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平成24年度のすべての会計の決算が認定されました。

・「スマイルキッズパーク条例」

が安心して定住できる環境として、子どもの運動機会を

きております。 市債（債務負担行為含む）残高と基金

・「市職員の給与に関する条例の一部改正」

月までの６か月間、ラスパイレス指数が１００を下回る

よう等級により、4.0％ 7.3％ 8.9％とそれぞれ減額す

残高の前年度対比は、次表のとおりとなっております。

総務大臣の要請を受け、給料月額を10月から来年の３

た、スマイルキッズパークの必要事項を定めるもの。

るもの。

渡辺 秀雄市議会議員

確保し、子どもの健康増進と体力向上を図るため設置し

財政健全化計画が概ね順調に推移されており、24年度も

健全化判断比率の数値は、僅かですが減少し改善されて

【発行者】

白沢保健センター条例を廃止して、同所に子育て世帯

・「市集会所条例の一部改正」

第１０区集会所の解体に伴い、別表から同所を削除す

るもの。

人事案件

９月定例議会

平成24年度の決算認定 主な条例の 制 定

市債等 （借金） の状況 （元利込） (単位：千円)

区 分 24年度末現在高 23年度末現在高 増 減

一般会計 15,111,879 15,324,671 △ 212,792
(地方債） 14,660,217 14,703,798 △ 43,581

(債務負担行為） 451,662 620,873 △ 169,211

公共下水道事業特会
(地方債）

農業集落排水事業特会

(地方債）

工業用地造成事業特会

(債務負担行為）

阿武隈川左岸築堤用地取

得事業特会 （地方債) 139,043 214,640 △ 75,597

5,773,533 6,074,751 △ 301,218

428,592 466,862 △ 38,270

5,697,613 6,447,526 △ 749,913

三瓶義高さん（松沢） 《前交通教育専門員》

伊藤順晧さん（本宮） 《前社会福祉協議会会長》

考える。

財源確保のための意見書

・地方税財源の充実確保を求める意見書

・森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の

【答弁】 検討したい。

○国の補助対象にならない（工事費が40万円未満）、

私有地の災害復旧工事に対して、支援を行っている自

※次の意見書を内閣総理大臣はじめ、関係大臣等に提

治体もある、設けるべきと考えるが。

出することになりました。

きと考えるが。

【答弁】状況によりお願いしている。今後検討が必要と

災組織の確立からも行政区との関わりを充実させるべ

財政健全化法の４指標については、次のとおりです。

○地域防災計画において、被害情報や避難措置等に対

人事案件

（表彰式は11月3日）

【特別功労表彰】

舟生政勝さん（本宮） 《前有害鳥獣捕獲隊隊長》

清水 マサ子さん（本宮）の人権擁護委員（法務大臣より委嘱）

の推薦（再任）に同意しました。

次の皆さんの市表彰に同意しました。

し、行政区長の関わりが明記されていないが、自主防

今回の一般質問から

(債務負担行為）

水道事業会計
(企業債：元金のみ）

計 30,647,824 32,151,052 △ 1,503,228

阿武隈川左岸築堤用地取

得事業特会 （地方債) 139,043 214,640 △ 75,597

3,497,164 3,622,602 △ 125,438

5,697,613 6,447,526 △ 749,913

基金 (預金) の状況 (単位：千円)

区 分 24年度末現在高 23年度末現在高 増 減

一般会計 2,799,453 2,812,403 △ 12,950
(うち財政調整基金） 1,326,034 1,401,083 △ 75,049

国民健康保険特会 53,920 67,638 △ 13,718
(うち支払準備基金） 614 10,613 △ 9,999

介護保険特会 51,153 24,845 26,308

工業用地造成事業特会 136,728 201,580 △ 64,852

計 3,041,254 3,106,466 △ 65,212

項 目 24年度 23年度 比較増減
早期健全化

団体への基準

実 質 赤 字 比 率 ― ― ― 13.70％以上

連結実質赤字比率 ― ― ― 18.70％以上

実質公債費比率 14.8% 16.1% △ 1.3％ 25.0％以上

将 来 負 担 比 率 154.3% 166.2% △11.9％ 350.0％以上

・地方税財源の充実確保を求める意見書 （裏面につづく）

て国が全面的に責任を持つ体制に確立を求める意見書

・東京電力福島第一原子力発電所の汚染水問題につい
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一般会計は、４１億３，１４６万円増の

補正予算の主な内容

○保健師活動領域調査によると、保健師の活動で家庭

（24年度8.3％）。本市の人員は、少なくはないのか。

・農業用道水路整備費

○災害見舞金の支給について、居住用家屋のみを対象

としているが、付属建物・宅地等の被害に対して支給

を拡大する考えはないか。

【答弁】 検討したい。

○社会教育事業は、外部委託に頼ることなく、各分野

に対応できる人材の育成・充実を図るべき。策定する

教育振興基本計画に明記すべきでは。

２４３億８１６万７千円となりました。

【答弁】 検討したい。

○早期発見早期治療と言われる。検診内容も進んでい

（稲沢・松沢地区住宅、長屋・井戸上地区道路除染）

妥当かと。

訪問の割合が年々下がってきていると言われている

（本宮小砂塵対策、糠沢小・まゆみ小プール修繕）

○健康管理事業に活かすため、より多くの市民の健診

難しい課題が多い。

・生活道路整備費 6,625千円【答弁】国保被保険者分のみで、集積できれば活かせるが

・太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事（2箇所） 13,237千円

・水道事業会計繰出 （高松山配水場整備） 68,513千円

・除染業務等委託料 3,288,000千円

【答弁】１０名在職。１人あたり人口割合県平均3,597人からみると

データを集積する必要性を感じるが、見解は。

るので、特定疾病等に対する新たな予防検診の導入や

・白沢総合支所周辺環境整備費 19,180千円

・用悪水路維持改良費 4,500千円

・総合体育館照明修繕工事 10,642千円

・小学校施設維持管理費 19,848千円

13,560千円・集会所整備補助金
（２区・白沢５区・長屋2区など）

・震災・原子力災害復興基金積立 75,685千円

・財政調整基金積立 240,878千円

・白沢老人福祉センター改修工事 36,500千円

・堆肥生産組合運営補助 （運搬車更新） 9,975千円

6,627千円

・農業系汚染廃棄物処理等委託料 30,000千円

・森林再生事業調査設計等委託料 10,270千円

・道路維持管理費 168,000千円

補正予算（第５号、第６号）

うか。

る市の対応について質しました。その結果議会最終日

予算規模が大きく膨れあがったけれども、計画とお

規模災害復旧事業補助金新設の補正予算が提案され可

に、追加議案として災害見舞金の見直し及び農地等小

【答弁】今後の動向を見て。

○県下同一歩調とは行かないのか。２４年度分につい

億3,102万円に対し、決算額が153億8,253万円（執

申し立てすると裁判への道がなくなる。

き（ＡＤＲ）を原子力損害賠償紛争解決センターへ申

は144億2,743万円で、決算額が133億4,881万円（執

行率92.52％）でしたのが、平成24年度は予算額217

（本宮小砂塵対策、糠沢小・まゆみ小プール修繕）

【答弁】同一歩調は難しい。２４年度分もまとまったら請求する。

東日本大震災前の平成21年度の一般会計の予算額

2,100千円

・小学校災害復旧事業 （単独 和田小） 3,800千円

り執行ができなかったということです。住宅等の除染

市民の皆さんはどのように思われているのでしょう

か？ 皆さんに期待される議会をめざし、真剣に取り

は平成27年度末までに終えることができるのでしょ

議会に会派制を導入して半年が経ちました。現状を

ち7,320千円受領済）について、裁判外紛争解決手続

し立てしないと新聞報道されたが。

【答弁】二者択一の回答方式だったため、考えがないとした。

てはどうなのか。

行率70.8％）でした。

○原発事故の賠償請求の２３年度分307,280千円（う

受診対象の拡大等の考えは。

決されました。

・集中豪雨災害見舞金 （見直し増額分含む） 2,075千円

・市民プール内塗装修繕工事 9,623千円

・農地等小規模災害復旧補助金 18,000千円
（新設補助 工事費の３/10補助）

・道路橋りょう災害復旧事業 （単独） 35,700千円

今回私はじめ、多くの議員が集中豪雨の被害に対す

・岩根高齢者ふれあいプラザ給湯ボイラー交換工事

れるように、しっかり見守っていく必要があります。

議会報告は「渡辺ひでおの

ブログ」にも載せてます 。

うか。

ます。しかし、今後も予算が市民のために適正に使わ

か？ 皆さんに期待される議会をめざし、真剣に取り

財政健全化判断比率が僅かですが好転してきており 組んで行きたいと思います。


