
小学校デジタル教科書購入（教師用教科書・指導書）
営農（水田・草地）放射性物質抑制対策等

2億2,470万円の補正予算を可決

定例会概要

12 月 定 例 会

　二本松市議会12月定例会は、12月2日から12月17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、二本松市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例制定、平成26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34件、市長追加議案6件、議員提出議案1件でした。
　これらを慎重に審議した結果、二本松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正と二本松市常勤の特別職の給
与の支給に関する条例等の一部改正、平成26年度二本松市一般会計補正予算の３件は賛成多数で可決、その他の議案は
全会一致で原案のとおり可決されました。

◎二本松市放課後児童健全育成事業の
設備及び運営の基準に関する条例

　児童福祉法の規定に基づき、放課後
児童健全育成事業の設備・運営に関す
る基準を定めるもの。

◎安達ヶ原ふるさと村屋内遊び場施設条例
　安達ヶ原ふるさと村屋内遊び場の管
理・運営に関し、必要な事項を定める
もの。

◎独立行政法人通則法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

　独立行政法人通則法の一部を改正す
る法律の施行に伴い、関係条例におけ
る引用条項等を改めるもの。

◎二本松市議会議員の議員報酬等に関
する条例の一部を改正する条例

◎二本松市常勤の特別職の給与の支給等
に関する条例及び二本松市教育委員会
教育長の給与、勤務時間その他の勤務条
件に関する条例の一部を改正する条例

◎二本松市職員の給与に関する条例の
一部を改正する条例

　国の人事院・県の人事委員会勧告内
容に沿って改正するもの。

◎二本松市国民健康保険条例の一部を
改正する条例

　産科医療制度の見直しに伴う出産一
時金の支給総額を現行と同額に維持す
るため、改正を行うもの。

◎二本松市保育所条例及び二本松市立
幼稚園条例の一部を改正する条例

　子ども・子育て支援法他関係諸法令
の改正に伴い、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

　放課後児童育成事業の設備及び運営
の基準に関する条例の制定に伴うもの。

◎二本松市認定こども園条例の改正
　子ども・子育て支援法他関係諸法令
の改正に伴い、所要の改正を行うもの。

条　　例
◎二本松市一般会計補正予算
　学童保育所施設の拡張等のための措
置、来年の営農に向けた水田及び草地
に係る放射性物質吸収抑制対策事業に
関する措置、給与関係条例の一部改正
に伴う給与等の改定などを主として、
現計予算の総額に歳入歳出それぞれ２
億2,470万円を追加し、予算総額を565
億5,366万円としたもの。

（歳出の主なもの）
○総務費
・ふるさと納税・復興応援寄付金を受

けての地域振興整備基金積立金の増
4,346千円

○民生費
・障害者訓練等給付費の増

40,000千円
・障害児通所給付費の増

25,500千円
・学童保育所施設整備費の増

14,669千円
・私立保育所保育料助成費の増

7,960千円  
○農林水産業費
 ・水田原発事故対策事業の増

60,764千円
・畜産原発事故対策事業の増

13,404千円
○商工費
・商店街近代化共同施設設置事業補助

金の増　　　　　　　　  6,024千円
○土木費
・台風18号等に伴う道路等修繕費・補

修資材費の増          　  17,000千円
・二伊滝・表線配水管布設替工事内容

変更に伴う補償補填金の増
13,100千円

○消防費
・安達地方広域行政組合消防費負担金

の増　　　　　　　　　 4,180千円
〇教育費
・小学校教科書改訂に伴う教師用教科

書・指導書等購入費の増
39,131千円

補正予算
○災害復旧費
・市道のホットスポット除染委託料の

増　　　　　　　　　　  5,000千円
〇その他
・安達地方土地開発公社の解散に伴う

出資金返還金を受けての土地取得特
別会計繰出金の増　　　 19,515千円

（歳入の主なもの）
○がんばる地域交付金　　  33,000千円

◎国民健康保険特別会計補正予算

◎後期高齢者医療特別会計補正予算
　給与改定・職員の異動整理に伴う人
件費を補正したもの。

◎介護保険特別会計補正予算
　介護保険法の改正に対応するための
システム改修経費の増額、職員の異動
整理等に伴う人件費を補正したもの。

◎土地取得特別会計補正予算
　安達地方土地開発公社の解散に伴う
出資金を一般会計から繰入れ土地開発
基金に積み立てるため補正したもの。

◎岩代簡易水道事業特別会計補正予算
　消費税額確定に伴う消費税納付金及
び職員の異動整理等に伴う人件費を補
正したもの。

◎東和簡易水道事業特別会計補正予算
　施設修繕費及び職員の異動整理に伴
う人件費を補正したもの。

◎岩代下水道事業特別会計補正予算
　小浜川の河川改修及び災害復旧によ
る下川西橋改築に伴う公共下水道汚水
管河川横断橋布設替えに係る設計委託
費を増額したもの。

◎水道事業会計補正予算
　配水管布設替工事内容変更に伴う事
務費として雑収益の増、職員の異動整
理等に伴う人件費を補正したもの。

◎下水道事業会計補正予算
　職員の異動整理等に伴う人件費等を
補正したもの。
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定例会概要

◎二本松市老人デイサービスセンター（二本松・安達・岩代）
◎二本松市生きがいデイサービスセンター（二本松・安達・岩代）
　社会福祉法人二本松市社会福祉協議会（再）
◎二本松市スカイピアあだたら・道の駅「安達」智恵子の里・和紙伝承館
　二本松市振興公社（再）
◎道の駅 さくらの郷
　企業組合 さくらの郷（再）
◎二本松市ウッディハウスとうわ
　キョウワプロテック株式会社（再）

◎二本松市教育委員会委員任命の同意
　関　奈央子さん　（戸沢・新任）
◎二本松市固定資産評価審査委員会委員の同意
　鈴木佐登志さん　（上蓬田・再任）
　二階堂賢一さん　（油井・再任）
　根本　清一さん　（小浜・再任）
　紺野　岩男さん　（戸沢・再任）
　本田　　都さん　（上平内・新任）

指定管理者の指定 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100号 専決処分の承認を求めることについて（平成26年度二本松市一般会計補正予算） 原案承認
第101号 二本松市放課後児童健全育成事業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102号 安達ヶ原ふるさと村屋内遊び場施設条例の制定について 原案可決
第103号 独立行政法人通則法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104号 二本松市議会議員の議員報酬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105号 二本松市常勤の特別職の給与の支給等に関する条例及び二本松市教育委員会教育長の給与、
勤務時間その他の勤務条件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106号 二本松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 原案可決
第107号 二本松市手数料条例の一部を改正する条例制定について 原案可決
第108号 二本松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 原案可決
第109号 二本松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 原案可決
第110号 二本松市保育所条例及び二本松市立幼稚園条例の一部を改正する条例制定について 原案可決
第111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112号 二本松市認定こども園条例の改正について 原案可決
第113号 二本松市二本松老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について 原案可決
第114号 二本松市安達老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について 原案可決
第115号 二本松市岩代老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について 原案可決
第116号 二本松市二本松生きがいデイサービスセンターの指定管理者の指定について 原案可決
第117号 二本松市安達生きがいデイサービスセンターの指定管理者の指定について 原案可決
第118号 二本松市岩代生きがいデイサービスセンターの指定管理者の指定について 原案可決
第119号 二本松市スカイピアあだたらの指定管理者の指定について 原案可決
第120号 二本松市道の駅「安達」智恵子の里の指定管理者の指定について 原案可決
第121号 二本松市和紙伝承館の指定管理者の指定について 原案可決
第122号 二本松市道の駅さくらの郷の指定管理者の指定について 原案可決
第123号 二本松市ウッディハウスとうわの指定管理者の指定について 原案可決
第124号 平成26年度二本松市一般会計補正予算 原案可決
第125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126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127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128号 平成26年度二本松市土地取得特別会計補正予算 原案可決
第129号 平成26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130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
第131号 平成26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132号 平成26年度二本松市水道事業会計補正予算 原案可決
第133号 平成26年度二本松市下水道事業会計補正予算 原案可決
第134号 二本松市教育委員会委員任命の同意について 原案同意
第135号 二本松市固定資産評価審査委員会委員選任の同意について 原案同意
第136号 二本松市固定資産評価審査委員会委員選任の同意について 原案同意
第137号 二本松市固定資産評価審査委員会委員選任の同意について 原案同意
第138号 二本松市固定資産評価審査委員会委員選任の同意について 原案同意
第139号 二本松市固定資産評価審査委員会委員選任の同意について 原案同意

○議員提出議案とその審議結果
議案番号 件　　　　　　　名 結　果
第15号 国に対し「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例

に関する法律」の有効期限を延長する立法措置を求める意見書の提出について 原案可決
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