
6
  平成 30 年９月定例会

　　審議結果

■平成２９年度決算（10 件）
議案
番号 案件名 内　　　容 付託

委員会
審議
結果

90号 一般会計歳入歳出決算認定に
ついて

［歳入］237億4,979万8千円     ［歳出］226億1,753万7千円
               歳入歳出差引額11億3,226万1千円
                           うち1億9,815万5千円（繰越明許費等繰越額）
    実質収支額：9億3,410万6千円

決　算 認定

91号 国民健康保険特別会計歳入歳
出決算認定について

【事業勘定】
［歳入］65億2,599万5千円［歳出］64億4,018万2千円
【診療施設勘定 白河診療所】
［歳入］1億3,697万9千円［歳出］1億2,401万円

決　算 認定

92号 後期高齢者医療保険特別会計
歳入歳出決算認定について ［歳入］4億9,417万2千円［歳出］4億8,950万6千円 決　算 認定

93号 下水道事業特別会計歳入歳出
決算認定について ［歳入］15億1,245万円［歳出］14億8,054万3千円 決　算 認定

94号 農業集落排水事業特別会計歳
入歳出決算認定について ［歳入］7億6,598万1千円［歳出］7億5,288万8千円 決　算 認定

95号 戸別浄化槽事業特別会計歳入
歳出決算認定について ［歳入］5,676万7千円［歳出］5,182万1千円 決　算 認定

96号 霊園事業特別会計歳入歳出決
算認定について ［歳入］1,835万円［歳出］1,621万4千円 決　算 認定

97号 介護保険特別会計歳入歳出決
算認定について

【事業勘定】
［歳入］37億7,331万2千円［歳出］36億7,298万7千円
【介護サービス事業勘定】
［歳入］505万6千円［歳出］480万7千円

決　算 認定

98号 病院事業会計決算認定につい
て

【収益的収入及び支出】
［収入］1億9,243万7千円［支出］1億9,243万7千円
【資本的収入及び支出】
［収入］0円［支出］545万6千円

決　算 認定

99号 水道事業会計決算認定につい
て

【収益的収入及び支出】
［収入］8億2,483万6千円［支出］7億5,306万9千円
【資本的収入及び支出】
［収入］1億2,960万9千円［支出］6億9,469万7千円

決　算 認定

■その他（4 件）
議案
番号 案件名 内　　　容 付託

委員会
審議
結果

100号 指定管理者の指定について 小美玉温泉ことぶきの管理運営業務を、指定管理者に移行するこ
とを提案するもの 文教福祉 可決

101号 動産の買入れ契約の締結に
ついて

玉里消防署高規格救急自動車の買入れの契約を締結するため提案
するもの 総　  務 可決

102号 市道路線の認定について 土地改良事業に伴い、移管を受けた道路を、市道美1643号線と
して認定するもの 産業建設 可決

103号 市道路線の変更について 中延地内市道 小10721号線の一部用途廃止に伴い、同路線の終
点位置を変更するもの 産業建設 可決

■諮問（１件）
議案
番号 案件名 内　　　容 付託

委員会
審議
結果

4号 人権擁護委員の推薦につき
意見を求めることについて 前委員の後任者として、新たに菊地 稔氏を推薦するもの － 適任

■請願・陳情（３件）
受付
番号 案件名 内　　　容 付託

委員会
審議
結果

請 願
第 1号

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度
堅持のための政府予算に係る意見書採択を
求める請願

請願者：茨城県教職員組合　　　　　　　
紹介議員：木村喜一 文教福祉 採択

請 願
第 2号

宮田地区における太陽光発電施設建設工事
の規制を求める請願書

請願者：押手秀介　　　　　　　　　　　
紹介議員：幡谷好文、藤井敏生、谷仲和雄 総　  務 採択

陳 情
第 1号 主要農作物種子法の復活等をもとめる陳情 陳情者：茨城中央農民組合 産業建設 不採択
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議会だより 第 51号

審議結果

■報告（1 件）
報告
番号 案件名 内　　　容 付託

委員会
審議
結果

4 号 専決処分の承認 損害賠償に係る和解及び額の決定を専決処分するもの － 承認

■条例の新規制定（2 件）
議案
番号 案件名 内　　　容 付託

委員会
審議
結果

78号 小美玉市要保護児童対策地域
協議会設置条例の制定

要保護児童の適切な保護に係る体制として、児童福祉法の規定
に基づき、設置されている機関の設置根拠を、要綱から条例に
改め制定するもの

文教福祉 可決

79号
小美玉市高齢者虐待防止ネッ
トワーク運営委員会設置条例
の制定

虐待を受けた高齢者の適切な保護及び養護者に対する適切な支
援を行うため、設置されている機関の設置根拠を、要綱から条
例に改め制定するもの

文教福祉 可決

■条例の一部改正（2 件）
議案
番号 案件名 内　　　容 付託

委員会
審議
結果

77号 小美玉市小美玉温泉ことぶき
条例の一部を改正する条例

小美玉市税条例の一部改正により、入湯税に関する課税対象等
基準が定められたこと及び受益者負担金の適正化並びに税負担
の公平性を確保することなどに伴い、条例の一部改正を行うも
の

文教福祉 可決

80号
小美玉市「乳製品で乾杯」を
推進する条例の一部を改正す
る条例

乳製品で乾杯を推進する条例に、市全体で「おもてなしの心」
の醸成を図るため、条例の一部改正を行うもの 産業建設 可決

■平成３０年度補正予算（9 件）
議案
番号 案件名 内　　　容 付託

委員会
審議
結果

81号 一般会計補正予算（第２号）［補正額］2億3,680万9千円［補正後額］251億6,231万2千円 各委員会 可決

82号 国民健康保険特別会計補正
予算（第１号）

【事業勘定】
［補正額］8,733万2千円　［補正後額］56億2,644万円
【診療施設勘定 白河診療所】
［補正額］4万9千円　［補正後額］1億4,469万4千円　

文教福祉 可決

83号 後期高齢者医療保険特別会計
補正予算（第１号） ［補正額］1,348万円　　［補正後額］5億3,902万6千円 文教福祉 可決

84号 下水道事業特別会計補正予算
（第２号） ［補正額］1,310万4千円［補正後額］17億281万1千円 産業建設 可決

85号 農業集落排水事業特別会計
補正予算（第２号） ［補正額］524万円　　  ［補正後額］2億8,447万3千円 産業建設 可決

86号 戸別浄化槽事業特別会計
 補正予算（第１号） ［補正額］7万3千円　　 ［補正後額］2,642万円 産業建設 可決

87号 霊園事業特別会計補正予算
（第１号） ［補正額］213万5千円　 ［補正後額］2,527万8千円 総　務 可決

88号 介護保険特別会計補正予算
（第１号）

【事業勘定】
［補正額］7,743万円　   ［補正後額］39億994万4千円
【介護保険サービス事業勘定】
［補正額］24万8千円　 ［補正後額］341万1千円

文教福祉 可決

89号 水道事業会計補正予算（第１号）【収益的支出】
［補正額］2,646万2千円［補正後額］8億774万1千円 産業建設 可決

平成30年第3回定例会　審議結果等一覧（全32件）


