
平成３１年３月市議会定例会議案件名

議案第 １ 号 本庁舎耐震補強及び大規模改修建築工事請負契約について

議案第 ２ 号 本庁舎耐震補強及び大規模改修電気設備工事請負契約について

議案第 ３ 号 本庁舎耐震補強及び大規模改修暖冷房衛生設備工事請負契約について

議案第 ４ 号 平成３０年度白河市一般会計補正予算（第６号）

議案第 ５ 号 白河市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例

議案第 ６ 号 白河市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例

議案第 ７ 号 白河市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

議案第 ８ 号 白河市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第 ９ 号 白河市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

議案第１０ 号 白河市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

議案第１１ 号 白河市生活交通バス条例の一部を改正する条例

議案第１２ 号 白河市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

議案第１３ 号 白河市重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例

議案第１４ 号 白河市介護保険条例の一部を改正する条例

議案第１５ 号 白河市営住宅条例の一部を改正する条例

議案第１６ 号 白河市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例

議案第１７ 号 白河市白河集古苑条例の一部を改正する条例

議案第１８ 号 白河市運動公園条例の一部を改正する条例

議案第１９ 号 白河市水道布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例

議案第２０ 号 村営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例等を廃止する条例

議案第２１ 号 小峰城跡（築出櫓）第２期ほか石垣復旧工事請負契約の一部変更について

議案第２２ 号 釜子小学校建設事業屋内運動場建設建築工事請負契約の一部変更について

議案第２３ 号 白河市公共下水道白河都市環境センター改築工事委託に関する協定の一部変更

について



議案第２４ 号 白河市デイサービスセンターの指定管理者の指定について

議案第２５ 号 白河市中央老人福祉センターの指定管理者の指定について

議案第２６ 号 白河市大信地域市民交流センターの指定管理者の指定について

議案第２７ 号 白河市東文化センターの指定管理者の指定について

議案第２８ 号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

議案第２９ 号 市道路線の認定について

議案第３０ 号 平成３１年度白河市一般会計予算

議案第３１ 号 平成３１年度白河市国有林野払受費特別会計予算

議案第３２ 号 平成３１年度白河市教育財産特別会計予算

議案第３３ 号 平成３１年度白河市小田川財産区特別会計予算

議案第３４ 号 平成３１年度白河市大屋財産区特別会計予算

議案第３５ 号 平成３１年度白河市樋ヶ沢財産区特別会計予算

議案第３６ 号 平成３１年度白河市土地造成事業特別会計予算

議案第３７ 号 平成３１年度白河市国民健康保険特別会計予算

議案第３８ 号 平成３１年度白河市後期高齢者医療特別会計予算

議案第３９ 号 平成３１年度白河市介護保険特別会計予算

議案第４０ 号 平成３１年度白河市地方卸売市場特別会計予算

議案第４１ 号 平成３１年度白河市公共下水道事業特別会計予算

議案第４２ 号 平成３１年度白河市農業集落排水事業特別会計予算

議案第４３ 号 平成３１年度白河市個別排水処理事業特別会計予算

議案第４４ 号 平成３１年度白河市水道事業会計予算

議案第４５ 号 平成３１年度白河市工業用水道事業会計予算

報告第 １ 号 専決処分の報告について

報告第 ２ 号 専決処分の報告について

報告第 ３ 号 専決処分の報告について

報告第 ４ 号 専決処分の報告について



- 1 -

平成３１年３月市議会定例会議案要旨

議案第 １ 号 本庁舎耐震補強及び大規模改修建築工事請負契約について

議案第 ２ 号 本庁舎耐震補強及び大規模改修電気設備工事請負契約について

議案第 ３ 号 本庁舎耐震補強及び大規模改修暖冷房衛生設備工事請負契約について

上３議案については、各工事の請負契約を締結するため、地方自治法第９６

条第１項第５号の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。

議案第 ４ 号 平成３０年度白河市一般会計補正予算（第６号）

(1) 歳入歳出予算の補正

歳入歳出補正総額は、２９９，８５０千円増額となり、歳入歳出予算総額は

３１，４６０，５５２千円となりました。

款別補正の内訳は、次のとおりであります。

歳入については、国庫支出金７７，４３９千円、繰入金２９，２１１千円、

市債１９３，２００千円をそれぞれ増額補正するものであります。

歳出については、教育費２９９，８５０千円を増額補正するものであります。

歳出補正の主なものは、次のとおりであります。

小学校冷房設備設置事業 ２２８，９３０千円

中学校冷房設備設置事業 ７０，９２０千円

(2) 繰越明許費

翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものであります。

(3) 地方債の補正

事業の追加に伴い、地方債の追加をするものであります。

議案第 ５ 号 白河市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給等に関す

る事務において、市が保有する特定個人情報を利用するため、所要の改正を行

うものであります。

議案第 ６ 号 白河市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例
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文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴

い、文化財の保護に関する事務に係る権限を教育委員会から市長に移管するた

め、所要の改正を行うものであります。

議案第 ７ 号 白河市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

国家公務員に準じ、超過勤務命令を行うことができる時間の上限を定めるた

め、所要の改正を行うものであります。

議案第 ８ 号 白河市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

福島県人事委員会勧告に伴う福島県職員の給与に関する条例の一部改正に準

じ、通勤手当の上限を引き上げるなど、所要の改正を行うものであります。

議案第 ９ 号 白河市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

子どものいる世帯の負担軽減を目的に、１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者の均等割を免除するため、所要の改正を行うものであ

ります。

議案第１０ 号 白河市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付

利率を引き下げるなど、所要の改正を行うものであります。

議案第１１ 号 白河市生活交通バス条例の一部を改正する条例

生活交通バスに定期券を導入するため、所要の改正を行うものであります。

議案第１２ 号 白河市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

福島県ひとり親家庭医療費助成事業補助金交付要綱の一部改正に準じ、助成

を判定する基準の一部を変更するため、所要の改正を行うものであります。

議案第１３ 号 白河市重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例

所得税法の一部改正に伴い、控除対象配偶者を同一生計配偶者に改めるなど、

所要の改正を行うものであります。

議案第１４ 号 白河市介護保険条例の一部を改正する条例

低所得者に対する保険料の軽減強化を図るため、所要の改正を行うものであ

ります。

議案第１５ 号 白河市営住宅条例の一部を改正する条例

石切場市営住宅の一部廃止に伴い、所要の改正を行うものであります。
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議案第１６ 号 白河市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例

資料館の開館日を拡大するなど、所要の改正を行うものであります。

議案第１７ 号 白河市白河集古苑条例の一部を改正する条例

白河集古苑のリニューアルに伴い、名称を小峰城歴史館に改めるなど、所要

の改正を行うものであります。

議案第１８ 号 白河市運動公園条例の一部を改正する条例

白河市総合運動公園及び白河市しらさかの森スポーツ公園を利用しやすくす

るため、休業日を変更するなど、所要の改正を行うものであります。

議案第１９ 号 白河市水道布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例

水道法施行令等の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資

格要件を改めるため、所要の改正を行うものであります。

議案第２０ 号 村営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例等を廃止する条例

表郷、大信及び東地域で継続していた土地改良事業の完了に伴い、暫定施行

条例を廃止するものであります。

議案第２１ 号 小峰城跡（築出櫓）第２期ほか石垣復旧工事請負契約の一部変更について

議案第２２ 号 釜子小学校建設事業屋内運動場建設建築工事請負契約の一部変更について

議案第２３ 号 白河市公共下水道白河都市環境センター改築工事委託に関する協定の一部変更

について

上３議案については、工事の請負契約の一部を変更するため、地方自治法第

９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。

議案第２４ 号 白河市デイサービスセンターの指定管理者の指定について

議案第２５ 号 白河市中央老人福祉センターの指定管理者の指定について

議案第２６ 号 白河市大信地域市民交流センターの指定管理者の指定について

議案第２７ 号 白河市東文化センターの指定管理者の指定について

上４議案については、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、指定

管理者に公の施設の管理を行わせるため、同条第６項の規定により、議会の議

決を得ようとするものであります。

議案第２８ 号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について
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計画の一部を変更するため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政

上の特別措置等に関する法律第３条第８項の規定において準用する同条第１項

の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。

議案第２９ 号 市道路線の認定について

市道路線の認定をするため、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決

を得ようとするものであります。

議案第３０ 号 平成３１年度白河市一般会計予算

(1) 歳入歳出予算

予算総額は、２８，３２０，０００千円となり、前年度当初予算と比較して

１４０，０００千円減額となり、０．５％の減となりました。

歳入歳出款別内訳は、次のとおりであります。

歳入については、市税８，９８４，０４１千円、地方譲与税３０８，５６８

千円、利子割交付金８，８４４千円、配当割交付金２２，７８８千円、株式等

譲渡所得割交付金９，０２０千円、地方消費税交付金１，１６６，９４７千円、

ゴルフ場利用税交付金２６，７８３千円、自動車取得税交付金３２，０４９千

円、環境性能割交付金１３，２４８千円、地方特例交付金４４，９７３千円、

地方交付税６，８５８，１７０千円、交通安全対策特別交付金９，５００千円、

分担金及び負担金１２５，１７７千円、使用料及び手数料２７１，５０３千円、

国庫支出金４，４１９，１５２千円、県支出金２，２５９，９９２千円、財産

収入７８，３３４千円、寄附金３７，９６９千円、繰入金１，５８５，０１６

千円、繰越金１千円、諸収入３８３，０２５千円、市債１，６７４，９００千

円となりました。

歳出については、議会費２７１，８７９千円、総務費３，０６３，００５千

円、民生費８，５９７，１２８千円、衛生費１，９１９，６７６千円、労働費

１３，０８５千円、農林水産業費２，７１７，６５７千円、商工費９３７，

６２６千円、土木費３，２５２，４７８千円、消防費９２４，８５３千円、教

育費３，３８５，７０７千円、災害復旧費６千円、公債費３，１８６，９００

千円、予備費５０，０００千円となりました。

事業の主なものは、次のとおりであります。
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議会費

「白河市議会だより」発行事業 ３，０６７千円

政務活動費交付金 ６，０００千円

総務費

地域おこし協力隊活用事業 １７，６５３千円

公共交通対策費 １０３，１５７千円

地域づくり活性化支援事業 ６，５００千円

空き家対策事業 ４，３３６千円

まちづくり・ひとづくり事業 ７，５６０千円

仁の心ふるさと継承・交流事業 １，０００千円

シティプロモーション推進事業 ３，５９８千円

庁舎耐震補強事業 ８４，７１９千円

集会所整備事業 ７６，２０４千円

民生費

障がい福祉サービス支給事業 １，０４８，７８６千円

介護予防・生活支援事業 １１，９１２千円

福祉・介護人材確保支援事業 １，７５７千円

地域子育て支援拠点事業 １２，４９８千円

白河っ子すくすく赤ちゃんクーポン券支給事業 ２９，２８４千円

病児保育事業 １６，８１５千円

認定こども園整備事業 ６１，４０２千円

待機児童対策事業 ２３５，０７０千円

保育士確保対策事業 ３，３００千円

子どもの居場所づくり支援事業 １，２００千円

児童手当支給事業 ９８５，０７１千円

民営保育園等施設型給付事業 ６１９，７７４千円

児童扶養手当支給事業 ３１７，０８８千円

母子家庭等対策総合支援事業 １８，４７９千円

放課後児童クラブ運営費 １３９，００６千円
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生活保護扶助費 ６７１，８３３千円

衛生費

予防接種事業 １８８，１５８千円

母子健やか支援事業 ６４，６６９千円

健康教育事業 ５，２８８千円

健康診査事業 ８１，３２０千円

救急医療体制強化支援事業 ２０，１００千円

医療人材確保支援事業 １，１６１千円

医療機関新規開業支援事業 ７，０１０千円

骨髄移植ドナー支援事業 １４０千円

景観まちづくり美化推進事業 ３１０千円

環境保全推進事業 １４３，４１１千円

除染対策事業 １７２，００２千円

労働費

雇用機会確保事業 ８，０１５千円

農林水産業費

水田経営安定助成事業 ８，１５７千円

地域営農モデル総合サポート事業 ７４３千円

農畜産物６次化・ブランド化推進事業 ４，１７９千円

白河の大地が君を待つ！就農全力バックアップ事業 ４２，８７８千円

農業の未来をつくるスマート農業推進事業 ５，０００千円

強い農業・担い手づくり総合支援事業 ７，９４９千円

白河市人・農地相談センター運営事業 ２，８０３千円

白河市産米消費拡大及び魅力発信事業 ９，０７８千円

耕畜連携・地域循環型農業推進事業 ２，８００千円

農業用施設整備“結”支援事業 ３３，５１５千円

ため池放射性物質対策事業 ９５８，３６５千円

多面的機能支払交付金事業 １９８，０５３千円

農業水路等長寿命化・防災減災事業 ７８，７００千円
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有害狩猟鳥獣捕獲事業 １３，５７５千円

ふくしま森林再生事業 ２００，０６８千円

林業・木材産業成長産業化促進対策事業 ５，８００千円

商工費

中心市街地活性化事業 １０，５７９千円

中小企業・小規模企業振興基本条例制定事業 １５２千円

産業プラザ運営費 ２０，４３９千円

起業・創業支援事業 １８，０５６千円

若者定着産業力強化事業 ４０，３９７千円

ＩＴ関連創業者発掘事業 ６，５３４千円

企業立地奨励金 １９５，３１０千円

観光イベント事業 １３，１００千円

観光振興計画策定事業 ３，３００千円

フィルム・コミッション事業 ３，７６８千円

インバウンド推進事業 １１，３１４千円

土木費

来て「しらかわ」住宅取得支援事業 １２，８００千円

結婚新生活支援事業 ３，３００千円

ブロック塀等改修助成事業 １，５００千円

除雪費 １００，０００千円

街灯ＬＥＤ化整備事業 ４１，８００千円

道路改良事業（交付金） １，０３６，８７０千円

立地適正化計画策定事業 １１，８７７千円

歴史と伝統を活かしたまちづくり事業 ２４，１０７千円

街路事業（交付金） ６４，０００千円

公営住宅ストック総合改善事業 １２１，４８９千円

消防費

常備消防費 ７１４，５８４千円

消防団運営事業 １１１，１５７千円
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消防施設整備事業 ５９，８５１千円

災害対策事業 ３７，１２６千円

教育費

奨学資金関連事業 ４２，６５１千円

学校図書館利活用推進事業 ３２，６７２千円

特別支援教育推進事業 ６１，８８５千円

就学援助費（小学校・中学校計） ８２，１２１千円

ＩＣＴ教育環境整備事業（小学校・中学校計） ２５，６９５千円

白河第二中学校建設事業 ８７，０５８千円

認定こども園整備事業 ３０，３５９千円

文化財保護費 ３９０，５２８千円

文化交流館管理運営費 １６７，０１０千円

文化創造推進事業 ２５，３６０千円

白河文化交流館開館３周年記念事業 １２，７８３千円

市民オーケストラ設立準備事業 ５００千円

白河・金沢・東京共同制作オペラ事業 １８，６０６千円

(2) 債務負担行為

債務負担行為の事項、期間及び限度額を定めるものであります。

(3) 地方債

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるも

のであります。

(4) 一時借入金

一時借入金の最高額を３，５００，０００千円と定めるものであります。

(5) 歳出予算の流用

歳出予算の各項において流用することができる経費を定めるものであります。

議案第３１ 号 平成３１年度白河市国有林野払受費特別会計予算

予算総額は、１８７千円となり、前年度当初予算と比較して２千円増額とな

り、１．１％の増となりました。

歳入については、分担金及び負担金１３１千円、繰入金５６千円となり、歳
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出については、総務費１８７千円となりました。

議案第３２ 号 平成３１年度白河市教育財産特別会計予算

予算総額は、８７４千円となり、前年度当初予算と比較して１２千円増額と

なり、１．４％の増となりました。

歳入については、財産収入２５０千円、繰入金６２４千円となり、歳出につ

いては、総務費８７４千円となりました。

議案第３３ 号 平成３１年度白河市小田川財産区特別会計予算

予算総額は、６９２千円となり、前年度当初予算と比較して５９３千円減額

となり、４６．１％の減となりました。

歳入については、使用料及び手数料２千円、財産収入２５０千円、繰入金

４３９千円、諸収入１千円となり、歳出については、管理会費１４４千円、財

産費４４８千円、予備費１００千円となりました。

議案第３４ 号 平成３１年度白河市大屋財産区特別会計予算

予算総額は、４０２千円となり、前年度当初予算と比較して２千円増額とな

り、０．５％の増となりました。

歳入については、使用料及び手数料３千円、財産収入８千円、繰入金３９１

千円となり、歳出については、管理会費１３７千円、財産費１６５千円、予備

費１００千円となりました。

議案第３５ 号 平成３１年度白河市樋ヶ沢財産区特別会計予算

予算総額は、５０７千円となり、前年度当初予算と比較して８千円減額とな

り、１．６％の減となりました。

歳入については、財産収入４８千円、繰入金４５９千円となり、歳出につい

ては、管理会費１３７千円、財産費２７０千円、予備費１００千円となりまし

た。

議案第３６ 号 平成３１年度白河市土地造成事業特別会計予算

予算総額は、４９，９７６千円となり、前年度当初予算と同額となりました。

歳入については、財産収入４９，９７６千円となり、歳出については、土地

造成事業費４９，９７６千円となりました。

議案第３７ 号 平成３１年度白河市国民健康保険特別会計予算
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(1) 歳入歳出予算

予算総額は、５，５９１，５８１千円となり、前年度当初予算と比較して

２８５，４２１千円減額となり、４．９％の減となりました。

歳入については、国民健康保険税９８３，４３１千円、使用料及び手数料

１０千円、国庫支出金１千円、県支出金３，７８６，０３８千円、財産収入

２千円、繰入金８０７，２８１千円、繰越金１千円、諸収入１４，８１７千円

となり、歳出については、総務費１３４，６０７千円、保険給付費３，７８５，

９６１千円、国民健康保険事業費納付金１，５６０，３３１千円、財政安定化

基金拠出金１千円、保健事業費７９，６７３千円、基金積立金１千円、公債費

２千円、諸支出金１１，００５千円、予備費２０，０００千円となりました。

(2) 一時借入金

一時借入金の最高額を２００，０００千円と定めるものであります。

(3) 歳出予算の流用

歳出予算の各項において流用することができる経費を定めるものであります。

議案第３８ 号 平成３１年度白河市後期高齢者医療特別会計予算

予算総額は、６１３，０６２千円となり、前年度当初予算と比較して６３７

千円減額となり、０．１％の減となりました。

歳入については、後期高齢者医療保険料４５５，９４６千円、使用料及び手

数料２千円、繰入金１５１，９１６千円、繰越金２，９９５千円、諸収入２，

２０３千円となり、歳出については、総務費５，０５６千円、後期高齢者医療

広域連合納付金６０２，８０６千円、諸支出金２，２００千円、予備費３，

０００千円となりました。

議案第３９ 号 平成３１年度白河市介護保険特別会計予算

(1) 歳入歳出予算

予算総額は、５，８３２，１３７千円となり、前年度当初予算と比較して

３８６，９６６千円増額となり、７．１％の増となりました。

歳入については、介護保険料１，１４６，０９９千円、使用料及び手数料１

千円、国庫支出金１，３１５，１４８千円、支払基金交付金１，５０８，１３５

千円、県支出金８４８，０１８千円、財産収入１千円、繰入金１，０１４，
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６８１千円、繰越金１千円、諸収入５３千円となり、歳出については、総務費

１１３，９０７千円、保険給付費５，３８２，３４９千円、地域支援事業費

３３０，８２７千円、基金積立金１千円、諸支出金２，０５３千円、予備費３，

０００千円となりました。

(2) 一時借入金

一時借入金の最高額を２４０，０００千円と定めるものであります。

(3) 歳出予算の流用

歳出予算の各項において流用することができる経費を定めるものであります。

議案第４０ 号 平成３１年度白河市地方卸売市場特別会計予算

予算総額は、２０，３１０千円となり、前年度当初予算と比較して１，４６２

千円増額となり、７．８％の増となりました。

歳入については、使用料及び手数料３，８８６千円、繰入金１６，４１５千

円、諸収入９千円となり、歳出については、卸売市場費１０，８８１千円、公

債費９，１２９千円、予備費３００千円となりました。

議案第４１ 号 平成３１年度白河市公共下水道事業特別会計予算

(1) 歳入歳出予算

予算総額は、２，０９３，１３７千円となり、前年度当初予算と比較して

４６，８１２千円減額となり、２．２％の減となりました。

歳入については、分担金及び負担金１０，６３９千円、使用料及び手数料

４０９，３８３千円、国庫支出金１００，０００千円、県支出金１，０００千

円、繰入金８３５，５８８千円、諸収入３１１，５２７千円、市債４２５，

０００千円となり、歳出については、公共下水道事業費１，１８３，２３９千

円、公債費９０７，８９８千円、予備費２，０００千円となりました。

(2) 債務負担行為

債務負担行為の事項、期間及び限度額を定めるものであります。

(3) 地方債

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるも

のであります。

(4) 一時借入金
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一時借入金の最高額を５００，０００千円と定めるものであります。

議案第４２ 号 平成３１年度白河市農業集落排水事業特別会計予算

(1) 歳入歳出予算

予算総額は、９２６，５０２千円となり、前年度当初予算と比較して２９，

７５３千円増額となり、３．３％の増となりました。

歳入については、使用料及び手数料１８８，９６５千円、国庫支出金６６，

０００千円、県支出金３，９６０千円、繰入金６１１，４７６千円、諸収入１

千円、市債５６，１００千円となり、歳出については、農業集落排水事業費

３９６，０９４千円、公債費５２８，４０８千円、予備費２，０００千円とな

りました。

(2) 地方債

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるも

のであります。

議案第４３ 号 平成３１年度白河市個別排水処理事業特別会計予算

(1) 歳入歳出予算

予算総額は、９７，０９６千円となり、前年度当初予算と比較して８３千円

減額となり、０．１％の減となりました。

歳入については、使用料及び手数料１８，２４１千円、国庫支出金１４，

８８８千円、県支出金３，３３５千円、繰入金３８，７３１千円、諸収入１千

円、市債２１，９００千円となり、歳出については、浄化槽整備推進事業費

９０，４９４千円、公債費６，５０２千円、予備費１００千円となりました。

(2) 地方債

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるも

のであります。

議案第４４ 号 平成３１年度白河市水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

業務の予定量は、給水戸数２３，５００戸、年間総配水量７，３７４，９００

㎥、１日平均配水量２０，１５０㎥、主な建設事業の概要として改良費９２５，

５２４千円と定めるものであります。
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(2) 収益的収入及び支出の予定額

収益的収入については、営業収益１，１０８，１０５千円、営業外収益１８２，

６４８千円、特別利益１千円を予定し、その予定総額を１，２９０，７５４千

円と定めるものであります。

収益的支出については、営業費用１，１５７，２６４千円、営業外費用９５，

６２８千円、特別損失１，１００千円、予備費５，０００千円を予定し、その

予定総額を１，２５８，９９２千円と定めるものであります。

(3) 資本的収入及び支出の予定額

資本的収入については、企業債３００，０００千円、他会計補助金５０，

３２０千円、工事負担金２０２，３００千円を予定し、その予定総額を５５２，

６２０千円と定めるものであります。

資本的支出については、建設改良費９２５，５２４千円、企業債償還金２７９，

４５２千円、予備費１，０００千円を予定し、その予定総額を１，２０５，

９７６千円と定めるものであります。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６５３，３５６千円は、

過年度分損益勘定留保資金４９，２６０千円、当年度分損益勘定留保資金２２３，

１４７千円、建設改良積立金３００，０００千円、当年度分消費税資本的収支

調整額８０，９４９千円で補てんするものであります。

(4) 企業債

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものであり

ます。

(5) 一時借入金

一時借入金の最高額を３００，０００千円と定めるものであります。

(6) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

議会の議決を経なければ流用することのできない経費を職員給与費１０２，

３１１千円、交際費５０千円と定めるものであります。

(7) 他会計からの補助金

補助を受ける会計名、理由及び金額を定めるものであります。

(8) たな卸資産の購入限度額
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たな卸資産の購入限度額を８，０００千円と定めるものであります。

議案第４５ 号 平成３１年度白河市工業用水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

業務の予定量は、給水事業者数３社、年間総配水量１２４，１００㎥、１日

平均配水量３４０㎥と定めるものであります。

(2) 収益的収入及び支出の予定額

収益的収入については、工水営業収益８，２６６千円、工水営業外収益５０，

４０３千円を予定し、その予定総額を５８，６６９千円と定めるものであります。

収益的支出については、工水営業費用４２，９８０千円、工水営業外費用１４，

６８９千円、予備費１，０００千円を予定し、その予定総額を５８，６６９千

円と定めるものであります。

(3) 資本的収入及び支出の予定額

資本的収入については、他会計補助金２８，７０７千円を予定し、その予定

総額を２８，７０７千円と定めるものであります。

資本的支出については、企業債償還金６３，５１４千円を予定し、その予定

総額を６３，５１４千円と定めるものであります。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３４，８０７千円は、

過年度分損益勘定留保資金２１，３０１千円及び当年度分損益勘定留保資金

１３，５０６千円で補てんするものであります。

(4) 他会計からの補助金

補助を受ける会計名、理由及び金額を定めるものであります。

報告第 １ 号 専決処分の報告について

報告第 ２ 号 専決処分の報告について

報告第 ３ 号 専決処分の報告について

報告第 ４ 号 専決処分の報告について

上４報告については、交通事故、物損事故及び市道の管理瑕疵に伴う事故に

係る損害賠償について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分し

たので、同条第２項の規定により議会に報告するものであります。


