
平成31年度 一般会計予算 283億2千万円
国保など特別会計含む総額 461億3361万4千円

　３月定例会は、去る２月27日から３月15日までの17日間にわたり開催されました。平成31年度一般会計予算、特別会計予算
など当初提出議案45件及び追加提出議案38件を含む83議案について審査し、いずれも原案のとおり可決又は同意しました。

　平成31年度の一般会計予算は、子育て支援や教育環境の充実、産業の活性化や文化の振興、福祉やコミュニティに重点をおい
た予算編成となっています。

■当初予算の概要

「ひと」が輝く　　子育て支援・教育の充実や健康増進で一人ひとりが輝ける環境をつくる
事　　　業　　　名 事業費（千円） 事　　　業　　　名 事業費（千円）

拡充 白河っ子すくすく赤ちゃんクーポン券支給事業 29,284 拡充 小・中学校ICT教育環境整備事業 25,695
拡充 地域子育て支援拠点事業 12,498 新規 多子世帯給食費負担軽減事業 26,386
新規 認定こども園整備事業 91,761 新規 らく楽健康体操事業 991
拡充 保育士確保対策事業 3,300 拡充 歩行年齢若返りプロジェクト事業 1,836
新規 病児保育事業 16,815 拡充 へる塩プロジェクト事業 979
新規 部活動指導充実事業 627 新規 子どもに係る国民健康保険税の減免事業 37,723
拡充 学校図書館利活用推進事業 32,672 拡充 予防接種事業（風しん） 5,108

　　　　 「まち」を育てる　　産業の活性化や文化の振興により、一層魅力あるまちに育てる
事　　　業　　　名 事業費（千円） 事　　　業　　　名 事業費（千円）

新規 中小企業・小規模企業振興基本条例制定事業 152 新規 白河・金沢・東京共同制作オペラ事業 18,606
新規 農業の未来をつくるスマート農業推進事業 5,000 新規 市民オーケストラ設立準備事業 500
新規 白河市新婚生活スタート応援事業 3,300 新規 芭蕉白河の関俳句賞 1,350
新規 白河市文化交流館開館3周年記念事業 12,783 拡充 シティプロモーション推進事業 3,598

「とも」に支えあう　　皆が支え合い、いきいきと暮らすための福祉やコミュニティの充実
事　　　業　　　名 事業費（千円） 事　　　業　　　名 事業費（千円）

新規 若者居場所づくり事業 3,000 新規 景観まちづくり美化推進事業 310
拡充 高齢者サロンあったかセンター事業 6,427 新規 地域おこし協力隊活用事業 17,653
拡充 空き家対策事業 4,336 新規 消防団員装備品整備事業 5,694

会 計 区 分 平成30年度
当初予算（Ａ）

平成31年度
当初予算（Ｂ）

比　　　較　　　増　　　減
増減額（Ｂ－Ａ） 伸び率（％）

一 般 会 計 28,460,000 28,320,000 △140,000 △0.5
特 別 会 計 15,141,820 15,226,463 84,643 0.6
企 業 会 計 2,415,143 2,587,151 172,008 7.1

合　　　計 46,016,963 46,133,614 116,651 0.3

■予 算 額 （単位：千円）

３月
定例会

市税（31.7％）
8,984,041千円

繰入金（5.6％）
1,585,016千円

国庫支出金（15.6％）
4,419,152千円

市税（31.7％）
8,984,041千円

繰入金（5.6％）
1,585,016千円

②地方交付税（24.2％）
　6,858,170千円

①市債のうち臨時
　財政対策債（2.5％）
　700,000千円

②地方交付税（24.2％）
　6,858,170千円

実質的な地方交付税（26.7％）
7,558,170千円（①＋②）

①市債のうち臨時
　財政対策債（2.5％）
　700,000千円

市債（5.9％）
1,674,900千円

県支出金（8.0％）
2,259,992千円

各種交付金等（5.8％）
1,642,720千円

国庫支出金（15.6％）
4,419,152千円

諸収入（1.4％）
383,025千円
その他（1.8％）
512,984千円

歳　入
283億2千万円

歳　出
283億2千万円

民生費（30.4％）
8,597,128千円

土木費（11.5％）
3,252,478千円

公債費（11.2％）
3,186,900千円

教育費（12.0％）
3,385,707千円

総務費（10.8％）
3,063,005千円

民生費（30.4％）
8,597,128千円

その他（0.2％）63,085千円
議会費（0.9％）271,879千円
災害復旧費（0.0％）6千円

商工費（3.3％）
937,626千円

消防費（3.3％）
924,853千円

土木費（11.5％）
3,252,478千円

公債費（11.2％）
3,186,900千円

教育費（12.0％）
3,385,707千円

衛生費（6.8％）
1,919,676千円

総務費（10.8％）
3,063,005千円

農林水産業費（9.6％）
2,717,657千円
農林水産業費（9.6％）
2,717,657千円

〈一般会計 歳入〉 〈一般会計 歳出〉
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3月定例会で提出された議案等の審査結果
当初提出議案
議案番号 議　　　　　案　　　　　件　　　　　名 議　決　結　果

1 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 原案同意(全会一致)
2 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 原案同意(全会一致)
3 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 原案同意(全会一致)
4 平成３０年度白河市一般会計補正予算（第６号） 原案可決(全会一致)
5 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 原案可決(全会一致)
6 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 原案可決(全会一致)
7 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 原案可決(全会一致)
8 白河市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 原案可決(全会一致)
9 白河市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 原案可決(全会一致)

10 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 原案可決(全会一致)
11 白河市生活交通バス条例の一部を改正する条例 原案可決(全会一致)
12 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 原案可決(全会一致)
13 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 原案可決(全会一致)
14 白河市介護保険条例の一部を改正する条例 原案可決(全会一致)
15 白河市営住宅条例の一部を改正する条例 原案可決(全会一致)
16 白河市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例 原案可決(全会一致)
17 白河市白河集古苑条例の一部を改正する条例 原案可決(全会一致)
18 白河市運動公園条例の一部を改正する条例 原案可決(全会一致)
19 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 原案可決(全会一致)
20 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 原案可決(全会一致)
21 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 原案同意(全会一致)
22 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 原案同意(全会一致)
23 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 原案同意(全会一致)
24 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 原案可決(全会一致)
25 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 原案可決(全会一致)
26 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 原案可決(全会一致)
27 白河市東文化センターの指定管理者の指定について 原案可決(全会一致)
28 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 原案可決(全会一致)
29 市道路線の認定について 原案可決(全会一致)
30 平成31年度白河市一般会計予算 原案可決(賛成多数)
31 平成31年度白河市国有林野払受費特別会計予算 原案可決(全会一致)
32 平成31年度白河市教育財産特別会計予算 原案可決(全会一致)
33 平成31年度白河市小田川財産区特別会計予算 原案可決(全会一致)
34 平成31年度白河市大屋財産区特別会計予算 原案可決(全会一致)
35 平成31年度白河市樋ヶ沢財産区特別会計予算 原案可決(全会一致)
36 平成31年度白河市土地造成事業特別会計予算 原案可決(全会一致)
37 平成31年度白河市国民健康保険特別会計予算 原案可決(全会一致)
38 平成31年度白河市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決(全会一致)
39 平成31年度白河市介護保険特別会計予算 原案可決(全会一致)
40 平成31年度白河市地方卸売市場特別会計予算 原案可決(全会一致)
41 平成31年度白河市公共下水道事業特別会計予算 原案可決(全会一致)
42 平成31年度白河市農業集落排水事業特別会計予算 原案可決(全会一致)
43 平成31年度白河市個別排水処理事業特別会計予算 原案可決(全会一致)
44 平成31年度白河市水道事業会計予算 原案可決(全会一致)
45 平成31年度白河市工業用水道事業会計予算 原案可決(全会一致)

追加提出議案
議案番号 議　　　　　案　　　　　件　　　　　名 議　決　結　果

46 平成30年度白河市一般会計補正予算(第7号) 原案可決(全会一致)
47 平成30年度白河市国有林野払受費特別会計補正予算(第1号) 原案可決(全会一致)
48 平成30年度白河市小田川財産区特別会計補正予算(第1号) 原案可決(全会一致)
49 平成30年度白河市大屋財産区特別会計補正予算(第1号) 原案可決(全会一致)
50 平成30年度白河市樋ヶ沢財産区特別会計補正予算(第1号) 原案可決(全会一致)
51 平成30年度白河市土地造成事業特別会計補正予算(第1号) 原案可決(全会一致)
52 平成30年度白河市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 原案可決(全会一致)
53 平成30年度白河市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 原案可決(全会一致)
54 平成30年度白河市介護保険特別会計補正予算(第4号) 原案可決(全会一致)
55 平成30年度白河市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 原案可決(全会一致)
56 平成30年度白河市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) 原案可決(全会一致)
57 平成30年度白河市個別排水処理事業特別会計補正予算(第2号) 原案可決(全会一致)

58～70 白河市農業委員会委員の任命について 原案同意(全会一致)
71 白河市農業委員会委員の任命について 原案同意(賛成多数)

72～76 白河市農業委員会委員の任命について 原案同意(全会一致)
77～83 人権擁護委員の候補者の推薦について 原案同意(全会一致)
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