
4   令和３年 12 月定例会

一般質問

第4回定例会　審議結果等一覧（全 22件）令和３年

番号 案件名 内　　　容 付託委員会
審議
結果

■条例（5件）

95
　小美玉市国民健康保険条例の一部を改正する
　条例について

　健康保険法施行令等の一部改正に伴い、出産育児
　一時金の支給額増額により改正するもの

文教

福祉
可決

96 　小美玉市下水道条例の一部を改正する条例について
　公営企業会計に移行したことにより、小美玉市給水
　条例と内容を統一するもの

産業
建設

可決

97
　小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例
　の一部を改正する条例について

　公営企業会計に移行したことにより、小美玉市給水
　条例と内容を統一するもの

産業

建設
可決

98
　小美玉市農業集落排水事業分担金に関する
　条例の一部を改正する条例について

　公営企業会計に移行したことにより、小美玉市給水
　条例と内容を統一するもの

産業
建設

可決

99
　小美玉市定住自立圏形成協定の議決に関する
　条例を廃止する条例について

　茨城県央地域定住自立圏の形成に関する協定の
　廃止に伴うもの

総務 可決

■報告（１件）

4 　専決処分の承認を求めることについて 　令和３年度小美玉市一般会計補正予算の専決処分 ー 承認

　 令和 3 年第 4 回定例会は、 11 月 30 日から 12 月

17 日までの 18 日間の会期で開かれ、 全 22 議案を

審議しました。 感染症対策として、 一般質問は発言時

間を 30 分にして行い、上程された全 22 件の議案は、

全会一致で可決されました。

報告第４号　専決処分の承認を求めることについて

＜主な内容＞

● 路線バス緊急対策事業補助金 260 万円

● 小美玉市公共交通事業者給付金 1,024 万円

● 小美玉市営業時間短縮要請等

　　関連事業者支援給付金 2,600 万円

議案第 100 号　令和 3 年度一般会計補正予算 （第 3 号）

　　＜主な内容＞　　

● 新型コロナウイルスワクチン接種事業 2,930 万円

● 健康増進施設管理運営費 990 万円

● 農村環境改善センター施設維持管理費 186 万円

● 道路橋梁維持管理費 5,590 万円

▲ 一般質問 （１２月６日）

議案第 109 号　令和 3 年度一般会計補正予算 （第 4 号）　

　
● 子育て世帯臨時特別給付金事業 3 億 8,182 万円

　　　　　　　　　　　　　　（先行給付金）

議案第 110 号　令和 3 年度一般会計補正予算 （第 5 号）　

　＜主な内容＞

● 経営所得安定対策事業 159 万円

● 公共施設整備基金積立金 5,560 万円

議案第 111 号　財産の処分について　　

●  旧橘小学校跡地の売却　　

議案第 113 号　令和 3 年度一般会計補正予算 （第 6 号）　

　
● 子育て世帯臨時特別給付金事業 3 億 7,956 万円

令和３年度一般会計補正予算　　　　　 可決などを
旧橘小学校跡地の売却

子育て世帯臨時特別給付金事業



5議会だより 第 64 号

審議結果

■補正予算（9件）

100 　令和３年度小美玉市一般会計補正予算（第3号）
　[補正額] 2億5,583万6千円
　[補正後額] 249億2,933万6千円

各委員会 可決

101
　令和３年度小美玉市国民健康保険特別会計
　補正予算（第２号）

　[補正額] 122万7千円
　[補正後額] 51億3,237万7千円

文教
福祉

可決

102
　令和３年度小美玉市農業集落排水事業特別会計　
　補正予算（第２号）

　[補正額] 183万5千円
　[補正後額] 3億3,577万2千円

産業
建設

可決

103
　令和３年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計
　補正予算（第２号）

　[補正額] 200万7千円
　[補正後額] 3,853万9千円

産業
建設

可決

104
　令和３年度小美玉市介護保険特別会計補正予算
　（第３号）

　[補正額] 600万5千円
　[補正後額] 41億3,474万2千円

文教
福祉

可決

105 　令和３年度小美玉市水道事業会計補正予算（第２号）
　[補正額] △105万9千円
　[補正後額] 8億2,745万8千円

産業
建設

可決

109 　令和３年度小美玉市一般会計補正予算（第4号）
　[補正額] 3億8,182万8千円
　[補正後額] 253億1,116万4千円

ー 可決

110 　令和３年度小美玉市一般会計補正予算（第５号）
　[補正額] 5,719万4千円
　[補正後額] 253億6,835万8千円

各委員会 可決

113 　令和３年度小美玉市一般会計補正予算（第６号）
　[補正額] 3億7,956万1千円
　[補正後額] 257億4,791万9千円

ー 可決

■人事案件（1件）

108
　公平委員会委員の選任につき同意を求めること

　について
　任期満了に伴い、新たに小林正和氏を選任するもの ー 同意

■その他（4件）

106
　水戸市との間における茨城県央地域定住自立圏

　の形成に関する協定の廃止について

　令和4年度からいばらき中央地域連携中枢都市圏へ移行することから、

　 これまでの茨城県央地域定住自立圏の形成に関する協定を廃止するもの
総務 可決

107
　水戸市との間におけるいばらき県央地域連携中枢

　都市圏の形成に関する連携協約の締結について
　令和4年度からいばらき中央地域連携中枢都市圏へ移行するもの 総務 可決

111 　財産の処分について 　旧橘小学校跡地を処分するもの 総務 可決

112 　和解について
　公用車の事故について、地方自治法第96条第１項
　第12号の規程に基づき、和解をするもの

総務 可決

■陳情（1 件）

３
　コロナ禍による米価下落の対策を求める陳情　
　について

　コロナ禍による米価下落の対策を求める意見書提出を
　求めるもの

産業
建設

採択

番号 案件名 内　　　容 付託委員会
審議

結果

■発議（1 件）

３
　小美玉市議会委員会条例の一部を改正する
　条例について

　小美玉市議会委員会条例中、議会運営委員会の定数を6人
　から7人に変更するもの

ー 採択


