
議案番号 議案名称 内容 議決年月日 付託委員会 審議結果

1号
小美玉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について

市政モニター制度の見直しに伴い，関係条例の規定の整理を
行うもの

H31.3.22 総務 原案可決

2号
小美玉市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置条例の制定
について

まち・ひと・しごと創生総合戦略「ダイヤモンドシティプロ
ジェクト」に関して，専門的見地から意見を聴取する機関の
設置根拠を要綱から条例に改めるため，新たに制定するもの

H31.3.22 総務 原案可決

3号
小美玉市シティプロモーション推進懇談会設置条例の制定に
ついて

シティプロモーションの指針策定及び施策の推進に関して，
市・市民及びシティプロモーション関係団体の連携により，
円滑かつ総合的な推進を図ると共に，専門的見地から検証す
る組織の設置が必要となるため，新たに制定するもの

H31.3.22 総務 原案可決

4号 小美玉市個人情報保護条例の一部を改正する条例について
「個人情報の保護に関する法律」及び「行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律」の改正等に伴い，所要の改正
を行うもの

H31.3.22 総務 原案可決

5号
小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に
ついて

事院の給与勧告に伴い，所要の整理を行ない改正するもの H31.3.22 総務 原案可決

6号 小美玉市部等設置条例等の一部を改正する条例について
病院事業の廃止に伴う文言の整理をするとともに，業務効率
化を図るため，行政組織等の一部見直しに伴い所要の改正を
するもの

H31.3.22 総務 原案可決

7号
小美玉市公共施設等マネジメント推進委員会設置条例の制定
について

内に存する公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進し，
その最適化を図るために，調査審議する市の附属機関とし
て，委員会を設置するため，新たに制定するもの

H31.3.22 総務 原案可決

8号
小美玉市公共施設の暴力排除に関する条例の全部を改正する
条例について

暴力団等による公共施設の使用を，市が条例等で定める全て
の公共施設で制限する旨を規定するほか，所要の改正をする
ことに伴い，本条例の全面的な見直しを行うもの

H31.3.22 総務 原案可決

9号 小美玉市公共ホール条例の一部を改正する条例について

小美玉市公共ホール運営委員会の附属機関としている「小川
文化センター活性化委員会」「四季文化館企画実行委員会」
「小美玉市生涯学習センターコスモスプロジェクト」の設置
根拠を規定するほか，所要の改正を行うもの

H31.3.22 総務 原案可決

平成31年第1回定例会　審議結果一覧

■市長提出議案



10号 小美玉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
国民健康保険財政の健全運営のために，国民健康保険税の税
率等，当該条例の関係条文について所要の改正を行うもの

H31.3.22 文教福祉 原案可決

11号
小美玉市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例
について

茨城県の医療費公費負担制度の対象者として，精神障害者保
健福祉手帳１級所持者が平成３１年４月から新たに加わるこ
とに伴い，所要の改正を行うもの

H31.3.22 文教福祉 原案可決

12号 小美玉市基金条例の一部を改正する条例について

基地周辺事業の推進に必要な資金を積み立て，地域の活性化
を図ることを目的とし，新たに「情報教育支援基金」及び
「地域再生 交流拠点 施設維持管理 運営等事業基金」を設置
するため，所要の改正を行うもの

H31.2.28 ー 原案可決

13号
小美玉市玉川地区学習等供用施設条例の一部を改正する条例
について

小美玉市玉里地区学習等供用施設の設置に伴い，その名称及
び位置を定めるため，所要の改正を行うもの

H31.3.22 文教福祉 原案可決

14号
小美玉市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道
技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例に
ついて

学校教育法及び関係政省令の一部改正に伴い，所要の改正を
行うもの

H31.3.22 産業建設 原案可決

15号 平成３０年度小美玉市一般会計補正予算（第５号）
歳入歳出それぞれ２，９８４万４千円を追加し，歳入歳出予
算の総額を２５４億８，５２０万４千円とするもの

H31.3.22 総務 原案可決

16号
平成３０年度小美玉市国民健康保険特別会計補正予算（第２
号）

「事業勘定」歳入歳出それぞれ５，５６４万９千円を追加
し，歳入歳出予算の総額を５６億８，２０８万９千円とする
もの。
「診療施設勘定」歳入歳出それぞれ１，１７２万３千円を減
額し，歳入歳出予算の総額を１億３，２９７万１千円とする
もの

H31.3.22 文教福祉 原案可決

17号
平成３０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）

歳入歳出それぞれ２７８万６千円を減額し，歳入歳出予算の
総額を，５億２，４６４万１千円とするもの H31.3.22 文教福祉 原案可決

18号
平成３０年度小美玉市下水道事業特別会計補正予算（第３
号）

歳入歳出それぞれ１，４３２万４千円を減額し，歳入歳出予
算の総額を１６億８，８４８万７千円とするもの

H31.3.22 産業建設 原案可決

19号
平成３０年度小美玉市農業集落排水事業特別会計補正予算
（第３号）

歳入歳出それぞれ１，１６６万８千円を増額し，歳入歳出予
算の総額を２億９，６１４万１千円とするもの

H31.3.22 産業建設 原案可決

20号
平成３０年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計補正予算（第
２号）

歳入歳出それぞれ１万４千円を増額し，歳入歳出予算の総額
を，２，６４３万４千円とするもの

H31.3.22 産業建設 原案可決



21号 平成３０年度小美玉市霊園事業特別会計補正予算（第２号）
歳入歳出それぞれ６３１万円を減額し，歳入歳出予算の総額
を１,８９６万８千円とするもの

H31.3.22 総務 原案可決

22号 平成３０年度小美玉市介護保険特別会計補正予算（第３号）

「介護保険事業勘定」歳入歳出それぞれ３,８２１万１千円を
増額し，歳入歳出予算の総額を３９億５,０９７万８千円とす
るもの
「介護サービス事業勘定」財源の入替えをするもの

H31.3.22 文教福祉 原案可決

23号 平成３０年度小美玉市水道事業会計補正予算（第２号）

「収益的支出」補正後の予算額を８億７７８万５千円とする
もの
「資本的収入及び支出」予算額を，８億５,３５９万４千円と
するもの

H31.3.22 産業建設 原案可決

24号 平成３１年度小美玉市一般会計予算
予算総額２３１億６，５００万円
前年度当初予算より７．３％減

H31.3.22 予算 原案可決

25号 平成３１年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

「事業勘定」予算総額５３億７６万１千円
前年度当初予算より４．３パーセントの減
「診療施設勘定」予算総額１億３，２４２万３千円
前年度当初予算より８．４パーセントの減

H31.3.22 予算 原案可決

26号 平成３１年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算
予算総額５億３,０２１万１千円
前年度当初予算より０．９パーセントの増

H31.3.22 予算 原案可決

27号 平成３１年度小美玉市下水道事業特別会計予算
予算総額１６億９，６５２万５千円
前年度当初予算より０.８パーセントの増

H31.3.22 予算 原案可決

28号 平成３１年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算
予算総額２億９，６２７万７千円
前年度当初予算より７.３パーセントの増

H31.3.22 予算 原案可決

29号 平成３１年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算
予算総額３，２９１万円
前年度当初予算より２４.９パーセントの増

H31.3.22 予算 原案可決

30号 平成３１年度小美玉市霊園事業特別会計予算
予算総額２,４９４万８千円
前年度当初予算より７.８パーセントの増

H31.3.22 予算 原案可決

31号 平成３１年度小美玉市介護保険特別会計予算

「介護保険事業勘定」予算総額３８億７４３万１千円
前年度当初予算より０．７パーセントの減
「介護サービス事業勘定」予算総額６４５万４千円
前年度当初予算より１０４パーセントの増

H31.3.22 予算 原案可決



32号 平成３１年度小美玉市水道事業会計予算

「収益的収入及び支出」収入額 ８億４,７２７万３千円，
支出額 ８億２,２２８万６千円
「資本的収入及び支出」収入額 ６億４,４６２万４千円，
支出額 １０億７,８４１万円
※資本的収入額が支出額に対して不足する４億３,３７８万６
千円は，消費税資本的収支調整額，過年度及び当年度損益勘
定留保資金により補填するもの

H31.3.22 予算 原案可決

33号 公の施設の広域利用に関する協議について

小美玉市と水戸市，笠間市，ひたちなか市，那珂市，茨城
町，大洗町，城里町及び東海村との間において協定を結んで
いる公の施設の広域利用について，対象施設の変更に伴い，
改めて協定を定めるもの

H31.3.22 総務 原案可決

34号 市道路線の認定について
開発行為により，造成され移管を受けた道路を，市道美１６
４５号線として認定するもの

H31.3.22 産業建設 原案可決

35号 市道路線の変更について
宮田地内市道２路線の一部用途廃止に伴い，市道路線の変更
をおこなうもので，路線の起点，終点の位置を変更するもの

H31.3.22 産業建設 原案可決

36号 監査委員の選任につき同意を求めることについて
監査委員の任期満了に伴い、村尾實氏の再任につき同意を求
めるもの

H31.2.28 ー 原案同意

37号 平成３０年度小美玉市一般会計補正予算（第６号）
歳入歳出予算の総額にそれぞれ７，６１８万円を追加し，歳
入歳出予算の総額を２５５億６，１３８万４千円とするもの
また、繰越明許費補正の計上をするもの

H31.3.22 ー 原案可決

38号
平成３０年度小美玉市国民健康保険特別会計補正予算（第３
号）

事業勘定で，歳入歳出それぞれ５，３２８万円を追加し，歳
入歳出予算の総額を５７億３，５６３万９千円とするもの

H31.3.22 ー 原案可決

39号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 農業委員会委員の任命につき，議会の同意を求めるもの H31.3.22 ー 原案同意

報告番号 案　件　名 内容 議決年月日 付託委員会 審議結果

1 号 専決処分の承認を求めることについて 損害賠償に係る和解，及び額の決定の専決処分 H31.3.22 ー 原案承認



発議番号 案件名 内容 議決年月日 付託委員会 審議結果

1 号 小美玉市議会委員会条例の一部を改正する条例について 常任委員会所管事項の一部を改正するもの H31.3.22 ー 原案可決

請願番号 案件名 内容 議決年月日 付託委員会 審議結果

1 号
後期高齢者の医療費自己負担２割への引き上げに反対する請
願

75歳以上の医療費の窓口負担の２割への引き上げをしない
よう政府関係機関に意見書提出をもとめるもの

H31.3.22 文教福祉 採択

陳情番号 案件名 内容 議決年月日 付託委員会 審議結果

H30.12.17 継続審査

H31.3.22 採択

■請願・陳情

■議員提出議案

文教福祉
議会として、「医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求
める意見書」を国に提出することを求める陳情書

「医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書」
を国に提出することを求めるもの
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