
令和元年１２月市議会定例会議案件名

議案第１１９号 専決処分の承認を求めることについて

議案第１２０号 専決処分の承認を求めることについて

議案第１２１号 専決処分の承認を求めることについて

議案第１２２号 専決処分の承認を求めることについて

議案第１２３号 専決処分の承認を求めることについて

議案第１２４号 白河市老人福祉センター条例の一部を改正する条例

議案第１２５号 白河市大信農村環境改善センター条例の一部を改正する条例

議案第１２６号 白河市産業プラザ条例の一部を改正する条例

議案第１２７号 白河市白河関の森公園条例の一部を改正する条例

議案第１２８号 白河市南湖公園翠楽苑条例の一部を改正する条例

議案第１２９号 白河市立学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例

議案第１３０号 白河市立図書館条例の一部を改正する条例

議案第１３１号 白河市公民館条例の一部を改正する条例

議案第１３２号 白河市東文化センター条例の一部を改正する条例

議案第１３３号 中山義秀記念文学館条例の一部を改正する条例

議案第１３４号 白河市たいしんふれあいセンター条例の一部を改正する条例

議案第１３５号 白河市運動公園条例の一部を改正する条例

議案第１３６号 白河市武道館条例の一部を改正する条例

議案第１３７号 白河市小田川市民センター条例の一部を改正する条例

議案第１３８号 白河市サンフレッシュ白河条例の一部を改正する条例

議案第１３９号 白河市市民体育館条例の一部を改正する条例

議案第１４０号 白河市多目的研修センター条例の一部を改正する条例

議案第１４１号 白河市農林漁業者等健康増進施設条例の一部を改正する条例

議案第１４２号 白河市農村集落多目的共同利用施設条例の一部を改正する条例

議案第１４３号 白河市聖ケ岩ふるさとの森条例の一部を改正する条例

議案第１４４号 白河市行政財産使用料条例の一部を改正する条例

議案第１４５号 白河市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例

議案第１４６号 白河市きつねうち温泉健康館及び白河市東交流宿泊館条例の一部を改正する条例

議案第１４７号 白河市白河駅前イベント広場条例の一部を改正する条例

議案第１４８号 白河市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

議案第１４９号 白河市河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例

議案第１５０号 白河市公共物管理条例の一部を改正する条例

議案第１５１号 白河市都市公園条例の一部を改正する条例



議案第１５２号 白河市白河文化交流館条例の一部を改正する条例

議案第１５３号 白河市中心市街地市民交流センター条例の一部を改正する条例

議案第１５４号 白河市旧脇本陣柳屋旅館建造物群条例の一部を改正する条例

議案第１５５号 白河市斎場条例の一部を改正する条例

議案第１５６号 白河市霊園条例の一部を改正する条例

議案第１５７号 白河市ゴルフ場条例の一部を改正する条例

議案第１５８号 白河市会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例

議案第１５９号 白河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

議案第１６０号 白河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

議案第１６１号 白河市手話言語条例

議案第１６２号 白河市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

議案第１６３号 白河市下水道事業の設置等に関する条例

議案第１６４号 白河市浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例

議案第１６５号 ひがし保育園建設事業建築工事請負契約について

議案第１６６号 訴えの提起について

議案第１６７号 小田川市民センターの指定管理者の指定について

議案第１６８号 東直売所「ふれあいの里」の指定管理者の指定について

議案第１６９号 産業プラザの指定管理者の指定について

議案第１７０号 聖ケ岩ふるさとの森の指定管理者の指定について

議案第１７１号 白河市白河ゴルフ倶楽部の指定管理者の指定について

議案第１７２号 きつねうち温泉健康館及び白河市東交流宿泊館の指定管理者の指定について

議案第１７３号 南湖公園翠楽苑の指定管理者の指定について

議案第１７４号 白河文化交流館の指定管理者の指定について

議案第１７５号 白河市武道館の指定管理者の指定について

議案第１７６号 白河市市民体育館の指定管理者の指定について

議案第１７７号 令和元年度白河市一般会計補正予算（第４号）

議案第１７８号 令和元年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第１７９号 令和元年度白河市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案第１８０号 令和元年度白河市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

報告第１２ 号 専決処分の報告について
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令和元年１２月市議会定例会議案要旨

議案第１１９号 専決処分の承認を求めることについて

議案第１２０号 専決処分の承認を求めることについて

議案第１２１号 専決処分の承認を求めることについて

議案第１２２号 専決処分の承認を求めることについて

議案第１２３号 専決処分の承認を求めることについて

上５議案については、令和元年台風第１９号の暴風雨により被害が発生し、緊急

の災害復旧に要する予算措置が必要となったため、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、令和元年度白河市一般会計補正予算（第３号）、令和元年度白河市公

共下水道事業特別会計補正予算（第２号）、令和元年度白河市農業集落排水事業特

別会計補正予算（第２号）、令和元年度白河市個別排水処理事業特別会計補正予算

（第２号）及び令和元年度白河市水道事業会計補正予算（第２号）を専決処分した

ので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めようとするものでありま

す。

議案第１２４号 白河市老人福祉センター条例の一部を改正する条例

議案第１２５号 白河市大信農村環境改善センター条例の一部を改正する条例

議案第１２６号 白河市産業プラザ条例の一部を改正する条例

議案第１２７号 白河市白河関の森公園条例の一部を改正する条例

議案第１２８号 白河市南湖公園翠楽苑条例の一部を改正する条例

議案第１２９号 白河市立学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例

議案第１３０号 白河市立図書館条例の一部を改正する条例

議案第１３１号 白河市公民館条例の一部を改正する条例

議案第１３２号 白河市東文化センター条例の一部を改正する条例

議案第１３３号 中山義秀記念文学館条例の一部を改正する条例

議案第１３４号 白河市たいしんふれあいセンター条例の一部を改正する条例

議案第１３５号 白河市運動公園条例の一部を改正する条例

議案第１３６号 白河市武道館条例の一部を改正する条例

議案第１３７号 白河市小田川市民センター条例の一部を改正する条例

議案第１３８号 白河市サンフレッシュ白河条例の一部を改正する条例

議案第１３９号 白河市市民体育館条例の一部を改正する条例

議案第１４０号 白河市多目的研修センター条例の一部を改正する条例

議案第１４１号 白河市農林漁業者等健康増進施設条例の一部を改正する条例

議案第１４２号 白河市農村集落多目的共同利用施設条例の一部を改正する条例

議案第１４３号 白河市聖ケ岩ふるさとの森条例の一部を改正する条例
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議案第１４４号 白河市行政財産使用料条例の一部を改正する条例

議案第１４５号 白河市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例

議案第１４６号 白河市きつねうち温泉健康館及び白河市東交流宿泊館条例の一部を改正する条例

議案第１４７号 白河市白河駅前イベント広場条例の一部を改正する条例

議案第１４８号 白河市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

議案第１４９号 白河市河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例

議案第１５０号 白河市公共物管理条例の一部を改正する条例

議案第１５１号 白河市都市公園条例の一部を改正する条例

議案第１５２号 白河市白河文化交流館条例の一部を改正する条例

議案第１５３号 白河市中心市街地市民交流センター条例の一部を改正する条例

議案第１５４号 白河市旧脇本陣柳屋旅館建造物群条例の一部を改正する条例

議案第１５５号 白河市斎場条例の一部を改正する条例

議案第１５６号 白河市霊園条例の一部を改正する条例

議案第１５７号 白河市ゴルフ場条例の一部を改正する条例

上３４議案については、各施設の使用料の改定等を行うため、所要の改正を行う

ものであります。

議案第１５８号 白河市会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例

議案第１５９号 白河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

議案第１６０号 白河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

上３議案については、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を定める条例を制定す

るほか、特別職の範囲を改めるなど、関係する条例について所要の改正を行うもの

であります。

議案第１６１号 白河市手話言語条例

手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に

関する基本理念を定め、全ての市民が共に生きる地域社会を実現することを目的に、

この条例を制定するものであります。

議案第１６２号 白河市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い、引用する条項を整理するため、所要の改正を行う

ものであります。

議案第１６３号 白河市下水道事業の設置等に関する条例

地方公営企業法の財務規定を適用した下水道事業を設置し、その経営の基本に関

する事項を定めるため、この条例を制定するものであります。

議案第１６４号 白河市浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例
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大型合併浄化槽設置工事に係る分担金について、納入方法に関する規定を加える

など、所要の改正を行うものであります。

議案第１６５号 ひがし保育園建設事業建築工事請負契約について

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１６６号 訴えの提起について

市営住宅の不法占有に関し、訴えの提起をするため、 地方自治法第９６条第１項

第１２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１６７号 小田川市民センターの指定管理者の指定について

議案第１６８号 東直売所「ふれあいの里」の指定管理者の指定について

議案第１６９号 産業プラザの指定管理者の指定について

議案第１７０号 聖ケ岩ふるさとの森の指定管理者の指定について

議案第１７１号 白河市白河ゴルフ倶楽部の指定管理者の指定について

議案第１７２号 きつねうち温泉健康館及び白河市東交流宿泊館の指定管理者の指定について

議案第１７３号 南湖公園翠楽苑の指定管理者の指定について

議案第１７４号 白河文化交流館の指定管理者の指定について

議案第１７５号 白河市武道館の指定管理者の指定について

議案第１７６号 白河市市民体育館の指定管理者の指定について

上１０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１７７号 令和元年度白河市一般会計補正予算（第４号）

(1) 歳入歳出予算の補正

歳入歳出補正総額は７８６，５７９千円増額となり、歳入歳出予算総額は３８，

１７４，１４４千円となりました。

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、使用料及び手数料１８２千円、国庫支出金１６，５８２千円、

県支出金１０，６３６千円、諸収入１１，８７９千円、市債７４７，３００千円を

それぞれ増額補正するものであります。

歳出については、総務費３６２，８３９千円、民生費３，９３０千円、衛生費４，

１４８千円、農林水産業費７，４１８千円、商工費７，４０７千円、消防費３５６，

１００千円、教育費４９，１６９千円をそれぞれ増額補正し、土木費４，４３２千

円を減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。

財政調整基金積立金 ３０，３４１千円
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庁舎耐震補強事業 ３３０，２６５千円

起業・創業支援事業 ７，１２６千円

緊急自然災害防止対策事業（河川） １６，５００千円

災害対策事業 ３５６，１００千円

東京２０２０オリンピック・パラリンピック開催事業 １，７００千円

(2) 継続費の補正

事業の変更に伴い、継続費を変更するものであります。

(3) 債務負担行為の補正

事業の追加に伴い、債務負担行為を追加するものであります。

(4) 地方債の補正

事業の変更に伴い、地方債の限度額を変更するものであります。

議案第１７８号 令和元年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

歳入歳出補正総額は１１４，６７９千円増額となり、歳入歳出予算総額は５，

７００，９３６千円となりました。

款別補正の歳入については、県支出金１０２，６７８千円、繰入金１２，００１

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、保険給付費１１４，６７９千円を増額補正するものであります。

議案第１７９号 令和元年度白河市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出補正総額は２０３千円減額となり、歳入歳出予算総額は６１２，８５９

千円となりました。

款別補正の歳入については、繰越金２０３千円を減額補正するものであります。

歳出については、総務費１６９千円を増額補正し、後期高齢者医療広域連合納付

金３７２千円を減額補正するものであります。

議案第１８０号 令和元年度白河市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

歳入歳出補正総額は２，５１８千円増額となり、歳入歳出予算総額は２，１７０，

８１６千円となりました。

款別補正の歳入については、諸収入１８，７６２千円を増額補正し、繰入金１６，

２４４千円を減額補正するものであります。

歳出については、公共下水道事業費２，５１８千円を増額補正するものであります。

報告第１２ 号 専決処分の報告について

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。


