会計

予算について申し上げます。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ７５億４，４００万円でござい

ます。 

歳出の主なものは、保険給付費、国民健康保険事業費納付金

及び保健事業費でございます。 

歳入の主なものは、国民健康保険税及び県支出金でござい

ます。 

次に、議案第７号、令和４年度御殿場市救急医療センター特別

会計予算について申し上げます。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ５億３，７００万円でござい

ます。 
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 歳出の主なものは、救急医療センターの維持管理費、診療業務

及び地域外来・検査センターの運営に要する経費でございます。 

 歳入の主なものは、診療収入、証明手数料、小山町からの

負担金及び一般会計繰入金でございます。 

次に、議案第８号、令和４年度御殿場市介護保険特別会計予算

について申し上げます。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ６１億５，０００万円でござい

ます。 

歳出の主なものは、保険給付費、総務費及び地域支援事業費

でございます。 

歳入の主なものは、保険料、支払基金交付金及び国庫支出金

でございます。 

次に、議案第９号、令和４年度御殿場市後期高齢者医療特別

会計予算について申し上げます。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ１１億６，０００万円でござい

ます。 

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金でござい

ます。 

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料でございます。 

次に、議案第１０号、令和４年度御殿場市公設浄化槽事業特別

会計予算について申し上げます。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ１億４，１００万円でござい

ます。 

歳出の主なものは、公設浄化槽設置工事費及び公設浄化槽整備

事業推進協議会交付金でございます。 

歳入の主なものは、一般会計からの繰入金でございます。 
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次に、議案第１１号、令和４年度御殿場市上水道事業会計予算

について申し上げます。 

最初に、収益的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、水道料金、水道利用加入金、他会計

負担金などで、総額１６億７，８５５万円でございます。 

支出につきましては、施設の維持管理費、事務費、減価償却費、

企業債の支払利息などで、総額１４億７，９７０万円でござい

ます。 

次に、資本的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、他会計負担金、工事負担金及び繰入金

で、総額８，３６０万円でございます。 

支出につきましては、設備機器更新及び取水ポンプ入替工事

などの建設改良費、配水管布設工事などの拡張事業費、老朽管

更新事業費、企業債の償還金などで、総額１３億１，５９９万

５千円でございます。 

この資本的収支不足額につきましては、損益
そんえき

勘定
かんじょう

留保
りゅうほ

資金など

で補填する予定でございます。 

次に、議案第１２号、令和４年度御殿場市工業用水道事業

会計予算について申し上げます。 

最初に、収益的収入及び支出について申し上げます。 

収 入 につ きまし て は、 水道料 金 、預 金利息 な どで 、総額 

７，０３８万１千円でございます。 

支出につきましては、施設の維持管理費、事務費、減価償却費

などで、総額５，７２１万２千円でございます。 

次に、資本的支出について申し上げます。 

配水場内耐震継手
つ ぎ て

設置工事費などで、総額５，２８８万７千円
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でございます。 

これらの財源といたしましては、建設改良積立金などで補塡

する予定でございます。 

次に、議案第１３号、令和４年度御殿場市簡易水道事業会計

予算について申し上げます。 

最初に、収益的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、水道料金、水道利用加入金、財産区

繰入金などで、総額９，１１６万２千円でございます。 

支出につきましては、施設の維持管理費、事務費、減価償却費

などで、総額９，１１６万２千円でございます。 

次に、資本的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、財産区繰入金などで、総額６，２４６万

５千円でございます。 

支出につきましては、送水管
そ う す い か ん

布設
ふ せ つ

替
が え

工事費などで、総額

６，２４６万５千円でございます。 

次に、議案第１４号、令和４年度御殿場市公共下水道事業

会計予算について申し上げます。 

最初に、収益的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、下水道使用料、一般会計負担金などで、

総額１１億３，６５２万円でございます。 

支出につきましては、施設の維持管理費、減価償却費、企業

債の支払利息などで、総額１１億６，６０５万６千円でござい

ます。 

次に、資本的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、国庫補助金、一般会計負担金、企業債

などで、総額１２億２，１０６万１千円でございます。 
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 支出につきましては、浄化センター改築工事等の建設改良費、

企業債の償還金などで、総額１５億８，６０６万 1 千円でござい

ます。 

不足分の財源につきましては、損益
そんえき

勘定
かんじょう

留保
りゅうほ

資金等で補塡する

予定でございます。 

次に、議案第１５号、令和４年度御殿場市農業集落排水事業

会計予算について申し上げます。 

最初に、収益的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、農業集落排水施設使用料、一般会計

負担金などで、総額７，７１９万８千円でございます。 

支 出 につ きまし て は、 施設の 維 持管 理費、 減 価償 却費、

企業債の支払利息などで、総額７，２４５万８千円でございます。 

次に、資本的支出について申し上げます。 

支出の総額は、１，４２４万６千円で、企業債の償還金など

でございます。 

これらの財源といたしましては、損益
そんえき

勘定
かんじょう

留保
りゅうほ

資金等で補塡

する予定でございます。 

次に、議案第１６号、御殿場市温泉会館休館に伴う関係条例

の整備に関する条例制定について申し上げます。 

本案は、令和２年４月１日以降休館している御殿場市温泉会館

は、今後も施設を利用しないことから、関係条例について所要

の改正を行うものでございます。 

次に、議案第１７号、御殿場市都市計画の提案に係る規模を

定める条例制定について申し上げます。 

本案は、地域住民等によるまちづくりをより促進していくこと

を目的とし、都市計画法施行令第１５条ただし書に基づく条例
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を制定することにより、市が定める都市計画について、都市計画

法第１２条の４第１項第１号に規定する地区計画に限り、都市

計画提案に係る面積の規模を０．３ヘクタール以上とするもの

でございます。 

次に、議案第１８号、御殿場市会計年度任用職員の給与等に

関する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。 

本案は、国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

を受け、保育・幼児教育の現場で勤務する会計年度任用職員の

給与を引き上げることに伴い、給料表に設定のなかった号給を

追加するため、所要の改正を行うものでございます。 

次に、議案第１９号、御殿場市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例制定について申し上げます。 

本案は、令和３年６月１１日付け「全世代対応型社会保障制度

を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布

に伴い、未就学児に係る均等割額を軽減するため、所要の改正

を行うものでございます。 

次に、議案第２０号、御殿場市立図書館条例制定について申し

上げます。 

本案は、御殿場市立図書館の管理・運営を、指定管理者に

行わせることができるよう必要な規定を整備するとともに、

会議室等の利用料金、富士岡地区図書館等を規定するため、

御殿場市立図書館条例の全部改正をするものでございます。 

次に、議案第２１号、字の区域の変更について申し上げます。 

本案は、防衛補助事業により新たにできました水 路 の 形 状 に

あわせて中畑前川地区内の字区域を変更するものでござ い

ま す 。  
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次に、議案第２２号、市道路線の廃止について、及び議案

第２３号、市道路線の認定についての２案につきましては、関連

がありますので一括して申し上げます。 

今回の廃止は６路線、認定は１０路線で、御殿場深沢地区の

ほ場整備による廃止が２件、認定が７件、新御殿場インター

チェンジ周辺及び県道仁杉柴怒田線整備による廃止が３件、都市

計画法第３２条協議に基づく認定が２件、市道改良等による廃止

が１件、認定が１件でございます。 

次に、同意第２号、御殿場市教育委員会教育長の任命について

申し上げます。 

本案は、本年３月３１日をもって任期満了となる勝亦 重夫

（かつまた しげお）氏について、引き続き御殿場市教育委員会

教育長に任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。 

次に、同意第３号、御殿場市農業委員会委員の任命について

申し上げます。 

本案は、本委員会の委員の任期が、本年３月３１日をもって

満了となることに伴い、継続される委員を含む１１名の方を委員

に任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。 

次に、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦について申し

上げます。 

本案は、人権擁護委員４名の任期が、本年６月３０日をもって

満了となることに伴い、後任の委員を法務大臣に推薦すること

について、議会の意見を求めるものでございます。 

 

 

 以上で、本日提案いたしました議案の提案理由の説明を終わり
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といたします。 

 慎重なご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げ

ます。 


