１．平成 26 年第 4 回定例会議案について
回定例会議案について
議案の内訳
⑴ 議案の
・専決処分の承認を求めることについて
２件
・条例の制定について
２件
・条例の一部改正及び廃止について
６件
・平成２６年度補正予算
９件
・新市建設計画の変更について
１件
・市道路線の認定及び変更について
各１件
・工事請負契約の変更契約の締結について
1件
合 計
２３件
⑵ 議案の
議案の概要
① 報告第７号「専決処分の承認を求めること」については，平成２６年度小美玉市一般
会計補正予算第３回であり，子育て世帯臨時特例給付事業及びふるさと応援に対する
指定寄附金に係る補正として，歳入歳出それぞれ７，３２９万７千円を追加し，歳入
歳出予算の総額を２３８億１，３３１万２千円としたものです。
② 報告第８号「専決処分の承認を求めること」については，平成２６年度小美玉市一般
会計補正予算第４回であり，衆議院議員総選挙経費の補正として，歳入歳出それぞれ
２，８７５万９千円を追加し，歳入歳出予算の総額を２３８億４，２０７万１千円と
したものです。
③ 議案第８４号『小美玉市「乳製品で乾杯」を推進する条例の制定』については，本市
は全国でも有数の酪農地帯を誇っており，乳製品の普及による健康増進と地域振興の
ため，乳製品による乾杯を推進するための条例を制定するものです。
④ 議案第８５号「小美玉市墓地条例の制定」については，官地にある個人墓地について，
適正な設置及び管理を図るため制定するものです。
⑤ 議案第８６号「小美玉市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条例」
については，国家公務員等の療養休暇取得に関する制度に準拠した取り扱いとするた
め，所要の条例整備を行うものです。
⑥ 議案第８７号「小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一
部を改正する条例」及び議案第８８号「小美玉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」並びに議案第８９号「小美玉
市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」については，本年８月に示された
人事院による給与勧告に，それぞれ準拠するため，所要の条例整備を行うものです。
⑦ 議案第９０号「小美玉市国民健康保険条例の一部を改正する条例」については，産科
医療補償制度等の改正に伴い，出産育児一時金の見直しを行うものです。
⑧ 議案第９１号「子ども･子育て支援新制度施行に伴う小美玉市教育委員会の附属機関
の整理に関する条例」については，子ども･子育て支援新制度の施行に伴い，関係条
例の整理を行うものです。
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⑨ 議案第９２号「平成２６年度小美玉市一般会計補正予算（第 3 号）
」については，歳
入歳出それぞれ６億６，３５２万６千円を追加し，歳入歳出予算の総額を２４５億５
５９万７千円とするものです。
⑩ 議案第９３号「平成２６年度小美玉市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）
」に
ついては，事業勘定において歳入歳出それぞれ７７万２千円を追加し，歳入歳出予算
の総額を６２億２，６００万２千円とし，また，診療施設勘定白河診療所においては，
歳入歳出それぞれ８２万円を追加し，歳入歳出予算の総額を１億５，２１５万４千円
とするものです。
⑪ 議案第９４号「平成２６年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第 3 号）
」
については，歳入歳出それぞれ８７万８千円を追加し，歳入歳出予算の総額を４億４，
３４２万円とするものです。
⑫ 議案第９５号「平成２６年度小美玉市下水道事業特別会計補正予算（第２号）
」につ
いては，歳入歳出それぞれ８８万８千円を増額し，歳入歳出予算の総額を１６億５，
６９９万１千円とするものです。
⑬ 議案第９６号「平成２６年度小美玉市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）
」
については，歳入歳出それぞれ３１万９千円を増額し，歳入歳出予算の総額を５億８，
３６９万７千円とするものです。
」
⑭ 議案第９７号「平成２６年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）
については，歳入歳出それぞれ１０万２千円を増額し，歳入歳出予算の総額を７，６
３３万８千円とするものです。
⑮ 議案第９８号「平成２６年度小美玉市霊園事業特別会計補正予算（第２号）
」につい
ては，歳出で，霊園施設管理費１８万５千円を減額し９６１万２千円とし，霊園整備
事業費１８万５千を増額し，１億２５４万７千円とするものです。
⑯ 議案第９９号「平成２６年度小美玉市介護保険特別会計補正予算（第３号）
」につい
ては，事業勘定の歳入歳出それぞれ５６３万１千円を追加し，歳入歳出予算の総額を
３１億３，４６６万３千円とするものです。
⑰ 議案第１００号「平成２６年度小美玉市水道事業会計補正予算（第２号）
」について
は，収益的支出として，１５３万円を増額し７億７，９７３万４千円とするものです。
⑱ 議案第１０１号「新市建設計画の変更」については，市町村の合併の特例に関する法
律（昭和 40 年法律第 6 号）第 5 条第 7 項の規定に基づき，新市建設計画の計画期間
の延長等の変更を行うものです。
⑲ 議案第１０２号「市道路線の認定」については，川戸地内に新設する道路を市道路線
に認定するものです。
⑳ 議案第１０３号「市道路線の変更」については，中野谷地内の１路線の変更を提案す
るものです。
21 議案第１０４号「工事請負契約の変更契約の締結」については，
「小美玉市立竹原小
学校校舎改築工事」の工事請負契約の一部変更をするものです。
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⑶ 一般会計補正予算
① 補正予算の概要
歳入では，普通交付税の額決定による地方交付税の補正増，歳出では防災行政無線放
送施設整備事業，特定防衛施設周辺整備調整交付金事業，社会福祉事務費，障害者自立
支援事業（補助）
，広域幹線道路整備事業，中学校建設事業（補助）
，職員等の給与費の
補正等により，歳入歳出それぞれ 6 億 6,352 万 6 千円を追加し，歳入歳出予算の総額
を 245 億 559 万 7 千円としている。
（単位：千円）

②

補正前の額

補正額

計

23,842,071

663,526

24,505,597

補正（歳入）の主な内容
○地方交付税【増額】 214,194 千円
普通交付税の額決定により，当初予算との差額分を補正計上。
○民生費国庫負担金【増額】 27,248 千円
障害者自立支援費負担金等を補正計上。
○総務費国庫補助金【増額】 137,581 千円
特定防衛施設周辺整備調整交付金及び百里基地周辺無線放送施設設置助成事業補助
金等を補正計上。
○民生費国庫補助金【増額】 18,980 千円
保育緊急確保事業費補助金等を補正計上。
○土木費国庫補助金【増額】 35,423 千円
道整備交付金等を補正計上。
○基金繰入金【減額】 △42,912 千円
普通交付税の補正増により，歳入超過分については財政調整基金繰入金の減額によ
調整。
○総務債【増額】 72,500 千円
防災行政無線放送施設整備事業債を合併特例債から緊急防災・減災事業債に変更した
ことによる補正計上。
○消防債【減額】 △30,700 千円
茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金の額確定にともなう減額。
○合併特例債【増額】 60,600 千円
広域幹線道路整備事業債と教育施設耐震補強整備事業債の増額と，緊急防災・減災事
業債に変更した防災行政無線放送施設整備事業債と防災公園整備事業債の減額によ
る補正計上。
○臨時財政対策債【増額】 76,526 千円
発行可能額の確定により，当初予算との差額分を補正計上。
○土木債【新規】 75,100 千円
防災公園整備事業債を合併特例債から緊急防災・減災事業債に変更したことによる補
正計上。
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③

補正（歳出）の主な内容
○防災行政無線放送施設整備事業【増額】170,000 千円（国補）
民生安定施設整備事業補助金が増額することに伴い，防災行政無線放送施設整備工事
費等を増額。
○特定防衛施設周辺整備調整交付金事業【増額】48,370 千円（国補）
交付金事業で整備する道路の用地買収費や電柱・立木等移転補償費等を増額。
○社会福祉事務費【増額】42,500 千円（市単）
小美玉市社会福祉協議会の運営費補助金を増額。
○障害者自立支援事業（補助）
【増額】57,454 千円（国県補）
今後の支出見込を勘案し，自立支援給付費等を増額。
○民間保育所補助事業【増額】25,170 千円（国県補）
保育緊急確保事業費補助金を活用する保育士等処遇改善臨時特例事業補助金を新規
計上。
○広域幹線道路整備事業【増額】138,000 千円（国補）
道整備交付金及び合併特例債を活用する広域幹線道路の用地買収費等を増額。
○通信指令運営経費【減額】△32,112 千円
茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金の額確定による減額。
○小学校施設管理費【増額】10,851 千円（市単）
来年度のクラス増に対応するための羽鳥小学校の教室改修工事費等を増額。
○中学校施設管理費【増額】7,100 千円（市単）
美野里中学校の防球ネット改修工事費を増額。
○中学校建設事業（補助）
【増額】62,494 千円（市単）
小川北中学校の駐車場整備工事費と用地買収費を新規計上。
○幼稚園就園奨励費【増額】14,871 千円（国補）
補助対象園児の拡大により，幼稚園就園奨励費補助金を増額。
○小美玉市共同調理場運営経費【増額】10,089 千円（市単）
光熱水費や各種調理機器の修繕等を増額。
○職員等の給与費【増額】41,113 千円（市単）
人事院勧告に伴う職員等の給与費等を増額。

◇問い合わせ（議案）
総務部 総務課 庶務係
℡0299-48-1111（内線 1282）

◇問い合わせ（予算）
企画財政部 財政課 財政係
℡0299-48-1111（内線 1241・1242）
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２．第 8 回小美玉市子ども
回小美玉市子ども議会
ども議会について
議会について

１．目

的

次世代を担う子供たちが、市役所の仕組みや仕事を知り議会活動の一
部を体験する事で、市政をより身近に感じ関心を高めると同時に、子
供たちから見た市政に対する意見や要望・提言などを聞き、子供たち
が参加するまちづくりに資する。併せて子供たちが毎日の生活を顧み
る事で、家族や社会の一員であることに改めて気づき、地域との繋が
りを大切にする心を育て、参加する子どもたちの健全な育成を目的と
する。

２．日

時

平成２６年１２月２５日（木）
午前 9 時開会
午後 0 時頃閉会予定

３．会

場

小美玉市議会議場（小美玉市役所３階）

４．主

催

青少年を育てる小美玉市民の会
小美玉市学校長会

５．内
６．対

容
象

一般質問形式（一人一問一答方式で再質問は行わない。通告制とする）
市内各小学校６年生 ２２名

◇問い合わせ先
教育委員会 生涯学習課
生涯学習センター（コスモス）
井上 淳
℡0299-26-9111（直通）
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