
日時 平成２８年　６月６日（月）９：３０～

場所 白石市役所　３階　応接室

１． ６月市議会定例会提出議案について

２． その他

定　例　記　者　会　見　資　料

白　石　市



第４２０回白石市議会定例会提出議案件名一覧

番 号 件 名

第４１号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

第４２号議案 専決処分の承認を求めることについて（専決第１号）
（白石市市税条例等の一部を改正する条例）

第４３号議案 専決処分の承認を求めることについて（専決第２号）
（白石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

第４４号議案 専決処分の承認を求めることについて（専決第３号）
（行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部
を改正する条例）

第４５号議案 専決処分の承認を求めることについて（専決第４号）
（平成２７年度白石市一般会計補正予算）

第４６号議案 専決処分の承認を求めることについて（専決第５号）
（平成２７年度白石市国民健康保険特別会計補正予算）

第４７号議案 専決処分の承認を求めることについて（専決第６号）
（平成２７年度白石市介護保険特別会計補正予算）

第４８号議案 専決処分の承認を求めることについて（専決第７号）
（平成２７年度白石市下水道事業会計補正予算）

第４９号議案 平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に
関する条例の一部を改正する条例

第５０号議案 平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料
の減免に関する条例の一部を改正する条例

第５１号議案 白石市企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固
定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

第５２号議案 白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例
の一部を改正する条例

第５３号議案 白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関
する条例の一部を改正する条例

第５４号議案 白石市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を
改正する条例

第５５号議案 白石市道路線の認定について



第５６号議案 平成２８年度白石市一般会計補正予算（第１号）

第５７号議案 平成２８年度白石市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

第５８号議案 平成２８年度白石市介護保険特別会計補正予算（第１号）



担当：総務部財政課

（単位：千円）

補正前の額 補　正　額 総　　　額

16,383,913 232,717 16,616,630

国 民 健 康 保 険 4,548,136 0 4,548,136

介 護 保 険 3,937,585 293 3,937,878

後 期 高 齢 者 医 療 420,880 0 420,880

計 8,906,601 293 8,906,894

25,290,514 233,010 25,523,524

６月補正の主な事業及び金額

一般会計 （単位：千円）

金　　　額

117,902

12,261

10,174

55,300

4,800

2,723

2,500

平成２８年度　６月補正予算概要

会　　計　　名

　　　　　一　般　会　計

特

別

会

計

　商家資料館トイレ改修事業

　スパッシュランドしろいし修繕・改修事業

　ホワイトキューブ修繕・改修事業

　白石城・歴史探訪ミュージアム修繕・改修事業

　鎌先温泉第一駐車場舗装修繕事業

　平成２８年度６月一般会計補正予算額は２億３，２７１万７千円で、累計では１６６

億１，６６３万円となります。

　今回の補正予算の主な内容は、放課後児童クラブの待機児童を解消し、子育て支援の

充実を図るため、放課後児童クラブの施設整備にかかる経費を計上しております。

　また、（公財）白石市文化体育振興財団が管理する施設や観光施設の長寿命化を図る

ため、維持補修にかかる経費を計上しております。

　事業別の詳細は別紙１から３のとおりです。

合　　　　　　計

　弥治郎こけし村維持補修事業

観光施設整備事業

事　　　　　　　　　　業　　　　　　　　名

放課後児童クラブ施設整備事業

(公財）白石市文化体育振興財団管理施設整備事業



［別紙１］
平成２８年６月議会 記者会見資料

平成２８年度６月補正予算関係

放課後児童クラブ施設整備事業

担当：保健福祉部子ども家庭課

放課後児童クラブは、保護者の就労等により昼間家庭に保護者がいない市内の小

学校に通学する児童に対し、授業の終了後等に児童館等を利用して適切な遊び及び

生活の場を提供して、その健全な育成を図ります。

放課後児童クラブの設備及び運営に関することは、国が定める「放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準」に基づき、市でも子どもの集団の規模や子

ども１人当たりの面積基準などを条例により定めています。

現在、市内に放課後児童クラブは６クラブありますが、白石第二小学校区にある

第二児童館放課後児童クラブと白石第二小学校放課後児童クラブは、上記の基準を

満たしておらず、待機児童が発生していることから、新たに施設を整備し、放課後

児童の環境改善を図ります。

また、福岡地区民の会が運営している福岡放課後児童クラブは、現在、福岡小学

校内の１教室と小学校から約２００メートル離れた民間施設を借り受け２カ所で実

施していますが、一体的に運営するため小学校敷地内に新たに施設を整備し、円滑

な運営を図ります。

①第二児童館放課後児童クラブ

延床面積273.27㎡（木造２階建て） 白石第二小学校隣接民有地を取得し整備

②福岡放課後児童クラブ

延床面積145.74㎡（木造平屋建て） 福岡小学校敷地内に整備

[歳入] 国庫補助金

子ども・子育て支援整備交付金 ２４，９６３千円

県補助金

子ども・子育て支援整備交付金 ２４，９６３千円

地方債

放課後児童クラブ施設整備事業債 ５４，１００千円

[歳出] ３款 民生費 ２項 児童福祉費 ５目 児童館費

３事業 放課後児童健全育成事業

１２節 役務費 １０２千円

（建築確認申請・完成検査申請手数料）

１３節 委託料（測量委託料） ８００千円

１５節 工事請負費 ９７，０００千円

（放課後児童クラブ施設整備工事）

１７節 公有財産購入費（土地購入費） ２０，０００千円

計１１７，９０２千円



［別紙２］
平成２８年６月議会 記者会見資料

平成２８年度６月補正予算関係

（公財）白石市文化体育振興財団管理施設整備事業

担当：総務部企画情報課

１ スパッシュランドしろいし修繕・改修事業
（１）岩風呂排水弁交換修繕

岩風呂にある排水弁の経年劣化から水漏れが発生し、浴槽の適正水位を下回る

ことが多くなっていることから、排水弁を交換し、設備の維持を図ります。

（２）岩風呂ろ過循環装置ろ材交換修繕

岩風呂ろ過循環装置のろ材の使用期間が１０年を超え、交換時期となったこと

から、ろ材を交換し、設備の維持を図ります。

（３）ホール吹抜け壁修繕工事

ホール吹抜けの壁が、湿気等により内部が腐食し、剥がれ落ちるおそれがある

ため、修繕を行い施設の維持を図ります。

（４）真空ヒーター部品交換工事

平成４年の開館から稼働し２５年が経過しており、真空ヒーター（ボイラー）

の経年劣化が進み部品が破損したことから、部品交換を行い設備の維持を図りま

す。

［歳出］ ２款 総務費 １項 総務管理費

１６目 スパッシュランドしろいし費 ２事業 一般管理的経費

１１節 需用費 ６細節 修繕料 ２，１１２千円

１５節 工事請負費 １０，１４９千円



２ 白石城、歴史探訪ミュージアム修繕・改修事業
（１）案内板設置工事

白石城に設置されている案内板が、長年にわたる風雨等の影響により腐敗し損

壊したため、新たに案内板の設置を行います。

（２）白石城歴史探訪ミュージアム映像機器更新工事

白石城歴史探訪ミュージアムに設置されている３Ｄシアターの映像機器につい

て、部品の経年劣化等により色が正常に表示できないという現象が発生している

ため、機器の更新を行います。

［歳出］ ２款 総務費 １項 総務管理費

１７目 白石城関連費 ２事業 一般管理的経費

１５節 工事請負費 １０，１７４千円

３ ホワイトキューブ修繕・改修事業
（１）コンサートホール調光卓等改修工事

コンサートホールにある調光卓の基板が故障したため、機器の更新を行います。

なお、現在は、製造会社から期限付きで基板を無償で借り受け、対応していま

す。

（２）自動火災報知設備更新工事

自動火災報知設備については、耐用年数が過ぎているため、設備の更新を行い、

利用者の安心・安全の確保を図ります。

［歳出］ ２款 総務費 １項 総務管理費

１８目 文化体育活動センター費 ２事業 一般管理的経費

１５節 工事請負費 ５５，３００千円



［別紙３］
平成２８年６月議会 記者会見資料

平成２８年度６月補正予算関係

観光施設整備事業

担当：市民経済部商工観光課

１ 鎌先温泉第一駐車場舗装修繕事業
現在の鎌先温泉第一駐車場は、舗装面に加え区画線の劣化が顕著となっていま

す。そこで、現在の車両規格に対応できる区画線を設置し、使いやすい駐車場に

するとともに、凸凹した舗装面を修繕し、利用者の安全の確保を図ります。

○事業概要

・舗装工 駐車場全面（約８７５㎡）

・区画線 実線（駐車台数：約４０台）、ゼブラ

[歳入] １５款 県支出金 ２項 県補助金 １目 総務費県補助金

１節 総務管理費補助金

宮城県市町村振興総合補助金 ２，４００千円

（みやぎ路観光地整備事業）

[歳出] ７款 商工費 １項 商工費 ４目 観光費

４事業 観光振興事業

１５節 工事請負費 ４，８００千円

２ 弥治郎こけし村維持補修事業
鎌先温泉に近接する弥治郎こけし村は、屋根全面の防水施工の老朽化と中心部

分の壁塗装の老朽化が原因で雨漏りが発生しています。本施設は本市の伝統工芸

技術の伝承と体験型観光施設の要であり、今後も伝統工芸を守り続ける施設とし

ての環境の維持を図る必要があることから、屋根と外壁の維持補修工事を行いま

す。

本施設をこけしの展示・販売をする施設として、環境を維持させることにより、

多くの観光客の皆さんに安心して楽しく施設を利用いただけるとともに、施設の

耐久性を高めることで施設の長寿命化を図ります。



[歳入] １５款 県支出金 ２項 県補助金 １目 総務費県補助金

１節 総務管理費補助金

宮城県市町村振興総合補助金 １，３６１千円

（みやぎ路観光地整備事業）

[歳出] ７款 商工費 １項 商工費 ７目 弥治郎こけし村費

２事業 一般的管理経費

１５節 工事請負費 ２，７２３千円

３ 商家資料館トイレ改修事業
商家資料館には、本市の特産品である「白石温麺」のレストランと販売所が併

設しています。本施設は洋式トイレが少なく、海外からの観光客や高齢者に対す

る配慮として、洋式トイレへの改修と手洗い場の配置換えなどの機能性の改善が

必要であることから、改修工事を行います。

本事業を実施することで、海外からの観光客の受け入れや高齢者に対しての配

慮が行き届いた施設としての評価をあげることにより、施設の利用率向上が図ら

れます。また、併設されているレストランや販売所の利用者が増加することによ

り、白石温麺の知名度のアップとリピーターの増加が期待できます。

○事業概要

女子トイレは全部で６箇所あり、そのうち５箇所は和式トイレです。そのうち

４箇所を洋式トイレに改修を行い、既存の洋式トイレ１箇所とあわせて５箇所を

温水洗浄便座に改修を行います。

男子トイレについては、既存の洋式トイレを温水洗浄便座に改修するとともに、

３箇所の小便器を自動洗浄弁に改修します。さらに、男子トイレの手洗い場の配

置換えと、破損している多目的トイレの折れ戸の修繕を合わせて行います。

[歳入] １５款 県支出金 ２項 県補助金 １目 総務費県補助金

１節 総務管理費補助金

宮城県市町村振興総合補助金 １，２５０千円

【みやぎ路観光地整備事業】

[歳出] ７款 商工費 １項 商工費 ９目 商家資料館費

１事業 一般的管理経費

１５節 工事請負費 ２，５００千円



平成 28年熊本地震支援金・義援金について

本市では、熊本地震によって被災された方々に対し支援を行うため市役所総合窓口・公

共施設などに支援金募金箱を設置するとともに、主催イベントなどにおいて支援募金を募

りました。

寄せられた支援金については、６月７日、全国市長会関係会議が行われる場所（全国都

市会館）で、白石市分、白石小中学校児童生徒一同分を、それぞれ熊本県市長会高嵜哲哉

会長（玉名市）に手渡す予定です。

なお、支援金募金箱の設置は５月末まで。今後は、主催イベントなどにおいて、被災者

支援のための義援金募金箱を設置し、被災者支援活動は継続します。

１ 熊本市長会への支援金 計 1,244,000円
（１）白石市分 計 920,000円
・総合窓口・公共施設・主催イベントなど 147,213円
・観光大使 奥州片倉組 572,787円
※４月 24 日、東京池袋の「宮城ふるさとプラザ」で募金活動。白石市アンバサダー

の森川智之さん、絵巻作家の正子公也さんも参加されました。

・白石市職員互助会 200,000円
（２）白石市立小中学校児童生徒一同分 324,000円

２ 上記以外の義援金・支援金

（１）日赤への義援金 計 39,918円
・旧車会 37,000円、福祉センター募金箱 2,918円
※６月１日から市役所総合窓口にも募金箱を設置します。

（２）宮城県共同募金会への義援金 計 625,991円
・ジュニア・リーダーキャロル（こけしコンクールで募金活動）315,731 円、113 カラ

オケ会 24,220 円、白石刈田仏教会 192,025 円、小原検断屋敷まつり実行委員会 2,450
円、ミケねこ 34,125 円、深谷地区運動会 27,406 円、福祉センター職員 26,134 円、募

金箱 3,900円
（３）熊本城への支援金 178,244円
・白石城募金箱

※（１）～（３）は、いずれも５月末現在。今後も募金活動は継続します。

（４）九州市議会議長会への義援金 計 100,000円
・正副議長各 10,000円、議員 80,000円（5,000円× 16人）


