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12 月 定 例 会

　二本松市議会12月定例会は、12月４日から12月19日までの16日間を会期として開催されました。二本松市議会12月定例会は 12月４日から12月19日までの16日間を会期として開催されました
　今回提出された議案は、二本松市ポイ捨て等のない快適なまちづくり推進条例制定、地域主権一括法の施行に伴い本
市の基準等を定めるための新たな条例制定や、平成24年度一般会計補正予算、指定管理者の指定など市長提出議案32件、
議員提出議案４件,請願２件でした。
　これらを慎重に審議した結果、請願１件を除く全議案が全会一致で原案のとおり可決されました。請願第５号について
は、委員長報告に対して反対討論があり、採決の結果、不採択となりました。
　最終日、教育委員会委員任命の同意１件が追加提案され、全会一致で同意されました。

◎二本松市ポイ捨て等のない快適なま
ちづくり推進条例制定について
　空き缶等の散乱及び飼い犬のふんの
放置防止について必要な事項を定め、
市民の快適な生活環境を確保するもの。
◎指定地域密着型介護老人福祉施設等
の基準に関する条例制定について
◎指定地域密着型介護予防サービス事業
等の基準に関する条例制定について
　介護保険法の一部改正に伴い、施
設・事業等の基準について、必要な事
項を定めるもの。
◎二本松市市道の構造の技術的基準・道路
標識の寸法に関する条例制定について
　道路法の一部改正に伴い、市道の構
造・標識の寸法について基準等を定め
るもの。
◎二本松市高齢者、障害者等の移動等
の円滑化のために必要な市道の構造
の基準・特定公園施設の基準に関す
る条例制定について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律の一部改正に伴い、
必要な基準を定めるもの。
◎二本松市準用河川における河川管理
施設等の構造の技術的基準に関する
条例制定について
　河川法の一部改正に伴い、必要な基
準を定めるもの。
◎二本松市市営住宅及び共同施設の整
備基準に関する条例制定について
　公営住宅法の一部改正に伴い、必要
な基準を定めるもの。
◎二本松市水道事業に係る布設工事監督者及び
水道技術管理者に関する条例制定について
　水道法の一部改正に伴い、必要な事
項を定めるもの。
◎二本松市給水施設等条例制定について
給水施設及び水道の布設を適正かつ

合理的なものとするもの。
◎二本松市公共下水道の構造の技術上
の基準等に関する条例制定について

ホールボディカウンター増設、畜産原発事故対策・農業系汚染廃棄物対策事業等ホホホホーールルルルボボボボデデデディィィカカカカウウウウンンンンタタタターー増増増増設設設設、、畜畜畜畜産産産産原原原原発発発発事事事事故故故故対対対対策策策策・・農農農農業業業業系系系系汚汚汚汚染染染染廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物対対対対策策策策事事事事業業業業等等等等

６億8,105万円の補正予算を可決

◎二本松本松市ポ市ポ 捨イ捨 等て等のな 快い快適適なま

条　　例 　下水道法の一部改正に伴い、必要な
基準を定めるもの。
◎地域の自主性及び自立性を高めるため
の改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律の施行に伴う関係条
例の整備に関する条例制定について
　関係法律の施行等に伴い、関係条例
の整備を行うもの。
◎二本松市道の駅「安達」智恵子の里条
例の一部を改正する条例制定について
道の駅「安達」智恵子の里の下り線施

設の増設に伴い、所要の改正を行うもの。
◎二本松市学童保育所条例の一部を改
正する条例制定について
　石井学童保育所を新設し、油井・岩
代学童保育所の位置を変更するため、
所要の改正を行うもの。

◎二本松市名目津温泉
　名目津温泉管理運営組合（再）
◎二本松市杉田子ども館
　二本松市社会福祉協議会（再）
◎二本松市二本松南学童保育所
　二本松市社会福祉協議会（再）
◎二本松市岳下学童保育所
　二本松市社会福祉協議会（再）
◎二本松市杉田学童保育所
　二本松市社会福祉協議会（再）
◎二本松市道の駅「安達」智恵子の里
（下り線）
　株式会社二本松市振興公社

◎二本松本松本松市名市名市名 津目津目津温泉温泉温泉

指定管理者の指定

◎二本松市一般会計補正予算
　健康管理対策事業、農業系汚染廃棄物対
策事業等、台風等に伴う災害復旧の経費を
主として措置するものであり、現計予算の
総額に歳入歳出それぞれ681,053千円を追加
し、予算総額を45,433,143千円としたもの。

補正予算

（歳出の主なもの）
○総務費
・東日本大震災復興交付金基金積立金の増額
 96,375千円
○民生費
・障がい者介護給付事業の増額 34,013千円
・障がい者訓練等給付事業の増額 39,338千円
○衛生費
・ホールボディカウンター等増設事業の増額
 16,433千円
○農林水産業費
 ・畜産原発事故対策事業・農業系汚染
　廃棄物対策事業の増額 174,343千円
・有害鳥獣捕獲活動事業の増額 1,200千円
○商工費
・日本一の桜の郷二本松推進事業の増額
 3,316千円
○土木費
・道路等維持管理経費の増額 13,950千円
・霞ヶ城会館解体等事業の増額 4,500千円
○教育費
・（仮称）にいどのこども園整備事業の増額
 29,357千円
○災害復旧費
・土木施設単独災害復旧事業の増額 22,000千円
・福祉施設災害復旧事業の増額 122,707千円
（歳入の主なもの）
○市税の増額 112,402千円
○国庫支出金の増額 139,401千円
○県支出金の増額 290,969千円
◎二本松市国民健康保険特別会計補正予算
  職員の異動整理に伴う人件費を減額
補正したもの。
◎二本松市後期高齢者医療特別会計補正予算
　平成23年度減免保険料還付金を増額
補正したもの。
◎二本松市介護保険特別会計補正予算
　 職員の異動整理に伴う人件費とシ
ステム改修経費を増額補正したもの。
◎二本松市岩代簡易水道事業特別会計
補正予算
西新殿簡易水道電気料を増額補正したもの。
◎二本松市安達下水道事業特別会計補正予算
　職員の異動整理に伴う人件費を減額
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◎二本松市教育委員会委員任命の同意について
　枡智美さん（表二丁目）を適任者と認
め同意しました。

○市長提出議案とその審議結果
議案番号 件　　　　　　　名 結　果
第107号 専決処分の承認を求めることについて（平成24年度二本松市一般会計補正予算） 原案承認
第108号 二本松市ポイ捨て等のない快適なまちづくり推進条例制定について 原案可決

第109号
二本松市介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基
準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に係る基準に関する条例制定について

原案可決

第110号
二本松市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件並びに指定地
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に係る基準に関する条例制定について

原案可決

第111号 二本松市市道の構造の技術的基準に関する条例制定について 原案可決
第112号 二本松市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例制定について 原案可決
第113号 二本松市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造の基準に関する条例制定について 原案可決
第114号 二本松市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例制定について 原案可決
第115号 二本松市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例制定について 原案可決
第116号 二本松市市営住宅及び共同施設の整備基準に関する条例制定について 原案可決
第117号 二本松市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例制定について 原案可決
第118号 二本松市給水施設等条例制定について 原案可決
第119号 二本松市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例制定について 原案可決

第120号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の
施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について 原案可決

第121号 二本松市道の駅「安達」智恵子の里条例の一部を改正する条例制定について 原案可決
第122号 二本松市学童保育所条例の一部を改正する条例制定について 原案可決
第123号 二本松市名目津温泉の指定管理者の指定について 原案可決
第124号 二本松市杉田子ども館の指定管理者の指定について 原案可決
第125号 二本松市二本松南学童保育所の指定管理者の指定について 原案可決
第126号 二本松市岳下学童保育所の指定管理者の指定について 原案可決
第127号 二本松市杉田学童保育所の指定管理者の指定について 原案可決
第128号 二本松市道の駅「安達」智恵子の里の指定管理者の指定変更について 原案可決
第129号 平成24年度二本松市一般会計補正予算 原案可決
第130号 平成24年度二本松市国民健康保険特別会計補正予算 原案可決
第131号 平成24年度二本松市後期高齢者医療特別会計補正予算 原案可決
第132号 平成24年度二本松市介護保険特別会計補正予算 原案可決
第133号 平成24年度二本松市岩代簡易水道事業特別会計補正予算 原案可決
第134号 平成24年度二本松市安達下水道事業特別会計補正予算 原案可決
第135号 平成24年度二本松市岩代下水道事業特別会計補正予算 原案可決
第136号 平成24年度二本松市水道事業会計補正予算 原案可決
第137号 平成24年度二本松市下水道事業会計補正予算 原案可決
第138号 二本松市教育委員会委員任命の同意について 同　　意

○議員提出議案とその審議結果
議案番号 件　　　　　　　名 結　果
第 9 号 二本松市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例制定について 原案可決
第10号 二本松市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について 原案可決
第11号 二本松市議会会議規則の一部を改正する規則制定について 原案可決
第12号 2013年度の教育予算の拡充と教職員定数の改善を求める意見書の提出について 原案可決

○請願とその審議結果
受理番号 件　　　　　　　名 結　果
第 4 号 「2013年度の教育予算の拡充と教職員定数の改善を求める意見書提出」方の請願 採　　択
第 5 号 年金2.5%削減の中止を求める意見書の採択を求める請願 不 採 択

◎二本本松市松市教育教育委員委員会委会委員任員任命命の 意同意について

その他補正したもの。
◎二本松市岩代下水道事業特別会計補正予算
　職員の異動整理に伴う人件費を減額
補正したもの。
◎二本松市水道事業会計補正予算

　職員の異動整理に伴う人件費を補正
したもの。
◎二本松市下水道事業会計補正予算
　収益的支出を増額し、資本的支出を
減額補正したもの。


