
令和２年３月市議会定例会議案件名

議案第 １ 号 ２８０ＭＨｚ防災行政情報配信システム等設置工事請負契約について

議案第 ２ 号 動産の取得について

議案第 ３ 号 白河市監査委員条例の一部を改正する条例

議案第 ４ 号 白河市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

議案第 ５ 号 白河市議会議員の議員報酬、期末手当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 ６ 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 ７ 号 白河市長等の給与及び旅費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 白河市職員の退職手当支給に関する条例の一部を改正する条例

議案第１０ 号 白河市中山間ふるさと水と土保全基金条例を廃止する条例

議案第１１ 号 白河市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

議案第１２ 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１３ 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１４ 号 白河市印鑑条例の一部を改正する条例

議案第１５ 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１６ 号 白河市介護保険条例の一部を改正する条例

議案第１７ 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１８ 号 白河市中小企業・小規模企業振興基本条例

議案第１９ 号 白河市道路占用料徴収条例及び白河市都市公園条例の一部を改正する条例

議案第２０ 号 白河市営住宅条例及び白河市営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例

議案第２１ 号 白河市語学指導を行う外国青年の給料等に関する条例を廃止する条例

議案第２２ 号 東村優良雌牛振興基金の設置に関する条例を廃止する条例

議案第２３ 号 本庁舎耐震補強及び大規模改修建築工事請負契約の一部変更について

議案第２４ 号 小峰城跡（水懸口北面）石垣修復整備工事請負契約の一部変更について

議案第２５ 号 市道路線の認定について



議案第２６ 号 令和２年度白河市一般会計予算

議案第２７ 号 令和２年度白河市国有林野払受費特別会計予算

議案第２８ 号 令和２年度白河市教育財産特別会計予算

議案第２９ 号 令和２年度白河市小田川財産区特別会計予算

議案第３０ 号 令和２年度白河市大屋財産区特別会計予算

議案第３１ 号 令和２年度白河市樋ヶ沢財産区特別会計予算

議案第３２ 号 令和２年度白河市土地造成事業特別会計予算

議案第３３ 号 令和２年度白河市国民健康保険特別会計予算

議案第３４ 号 令和２年度白河市後期高齢者医療特別会計予算

議案第３５ 号 令和２年度白河市介護保険特別会計予算

議案第３６ 号 令和２年度白河市地方卸売市場特別会計予算

議案第３７ 号 令和２年度白河市水道事業会計予算

議案第３８ 号 令和２年度白河市工業用水道事業会計予算

議案第３９ 号 令和２年度白河市下水道事業会計予算

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
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令和２年３月市議会定例会議案要旨

議案第 １ 号 ２８０ＭＨｚ防災行政情報配信システム等設置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 ２ 号 動産の取得について

２８０ＭＨｚ防災行政情報配信システムに対応した防災ラジオ等を取得する

ため、地方自治法第９６条第１項第８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 ３ 号 白河市監査委員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 ４ 号 白河市一般職の任期付職員の採用等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準じ、給料表を改定するため、所要の改正を行うも

のであります。

議案第 ５ 号 白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償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基づく一般職員の給与改定に準じ、期末手当の支給

月数を変更するため、所要の改正を行うものであります。

議案第 ６ 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

教職員のための健康管理医について、新たに学校健康管理医として位置づけ、

その報酬の額を規定するため、所要の改正を行うものであります。

議案第 ７ 号 白河市長等の給与及び旅費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基づく一般職員の給与改定に準じ、期末手当の支給

月数を変更するため、所要の改正を行うものであります。

議案第 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基づく福島県職員の給与に関する条例の一部改正に

準じ、住宅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。
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議案第 ９ 号 白河市職員の退職手当支給に関する条例の一部を改正する条例

会計年度任用職員の退職手当に関する事項を定めるため、所要の改正を行う

ものであります。

議案第１０ 号 白河市中山間ふるさと水と土保全基金条例を廃止する条例

基金を設置した目的と同趣旨の多面的機能支払交付金事業が実施されている

ことから、当該基金を廃止するため、条例を廃止するものであります。

議案第１１ 号 白河市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の改正に伴い、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１２ 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の一部改正に伴い、災害弔慰金及び災害障

害見舞金の支給に関する事項について、調査及び審議するための機関を設置す

るなど、所要の改正を行うものであります。

議案第１３ 号 白河市生活交通バス条例の一部を改正する条例

高齢者等の生活交通バスの使用料及びその免除規定を改正するため、所要の

改正を行うものであります。

議案第１４ 号 白河市印鑑条例の一部を改正する条例

成年被後見人も所定の要件を満たした場合は印鑑の登録を受けることができ

るようにするなど、所要の改正を行うものであります。

議案第１５ 号 白河市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

国民健康保険税の税率を引き下げるため、所要の改正を行うものであります。

議案第１６ 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額を増額するため、所要の改正を行うもので

あります。

議案第１７ 号 白河市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例

卸売市場法の一部改正及び福島県卸売市場条例の廃止に伴い、引用する条項

を整理するなど、所要の改正を行うものであります。

議案第１８ 号 白河市中小企業・小規模企業振興基本条例

中小企業者等の振興に関する基本理念及び基本的な事項を定め、その振興に
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関する施策を推進し、本市経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することで、

持続可能な地域社会の形成を図るため、この条例を制定するものであります。

議案第１９ 号 白河市道路占用料徴収条例及び白河市都市公園条例の一部を改正する条例

道路法施行令の一部改正に準じ、道路占用料の額及び都市公園の使用料を改

めるため、所要の改正を行うものであります。

議案第２０ 号 白河市営住宅条例及び白河市営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例

民法の一部改正に伴い、連帯保証人による保証の上限額を定めるなど、所要

の改正を行うものであります。

議案第２１ 号 白河市語学指導を行う外国青年の給料等に関する条例を廃止する条例

外国青年の身分が会計年度任用職員と位置づけられたことに伴い、条例を廃

止するものであります。

議案第２２ 号 東村優良雌牛振興基金の設置に関する条例を廃止する条例

事業の終了により当該基金を廃止するため、暫定施行条例を廃止するものであ

ります。

議案第２３ 号 本庁舎耐震補強及び大規模改修建築工事請負契約の一部変更について

議案第２４ 号 小峰城跡（水懸口北面）石垣修復整備工事請負契約の一部変更について

上２議案については、各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２５ 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２６ 号 令和２年度白河市一般会計予算

(1) 歳入歳出予算

予算総額は、３１，１２０，０００千円となり、前年度当初予算と比較して

２，８００，０００千円増額となり、９．９％の増となりました。

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９，１４７，４９３千円、地方譲与税３５９，３３０

千円、利子割交付金４，８３６千円、配当割交付金２０，２２１千円、株式等
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譲渡所得割交付金１４，８５１千円、法人事業税交付金７５，７５９千円、

地方消費税交付金１，３７５，２７０千円、ゴルフ場利用税交付金２５，６０８

千円、環境性能割交付金２８，３９０千円、地方特例交付金５３，６６３千円、

地方交付税６，４９４，０１４千円、交通安全対策特別交付金９，５００千円、

分担金及び負担金９２，６２６千円、使用料及び手数料２８６，８９２千円、

国庫支出金４，０６６，８１１千円、県支出金２，７５５，７９９千円、財産

収入６６，０４３千円、寄附金５３，３５１千円、繰入金１，３９４，８４７

千円、繰越金１千円、諸収入５６５，３９５千円、市債４，２２９，３００千

円となりました。

歳出については、議会費２６７，３８４千円、総務費３，４４７，６８７千

円、民生費８，６９０，８７１千円、衛生費１，９７７，５７９千円、労働費

１３，１８５千円、農林水産業費２，３８６，９７４千円、商工費８５１，

３２７千円、土木費３，５４０，４４６千円、消防費１，６２６，９３３千円、

教育費４，４６０，２６４千円、災害復旧費７０１，１５３千円、公債費３，

１０６，１９７千円、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。

議会費

議会運営関係費 ２１２，１３８千円

総務費

広報広聴事業関係費 １，８３７千円

市民会館跡地利用計画策定事業 １２，３９５千円

公共交通対策費 １０１，２６１千円

空き家対策事業 ６，１７３千円

定住・二地域居住推進事業 １，６３２千円

まちづくり・ひとづくり事業 ８，５６０千円

ご当地ナンバー導入事業 １，１１４千円

庁舎耐震補強事業 １，０５３，２６４千円

ＲＰＡ・ＡＩ導入推進事業 ５，２８０千円

国勢調査費 ２５，６００千円
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民生費

ひきこもり自立支援事業 ９，６３７千円

障がい福祉サービス支給事業 １，０２２，３３０千円

地域生活支援事業 ６３，５９０千円

介護予防・生活支援事業 １０，９２６千円

福祉・介護人材確保支援事業 ４，４９７千円

地域包括支援センター整備事業 ４，２８０千円

白河っ子未来応援計画策定事業 ２，９１５千円

子育て短期支援事業 １６３千円

白河っ子すくすく赤ちゃんクーポン券支給事業 ２４，４４０千円

病児保育事業 １６，７２３千円

認定こども園整備事業 １４１，７６９千円

保育士確保対策事業 ３，０００千円

白河っ子応援！子育てなるほどバスツアー事業 ２８千円

児童手当支給事業 ９５４，７２４千円

民営保育園等子ども・子育て支援給付事業 ９，０４８千円

民営保育園等施設型給付事業 ６７４，６７２千円

母子家庭等対策総合支援事業 １５，５０５千円

ひがし保育園建設事業 ２８１，０９６千円

放課後児童クラブ運営費 １５５，３２５千円

生活保護扶助費 ６７９，０８１千円

衛生費

予防接種事業 １９７，８７２千円

母子健やか支援事業 ６５，６６３千円

妊産婦医療費助成事業 １０，３６０千円

健康教育事業 ４，７２２千円

健康診査事業 ８４，９９６千円

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 ７，８００千円

地域医療体制支援事業 ４２，５００千円
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景観まちづくり美化推進事業 ３１０千円

環境保全促進事業 ２５３，７３２千円

除染対策費 １７３，９１０千円

労働費

雇用機会確保事業 ８，０１５千円

農林水産業費

農畜産物６次化・ブランド化推進事業 ７，８３２千円

白河の大地が君を待つ！就農全力バックアップ事業 ４３，３０９千円

人・農地プラン作成事業 ２，６５０千円

白河市産米消費拡大及び魅力発信事業 ８，０８４千円

農業法人参入促進事業 ２００千円

震災対策農業水利施設整備事業 ２２４，６６０千円

農業用施設整備“結”支援事業 ３２，０００千円

多面的機能支払交付金事業 ２０４，７９３千円

農業水路等長寿命化・防災減災事業 ７４，６８０千円

緊急自然災害防止対策事業（農業用施設） １８３，０００千円

農地耕作条件改善事業 ８９，０９２千円

有害狩猟鳥獣捕獲事業 １４，９１１千円

森林環境交付金事業 ４，１６７千円

ふくしま森林再生事業 １５８，３４８千円

緊急自然災害防止対策事業（林業施設） ２０，０００千円

商工費

商工業振興対策事業 １１５，３６０千円

中心市街地活性化事業 １５，２７２千円

（仮称）物産交流センター整備事業 ６，１８８千円

ｏｍｏｃｈａフリマ事業 ６５０千円

産業プラザ運営費 ２１，５９３千円

起業・創業支援事業 ２１，９０３千円

若者定着産業力強化事業 ４１，２７３千円
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観光イベント事業 １２，２００千円

南湖公園魅力再発見事業 ５，１３２千円

フィルム・コミッション事業 ３，４２６千円

土木費

木造住宅耐震改修助成事業 １，０００千円

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 １，８００千円

しらかわセーフロード事業 １５０，０００千円

除雪費 １００，０００千円

街灯ＬＥＤ化整備事業 ４１，８００千円

園児の散歩道安全対策事業 １０，０００千円

道路改良事業（交付金） ９４８，１７８千円

緊急自然災害防止対策事業（河川） １０３，０００千円

景観形成事業 ３，９１１千円

歴史と伝統を活かしたまちづくり事業 ２２，５５６千円

宅地耐震化推進事業 １５，６７６千円

街路事業（交付金） ２２２，４９１千円

公営住宅ストック総合改善事業 １１６，２４８千円

消防費

常備消防費 ７３１，７７８千円

消防団運営事業 １１１，２３１千円

消防施設整備事業 ２８，１７７千円

災害対策事業 ７５３，５９６千円

教育費

奨学資金関連事業 ３７，３７１千円

学校図書館利活用推進事業 ３４，４２５千円

特別支援教育推進事業 ９１，５０６千円

ＩＣＴ教育推進事業 １０，４４０千円

大信地域小学校統合事業 ２，４０４千円
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ＩＣＴ教育環境整備事業（小学校・中学校計） ４１，９１９千円

就学援助費（小学校・中学校計） ７６，３７５千円

白河第二中学校建設事業 １，０６６，５４５千円

認定こども園整備事業 ６７，６７２千円

文化振興費 １４，００４千円

小峰城史跡整備事業 ２２１，９５０千円

中山義秀記念文学館一般管理費 １７，７５３千円

文化交流館管理運営費 １７３，９１９千円

文化創造推進事業 ８，９４０千円

市民オーケストラ設立準備事業 ２，５００千円

東京２０２０オリンピック・パラリンピック開催事業 １，７９７千円

災害復旧費

道路橋りょう補助災害復旧事業（過年災） ４５５，５１３千円

文化財補助災害復旧事業（過年災） ２４５，６３４千円

(2) 継続費

継続費の経費の総額及び年割額を定めるものであります。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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２７ 号 令和２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、前年度当初予算と同額となりました。

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

出については、総務費１８７千円となりました。
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議案第２８ 号 令和２年度白河市教育財産特別会計予算

予算総額は、８６８千円となり、前年度当初予算と比較して６千円減額とな

り、０．７％の減となりました。

歳入については、財産収入２４５千円、繰入金６２３千円となり、歳出につ

いては、総務費８６８千円となりました。

議案第２９ 号 令和２年度白河市小田川財産区特別会計予算

予算総額は、２，８５２千円となり、前年度当初予算と比較して２，１６０

千円増額となり、３１２．１％の増となりました。

歳入については、使用料及び手数料２千円、財産収入５３千円、繰入金２，

７９７千円となり、歳出については、管理会費１４４千円、財産費２，６０８

千円、予備費１００千円となりました。

議案第３０ 号 令和２年度白河市大屋財産区特別会計予算

予算総額は、７７９千円となり、前年度当初予算と比較して３７７千円増額

となり、９３．８％の増となりました。

歳入については、使用料及び手数料２千円、財産収入２千円、繰入金７７５

千円となり、歳出については、管理会費１３７千円、財産費５４２千円、予備

費１００千円となりました。

議案第３１ 号 令和２年度白河市樋ヶ沢財産区特別会計予算

予算総額は、４７０千円となり、前年度当初予算と比較して３７千円減額と

なり、７．３％の減となりました。

歳入については、財産収入１１千円、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２３３千円、予備費１００千円となりまし

た。

議案第３２ 号 令和２年度白河市土地造成事業特別会計予算

予算総額は、４８，２４２千円となり、前年度当初予算と比較して１，７３４

千円減額となり、３．５％の減となりました。

歳入については、財産収入４８，２４２千円となり、歳出については、土地

造成事業費４８，２４２千円となりました。
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議案第３３ 号 令和２年度白河市国民健康保険特別会計予算

(1) 歳入歳出予算

予算総額は、５，６１１，０１２千円となり、前年度当初予算と比較して

１９，４３１千円増額となり、０．３％の増となりました。

歳入については、国民健康保険税９６４，４３７千円、使用料及び手数料

１千円、国庫支出金１千円、県支出金３，８８３，４５３千円、繰入金７５３，

７４０千円、繰越金１千円、諸収入９，３７９千円となり、歳出については、

総務費１４０，１４０千円、保険給付費３，８８６，１７７千円、国民健康保

険事業費納付金１，４７３，７５１千円、財政安定化基金拠出金１千円、保健

事業費７９，９３７千円、公債費１千円、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３４ 号 令和２年度白河市後期高齢者医療特別会計予算

予算総額は、６６４，６３６千円となり、前年度当初予算と比較して５１，

５７４千円増額となり、８．４％の増となりました。

歳入については、後期高齢者医療保険料４９８，８１３千円、使用料及び手

数料２千円、繰入金１６３，６１７千円、繰越金１千円、諸収入２，２０３千

円となり、歳出については、総務費８，３３０千円、後期高齢者医療広域連合

納付金６５１，１０６千円、諸支出金２，２００千円、予備費３，０００千円

となりました。

議案第３５ 号 令和２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、５，８２９，７７４千円となり、前年度当初予算と比較して２，

３６３千円減額となりました。

歳入については、介護保険料１，１３７，４５８千円、使用料及び手数料
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１千円、国庫支出金１，３２４，４１３千円、支払基金交付金１，５０６，

０７７千円、県支出金８５１，０４７千円、財産収入１千円、繰入金１，０１０，

７０８千円、繰越金１千円、諸収入６８千円となり、歳出については、総務費

１０４，３８８千円、保険給付費５，３７７，０４２千円、地域支援事業費

３４３，２９０千円、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３６ 号 令和２年度白河市地方卸売市場特別会計予算

予算総額は、２２，３０８千円となり、前年度当初予算と比較して１，９９８

千円増額となり、９．８％の増となりました。

歳入については、使用料及び手数料３，７８５千円、繰入金１８，５１６千

円、諸収入７千円となり、歳出については、卸売市場費１２，８８０千円、公

債費９，１２８千円、予備費３００千円となりました。

議案第３７ 号 令和２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２３，４００戸、年間総配水量７，３３６，５００

㎥、１日平均配水量２０，１００㎥、主な建設事業の概要として改良費６６９，

０２７千円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、営業収益１，１２７，８７９千円、営業外収益１６２，

９６６千円、特別利益１千円を予定し、その予定総額を１，２９０，８４６千

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１，１６２，７３９千円、営業外費用９５，

１８８千円、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１，２６４，０２７千円と定めるものであります。



- 12 -

(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２８０，０００千円、他会計補助金５０，

２７３千円、工事負担金１４４，９００千円、国庫補助金１８，０００千円を

予定し、その予定総額を４９３，１７３千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６６９，０２７千円、企業債償還金２７４，

８７４千円、予備費１，０００千円を予定し、その予定総額を９４４，９０１

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４５１，７２８千円は、

過年度分損益勘定留保資金２５，３３２千円、当年度分損益勘定留保資金２６７，

９４８千円、建設改良積立金１００，０００千円及び当年度分消費税資本的収

支調整額５８，４４８千円で補填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

一時借入金の限度額を２８０，０００千円と定めるものであります。

(6) 予定支出の各項の経費の金額の流用

予定支出の各項の経費の金額の流用を同一款内でこれらの経費の各項間の流

用と定めるものであります。

(7) 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１００，

５３４千円、交際費５０千円と定めるものであります。

(8) 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。

(9) たな卸資産の購入限度額

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３８ 号 令和２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。
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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、工水営業収益８，４１９千円、工水営業外収益５４，

１６７千円を予定し、その予定総額を６２，５８６千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４８，０８１千円、工水営業外費用

１３，５０５千円、予備費１，０００千円を予定し、その予定総額を６２，

５８６千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３０，０２７千円を予定し、その予定

総額を３０，０２７千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６４，６９７千円を予定し、その予定

総額を６４，６９７千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３４，６７０千円は、

過年度分損益勘定留保資金２１，３００千円及び当年度分損益勘定留保資金

１３，３７０千円で補填するものであります。

(4) 予定支出の各項の経費の金額の流用

予定支出の各項の経費の金額の流用を同一款内でこれらの経費の各項間の流

用と定めるものであります。

(5) 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。

議案第３９ 号 令和２年度白河市下水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

業務の予定量は、水洗化戸数１７，４４８戸、年間総処理水量４，７０９，

４４３㎥、１日平均処理水量１２，９０２㎥、主な建設事業の概要として管路

新設工事４９１，７００千円、機能強化工事１１５，２００千円、浄化槽設置

工事４３，８７１千円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、営業収益７７０，４５８千円、営業外収益１，６４４，

６７８千円、特別利益３千円を予定し、その予定総額を２，４１５，１３９千

円と定めるものであります。
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収益的支出については、営業費用２，０８４，０５６千円、営業外費用２８４，

０５７千円、特別損失３９，５８３千円、予備費３，０００千円を予定し、そ

の予定総額を２，４１０，６９６千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４５０，５００千円、他会計補助金６５４，

４１０千円、国及び県補助金２５４，３５８千円、受益者負担金及び分担金

１２，１９５千円、工事負担金１９，６２６千円、その他資本的収入４２，

７２６千円を予定し、その予定総額を１，４３３，８１５千円と定めるもので

あります。

資本的支出については、建設改良費７６５，８６１千円、企業債償還金１，

１６９，６８７千円、予備費１，０００千円を予定し、その予定総額を１，

９３６，５４８千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５０２，７３３千円は、

当年度分損益勘定留保資金で補填するものであります。

(4) 特例的収入及び支出

当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、そ

れぞれ１７３，１９９千円及び５６０，３１４千円と定めるものであります。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 一時借入金

一時借入金の限度額を５００，０００千円と定めるものであります。

(8) 予定支出の各項の経費の金額の流用

予定支出の各項の経費の金額の流用を同一款内でこれらの経費の各項間の流

用と定めるものであります。

(9) 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９４，

３１４千円と定めるものであります。
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(10) 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

上２報告については、交通事故に係る損害賠償について、地方自治法第１８

０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。


