
2   令和２年６月定例会

　第２回定例会は、６月４日から 10 日までの７日間の

会期で開かれ、24 件の議案等を審議しました。今回の定

例会は、新型コロナウイルス感染症対策として、当初予

定していた 16 日間の会期を短縮しました。執行部が新

型コロナウイルス対策に専念できるようにしたいとの意

見が全員協議会において了承されたため、一般質問は行

いませんでした。

　一般会計補正予算をはじめ、公平委員会委員、教育委

員会委員の人事案件などが提案され、市長から提案され

た議案 21 件と議員提出の議案２件は全会一致で可決（承

認・同意）され、陳情 1件は継続審査となりました。

令和 2年第 2回定例会
6月 4日から 6月 10 日の会期で開催

　
　市民に対して議会の結果を報告し、市民と意見を

交換する場として、年に 1 回議会報告会を開催して

きましたが、議会基本条例に特例を設け、感染症予防

や災害時などに対応できるよう、議会基本条例を改正

しました。それに伴い、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、 今年度の議会報告会は 中止することと

なりました。議会活動はウェブサイトでお知らせし

ますので、市民の皆さまのご理解をお願いします。

議会報告会 　中止

発議第２号　

　小美玉市議会基本条例の一部を改正する条例

報 酬 減 額
　　新型コロナウイルス感染症の影響により、

　市民生活と市内経済へのさらなる支援が求め

　られることから、市の感染症対策に役立てて

　もらうため、市議会議員 20 人全員の報酬月

　額の減額を決定しました。 

 

　■議長、副議長および議員の報酬月額

　    令和 2年 7月 ～  9 月
       　➡３か月 10％減額
   

　発議第３号   
　　小美玉市議会議員の議員報酬及び

　　費用弁償等に関する条例の臨時特例

　　に関する条例の制定

 議員提出     議案発 議 の

の
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専決処分  スピード感　　  支援をもって

●次亜塩素酸水配布事業　　

●マスク配布事業

●赤外線体温計購入

●防護服・噴霧器購入　など

報告第７号　専決処分の承認を求めること　　　

【令和２年度一般会計補正予算（第１回）】

11,777 千円

●特別定額給付金　　

　（一人当たり給付 10 万円）

●児童扶養手当応援給付金

●休業要請協力金　　

●緊急雇用対策事業　

●マスク配布事業　など

報告第８号　専決処分の承認を求めること　　　

【令和２年度一般会計補正予算（第２回）】

5,134,091 千円

　専決処分とは、本来、予算や条例など議会の

議決や決定を経てから執行することを、議会の

議決の前に、市長が自ら意思決定し、処理する

というものです。

　緊急事態として行うことが決まった国の事

業＜特別定額給付金＞や市独自の緊急的な支援

を市が少しでも早く取り組むことから、市議会

としても理解を示しました。

　今回の 6 月定例会では、市長提出議案で出さ

れた 9件の専決処分の報告を承認しました。

（審議結果は次ページをご覧ください）

特別定額給付金申請書発送前の確認作業

専決処分後

議会運営費削減
　
ウイルス対策経費として活用するよう市長に申し入れ

を行いました。この申し入れを受け、島田市長からは、

「議員の皆さんの総意をしっかり受け止め、小美玉市

独自の新型コロナウイルス対策に使わせていただきま

す」との感謝の言葉をいただきました。

コロナ対策
　
　4 月 25 日の災害対策支援本部会議において、外出自

粛や三密の防止が求められているなか、それらを厳守

しながら研修などの議会活動は困難であること、また

市民生活や経済に深刻な影響が出ている現状を踏まえ、

議会運営費の一部 534 万 6 千円を減額し、新型コロナ
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令和2年第2回定例会　審議結果等一覧（全24件）

■報告（9件）

1   専決処分の承認を求めることについて 小美玉市税条例等の一部を改正する条例の専決処分 ー 承認

2   専決処分の承認を求めることについて 小美玉市税条例の一部を改正する条例の専決処分 ー 承認

3   専決処分の承認を求めることについて
　小美玉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

　専決処分
ー 承認

4   専決処分の承認を求めることについて 　小美玉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

　専決処分
ー 承認

5   専決処分の承認を求めることについて
小美玉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

　する条例の専決処分
ー 承認

6   専決処分の承認を求めることについて
　小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件

　等の特例に関する条例の一部を改正する条例の専決処分
ー 承認

7   専決処分の承認を求めることについて 令和2年度小美玉市一般会計補正予算（第1回）の専決処分 ー 承認

8   専決処分の承認を求めることについて 令和2年度小美玉市一般会計補正予算（第2回）の専決処分 ー 承認

9   専決処分の承認を求めることについて
　令和2年度小美玉市国民健康保険特別会計補正予算の

　専決処分
ー 承認

議案

番号
案件名 内　　　容

付託

委員会

審議

結果

■人事案件（2件）

44
　公平委員会委員の選任につき同意を

　求めることについて

　公平委員会委員の任期満了になることに伴い引き

　続き鶴町文男氏を選任するため、議会の同意を求

　めるもの

ー  同意

45
　教育委員会委員の任命につき同意を

　求めることについて

教育委員会委員の任期満了になることに伴い引き

　続き柴田千青氏を任命するため、議会の同意を求

　めるもの

ー  同意

■令和 2年度補正予算（2件）

42
　令和2年度小美玉市一般会計

　補正予算（第1号）

　[補正額]　　　　　　　　　1億599万7千円　

　[補正後額]　　　　　　297億4,786万5千円
各委員会  可決

48
　令和2年度小美玉市一般会計

　補正予算（第2号）

　[補正額]　　　　　　　　　　　2,300千円　

　[補正後額]　　　　　　297億5,016万5千円
ー 可決

審議結果
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■その他（1件）

43 　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る道路を

　市道美1650号線、市道美1651号線として認定

　するもの　

産業

建設
 可決

■条例（7件）

37

　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

　廃棄物不法投棄監視員廃止に伴い、所要の改正

　を行うもの
総務  可決

38
　小美玉市廃棄物の減量及び処理に関する

　条例の一部を改正する条例について

　小美玉市廃棄物減量推進等審議会の答申を踏ま

　え、新ごみ施設供用開始に伴い、所要の改正を

　行うもの　

総務  可決

39
　小美玉市介護保険条例の一部を改正する

　条例について

　介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の

　算定等に関する政令の一部改正に伴い、所要の

　改正を行うもの

文教

福祉 
可決

40
　小美玉市立学校設置条例の一部を改正する

　条例について

　小美玉市立野田小学校、小美玉市立上吉影小学

　校、小美玉市立下吉影小学校及び小美玉市立小

　川北中学校を廃止し、小美玉市立小川北義務教

　育学校を設置することに伴い、その位置及び名

　称を定めるもの

文教

福祉
可決

41
　小美玉市要保護児童対策地域協議会設置

　条例の一部を改正する条例について

　水戸市が中核市へ移行し、水戸市保健所を設置

　したことにより、茨城県の保健所名称が変更に

　なったことに伴い、所要の改正を行うもの

文教

福祉
可決

46

　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臨時特例

　に関する条例の制定について

　新型コロナウイルス感染症拡大により影響を　

　受けた市民生活や市内経済の状況を踏まえ、市

　長、副市長及び教育長の給料月額を減ずるため、

　所要の改正を行うもの

ー 可決

47
　小美玉市基金条例の一部を改正する

　条例について

　新型コロナウイルス感染症拡大により感染予防

　対策並びに地域経済支援対策などの早急な推進

　を図るため、当該対策への支援の意向による寄

　附金等を原資として基金設置を行うもの

ー 可決

■陳情（1件）

１

　国に対し、「刑事訴訟法の再審規定

　（再審法）の改正を求める意見書」の

　提出を求める陳情書

　再審における検察手持ち証拠の全面開示及び、

　再審開始決定に対する検察の不服申立て（上訴）

　の禁止について意見書提出を求めるもの

　 陳情者：日本国民救援会茨城県本部

総務
継続

審査

■発議案件（2件）

2
　小美玉市議会基本条例の一部を改正する

　条例について
  議会報告会の開催について特例を設け、感染症

　予防や、災害時などに対応できるよう改正するもの
ー 可決

３
　小美玉市議会の議員の議員報酬及び費用

　弁償等に関する条例の制定について

　議員報酬の特例を定めるため条例を制定するもの

　（議員の報酬月額を令和2年7月～9月の３か月間

　  10％減額）

ー  可決

審議結果


