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9 月 定 例 会

　二本松市議会９月定例会は、９月３日から25日までの23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24年度一般会計、特別会計、企業会計の決算認定や平成25年度一般会計補正予算、市条
例制定など市長提出議案38件で、これらを慎重に審議した結果、追加提案された「職員の給与の臨時特例に関する条例
案」については、賛成少数で否決され、その他、平成24年度会計歳入・歳出他21件の決算認定及び平成25年度一般会計
補正予算他16件は、原案のとおり認定・可決されました。議員提出議案５件は賛成多数で可決されました。
　人権擁護委員候補者の推薦については全会一致で適任と認め推薦しました。

99 月月 定定 例例 会会屋内プール整備、屋内子ども遊び場拡張等屋屋屋屋内内内内ププププーールルルル整整整整備備備備、、屋屋屋屋内内内内子子子子どどどどもももも遊遊遊遊びびびび場場場場拡拡拡拡張張張張等等等等
20億6千9百万円の補正予算を可決

　　　　職員の給与削減案は否決　　　　職員の給与削減案は否決

◎専決処分の承認を求めることについ
て（二本松市平成25年 8 月 5 日豪雨
による被災者に対する市民税等の減
免に関する条例制定について）
甚大な被害を受け、担税能力を喪失
したと認められる者に対する市民税等
の減免に関し必要な事項を定めるもの。
◎二本松市税特別措置条例及び二本松
市営住宅管理条例の一部を改正する
条例制定について
　福島復興再生特別措置法の一部を改
正する法律の施行に伴い、所要の改正
を行うもの。
◎延滞金等の割合に係る特例基準等を
整備するための関係条例の整備に関
する条例制定について
　地方税法の改正に準じ同様の特例を
定めるため、関係条例の整備を行うも
の。
◎二本松市特別職の職員で非常勤のも
のの報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例制定について
　成年後見人の選挙権の回復のための
公職選挙法等の一部を改正する法律の
施行に伴い、所要の改正を行うもの。
◎二本松市保育所条例等の一部を改正
する条例制定について
　二本松市立いわしろさくらこども園
の開設等に伴い、所要の改正を行うも
の。
◎二本松市立学校屋外運動場夜間照明
設備使用料条例の一部を改正する条
例制定について
　安達中学校の運動場への夜間照明設
備の設置に伴い、所要の改正を行うも
の。
◎二本松市水道条例の一部を改正する
条例制定について
　二本松市岳簡易水道事業及び安達簡
易水道事業を二本松市上水道事業へ統
合するため、条例の一部改正並びに関
係条例の廃止及び一部改正を行うもの。

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、福島定住等
緊急支援交付金の活用を予定した屋内
子ども遊び場拡張事業及び屋内市民プ
ール整備事業に関する措置、災害復旧
に要する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20億6,919万円を追加し、予算
総額を537億876万円としたもの。
（歳出の主なもの）
○総務費
・決算剰余金による財政調整基金積立
金の増 570,000千円
・名目津温泉駐車場整備事業の増
 8,666千円
○民生費
・屋内遊び場拡張事業の増
 221,047千円
・ふくしま保育元気アップ緊急支援事
業による民間保育所事業補助の増
 6,411千円
○衛生費
・生活用水確保対策・井戸ボーリング
補助の増 3,600千円
・住宅除染仮置場賃借料の増
 7,000千円
○農林水産業費
・畜産原発事故対策事業の増 
 29,244千円
・農業用施設整備・沖地区水路工事等
の増 13,000千円
○土木費
・道路維持補修経費の増 32,000千円
・除雪対策費の増 10,000千円
・屋内市民プール整備に係る霞ヶ城公
園拡張用地取得の増 130,031千円
○消防費
・消防屯所改築事業の増 25,730千円
○教育費
・二本松第一中学校エレベーター整備
事業の増 44,053千円

補正予算
・屋内市民プール整備事業・実施設計
費の増 80,079千円

○災害復旧費
・市道除染業務委託量の増
 175,000千円
・７月27日豪雨に係る公共土木施設現
年災害復旧費事業の増 107,000千円

（歳入の主なもの）
○地方特例交付金の減額 △198千円
○普通交付税の増額 95,268千円
○前年度繰越金の増額 1,387,500千円
◎二本松市国民健康保険特別会計補正
予算

　前年度繰越金の確定により補正した
もの。
◎二本松市後期高齢者医療特別会計補
正予算

　前年度繰越金の確定による広域連合
納付金等の精算措置。
◎二本松市介護保険特別会計補正予算
　保険事業勘定及び介護サービス事業
勘定とも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

◎二本松市岩代簡易水道事業特別会計
補正予算

◎二本松市安達下水道事業特別会計補
正予算

◎二本松市岩代下水道事業特別会計補
正予算

◎二本松市水道事業会計補正予算
◎二本松市下水道事業会計補正予算

◎財産の取得
　安達ヶ原ふるさと村ふるさと村公園
遊具購入
◎人権擁護委員候補者の推薦
　渡邊泰子さん（矢ノ戸・再任）、渡邊
一郎さん（本町・再任）を適任者と認
め推薦しました。

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 73 号 専決処分の承認を求めることについて
（二本松市平成25年8月5日豪雨による被災者に対する市民税等の減免に関する条例制定について） 原案承認

第 74 号 平成24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 75 号 平成24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 76 号 平成24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 77 号 平成24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 78 号 平成24年度二本松市土地取得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24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 80 号 平成24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 81 号 平成24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 82 号 平成24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 83 号 平成24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 84 号 平成24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 85 号 平成24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 86 号 平成24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 87 号 平成24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 88 号 平成24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 89 号 平成24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 90 号 平成24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 91 号 平成24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 92 号 平成24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 93 号 平成24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 94 号 平成24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 95 号 二本松市税特別措置条例及び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 96 号 延滞金等の割合に係る特例基準等を整備するための関係条例の整備に関する条例制定について 原案可決
第 97 号 二本松市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償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 98 号 二本松市保育所条例等の一部を改正する条例制定について 原案可決
第 99 号 二本松市立学校屋外運動場夜間照明設備使用料条例の一部を改正する条例制定について 原案可決
第100号 二本松市水道条例の一部を改正する条例制定について 原案可決
第101号 財産の取得について 原案可決
第102号 平成25年度二本松市一般会計補正予算 原案可決
第103号 平成25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104号 平成25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105号 平成25年度二本松市介護保険特別会計補正予算 原案可決
第106号 平成25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107号 平成25年度二本松市工業団地造成事業特別会計補正予算 原案可決
第108号 平成25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109号 平成25年度二本松市水道事業会計補正予算 原案可決
第110号 二本松市職員の給与の臨時特例に関する条例制定について 否　　決

○議員提出議案とその審議結果
議案番号 件　　　　　　　名 結　果
第８号 ＴＰＰ交渉からの撤退を国に求める意見書の提出について 原案可決
第９号 ホテル・旅館等建築物の耐震化の促進に関する意見書の提出について 原案可決

第 10 号 東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償請求権につき３年の消滅時効の
適用を排除する立法措置を求める意見書の提出について 原案可決

第 11 号 非常事態となっている福島第一原発の汚染水問題について、国が全責任を持つ体制の確立を
求める意見書の提出について 原案可決

第 12 号 森林除染の推進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２号 ＴＰＰ交渉からの撤退を要求する請願 採　　択
第３号 耐震改修促進法改正に伴う意見書の提出を求める請願 採　　択


