
定例会概要

9 月 定 例 会

　二本松市議会９月定例会は、９月２日から26日までの25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、平成25年度一般会計、特別会計、企業会計の決算認定や平成26年度一般会計補正予算、市条
例制定など市長提出議案34件、議員提出議案６件で、慎重に審議いたしました。
　審議の結果、平成25年度会計歳入・歳出他21件の決算認定及び平成26年度一般会計補正予算他13件は、原案のとおり
認定・可決されました。議員提出議案６件については、議員提出議案第14号が賛成多数で可決、他５件については全会
一致で可決されました。
　また、請願３件は、全会一致で採択されました。

99 月月 定定 例例 会会森林除染対策事業、森林除染対策事業、
屋内市民プール整備事業の増等屋内市民プール整備事業の増等

24億3千2百万円の補正予算を可決

◎二本松市特定教育・保育施設及び特
定地域型保育事業の運営の基準に関
する条例制定について
 子ども・子育て支援法の規定に基づ
き、特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業の運営の基準を定めるもの。

◎二本松市家庭的保育事業等の設備及
び運営の基準に関する条例制定につ
いて
児童福祉法の規定に基づき、家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基
準を定めるもの。

◎二本松市福祉事務所設置条例の一部
を改正する条例制定について
次代の社会を担う子どもの健全な育

成を図るための次世代育成支援対策推
進法等の一部を改正する法律の施行に
伴い、引用法律の題名を改めるもの。

◎中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
及び永住帰国後の自立の支援に関す
る法律の一部を改正する法律の施行
に伴う関係条例の整理に関する条例
制定について
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する
法律の一部を改正する法律の施行に伴
い、関係条例における引用法律の題名
及び引用規定を改めるもの。

◎二本松市営住宅管理条例の一部を改
正する条例制定について
次代の社会を担う子どもの健全な育

成を図るための次世代育成支援対策推
進法等の一部を改正する法律の施行に
伴い、父子家庭においても、母子家庭
と同様の措置を講ずるため、所要の改
正を行うもの。

◎二本松市が経営する企業の設置等に
関する条例の一部を改正する条例制
定について
阿武隈川上流流域下水道関連二本松

市公共下水道の全体計画の見直しに伴
い、計画処理区域面積を改めるもの。

条　　例
◎二本松市一般会計補正予算
　普通交付税本算定結果による歳入の
補正、前年度繰越金確定による健全財
政運営を図るための措置、社会保障・
税番号制度の施行に伴う各種システム
の改修に係る措置、除染の更なる推進
を図るための措置、平成26年度当初予
算編成後の資材費や労務費の上昇に伴
う措置などを主として計上したもの
で、現計予算の総額に歳入歳出それぞ
れ24億3,243万円を追加し、予算総額
を562億9,148万円としたもの。
（歳出の主なもの）
○総務費
・決算剰余金を受けての財政調整基金
積立金の増 166,629千円
・同じく減債基金積立金の増
 337,371千円
・決算剰余金及びふるさと納税・復興
応援寄附金を受けての地域振興整備
基金積立金の増 301,013千円
・防犯カメラ設置費等防犯対策事業の
増 4,925千円
○民生費
・国県支出金の返還に伴う介護給付事
業の増 12,832千円
・老人福祉施設等除染設計業務委託料
の増 14,896千円
・ふくしま保育元気アップ緊急支援事
業の増 5,205千円
・保育士等処遇改善臨時特例事業の増
 6,373千円
・国庫支出金の返還に伴う生活保護扶
助費の増 8,220千円
○衛生費
・高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種化
に伴う予防接種委託料の増
 12,332千円
・生活用水確保対策・井戸ボーリング
補助事業の増 7,200千円
○農林水産業費
・「さくらの郷」災害対応型バルク設
置工事等、管理運営経費の増
 16,764千円

補正予算
・畜産原発事故対策事業の増
 41,127千円
・有害鳥獣捕獲活動事業の増
 4,830千円
・森林除染対策事業の増 950,000千円
○土木費
・向原上竹線整備事業の増 55,000千円
○教育費
・屋内市民プール整備事業の増
 349,972千円
〇災害復旧費
・岩代国保診療所除染業務委託料等の
増 4,685千円

（歳入の主なもの）
○普通交付税の増  134,575千円
○前年度繰越金の増 777,696千円

◎二本松市国民健康保険特別会計補正
予算

　社会保障・税番号制度の施行に伴う
国保電算システム改修費の増、前年度
繰越金の確定による補正措置。

◎二本松市後期高齢者医療特別会計補
正予算
　前年度繰越金の確定による広域連合
納付金の精算措置。

◎二本松市介護保険特別会計補正予算
　保険事業勘定において、社会保障・
税番号制度の施行に伴う介護保険シス
テム改修費と国・支払基金・県負担金
等の返還金の増、前年度繰越金が確定
したことによる補正措置。

◎二本松市公設地方卸売市場特別会計
補正予算

◎二本松市東和簡易水道事業特別会計
補正予算
　第７配水池電磁流量計の修繕に要す
る経費を措置。

◎工事請負契約締結
（仮称）にほんまつ保育所新築主体工事

その他
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○市長提出議案とその審議結果
議案番号 件　　　　　　　名 結　果
第62号 平成25年度二本松市一般会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第63号 平成25年度二本松市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第64号 平成25年度二本松市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第65号 平成25年度二本松市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第66号 平成25年度二本松市土地取得特別会計歳入歳出決算の認について 原案認定
第67号 平成25年度二本松市公設地方卸売市場特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第68号 平成25年度二本松市工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第69号 平成25年度二本松市佐勢ノ宮住宅団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第70号 平成25年度二本松市安達簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第71号 平成25年度二本松市岩代簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第72号 平成25年度二本松市東和簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第73号 平成25年度二本松市安達下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第74号 平成25年度二本松市岩代下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第75号 平成25年度二本松市茂原財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第76号 平成25年度二本松市田沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第77号 平成25年度二本松市石平財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第78号 平成25年度二本松市針道財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第79号 平成25年度二本松市工業団地造成事業会計決算の認定について 原案認定
第80号 平成25年度二本松市宅地造成事業会計決算の認定について 原案認定

第81号 平成25年度二本松市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定について 原案可決
及び認定

第82号 平成25年度二本松市下水道事業会計決算の認定について 原案認定
第83号 二本松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例制定について 原案可決
第84号 二本松市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例制定について 原案可決
第85号 二本松市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例制定について 原案可決

第86号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正
する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について 原案可決

第87号 二本松市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について 原案可決
第88号 二本松市が経営する企業の設置等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89号 工事請負契約の締結について 原案可決
第90号 平成26年度二本松市一般会計補正予算 原案可決
第91号 平成26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92号 平成26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93号 平成26年度二本松市介護保険特別会計補正予算 原案可決
第94号 平成26年度二本松市公設地方卸売市場特別会計補正予算 原案可決
第95号 平成26年度二本松市東和簡易水道事業特別会計補正予算 原案可決

○議員提出議案とその審議結果
議案番号 件　　　　　　　名 結　果
第９号 市長の専決事項の指定の一部変更について 原案可決
第10号 政府による緊急の過剰米処理を求める意見書の提出について 原案可決

第11号 「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」による就学支援事業の継続を求める意見書の提
出について 原案可決

第12号 特別支援学校卒業者等の就業に係る環境改善を求める意見書の提出について 原案可決
第13号 障がいを持つ児童・生徒の就学に係る環境改善を求める意見書の提出について 原案可決

第14号 従軍慰安婦についての「河野談話」の見直しと日本国と国民の誇りを取り戻す現政府による
「真実の談話」の発表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 5 号 障がいを持つ児童・生徒の就学・就業に係る環境改善を求める請願書 採　　択
第 6 号 「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」による就学支援事業の継続を求める請願書 採　　択
第 7 号 政府による緊急の過剰米処理を求める請願 採　　択


