
日時 令和元年　６月３日（月）１１：００～

場所 白石市役所　３階　第３会議室

１． パラリンピック公式種目「ボッチャ」セット寄附受納式

２． ６月市議会定例会提出議案について

３． エアコン設置工事の進捗状況について

定　例　記　者　会　見　資　料

白　石　市
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令和元年６月 記者会見資料 

パラリンピック公式種目「ボッチャ」セット寄付受納

担当：教育委員会生涯学習課 

ご寄付をいただくこととなりましたＥＭデバイス労働組合は、ＮＥＣグルー

プ労働組合連合に加盟しており、同地区のトーキン労働組合白石支部やＮＥＣ

プラットフォームズ労働組合とともに活動しています。 

ＮＥＣでは、２０２０東京オリンピック・パラリンピックにおけるゴールド

パートナーとして参画しており、昨年、グループ連合１０周年記念行事として

パラリンピック公式種目である「ボッチャ」の全国大会を開催しています。その

際使用したボッチャセットをパラスポーツの普及振興及び地域貢献を図ること

を目的に全国の自治体や福祉施設へ寄贈する取り組みを行っておりました。 

ボッチャという競技は、子どもからお年寄りまで気軽に参加することができ

る「ニュースポーツ」の一つで、近年は身近で誰でも楽しめるスポーツとして注

目されていますが、もともとはヨーロッパが発祥とされ、障害者、とりわけ脳性

麻痺などにより運動能力に障害がある競技者向けに考案された障害者スポーツ

です。１９８８年ソウル大会よりパラリンピック正式種目として採用され、２

０１６年リオデジャネイロ大会においては、日本代表チーム（愛称：火の玉ＪＡ

ＰＡＮ）は見事銀メダルに輝いております。 

今回ご寄付を頂戴いたしますボッチャセットを有効に活用させていただきな

がら、２０２０東京パラリンピック大会への気運を高めるとともに、本市にお

ける生涯スポーツ及び障害者スポーツの普及振興に努めてまいります。 

１ 寄付者 

ＮＥＣグループ労働組合連合会 

ＥＭデバイス労働組合 

執行委員長 藤森 仁 

２ 寄付物件 

ボッチャセット 一式 

▲ベンチイメージ

▲ボッチャ大会のイメージ



第４３５回白石市議会定例会予定表
令和元年６月６日～６月１９日（１４日間）

月 日（時） 曜区 分 摘            要 付 記

６／６

(10:00) 

木本会議

ﾈｯﾄ中継

開   会

諸般の報告（議長）

市行政報告（市長）

会期の決定

特別委員会の中間報告

スマートインターチェンジ設置推進特別委員会

第３０号議案・第３１号議案（人事２件）

               説明、質疑、表決

第３２号議案～第３８号議案（７件）

説明、質疑、討論、表決

第３９号議案～第４９号議案（１１件）   説明

【質疑通告締め切り（午後５時）】

(付託協議)

各常任委員会

議会運営委員会

６／７ 金休 会

６／８ 土休 会

６／９ 日休 会

６／１０

(10:00) 

月本会議

ﾈｯﾄ中継

第３９号議案～第４６号議案（８件）

       質疑、委員会付託省略、討論、表決

   又は質疑、委員会付託

第４７号議案～第４９号議案（３件）

質疑、予算審査特別委員会設置・付託

【一般質問通告締め切り（午後３時）】

６／１１ 火
休 会

ﾈｯﾄ中継
予算審査特別委員会審査

議会運営委員会

(12:30)

６／１２ 水
休 会

ﾈｯﾄ中継
予算審査特別委員会審査

６／１３ 木休 会常任委員会審査

６／１４ 金休 会常任委員会審査

６／１５ 土休 会

６／１６ 日休 会

６／１７

(10:00) 
月
本会議

ﾈｯﾄ中継
市政に対する一般質問

６／１８

(10:00) 
火
本会議

ﾈｯﾄ中継

市政に対する一般質問

【討論通告締め切り（正午）】

６／１９

(10:00) 
水
本会議

ﾈｯﾄ中継

常任委員会付託議案（  件）

         委員長報告、質疑、討論、表決

第４７号議案～第４９号議案（３件）

   委員長報告、質疑、討論、表決

議提第 号      説明、質疑、討論、表決

政策企画調整会議の報告

閉   会

※市政に対する一般質問の日程は、質問者数の関係で１日となる場合があります。
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第４３５回白石市議会定例会提出議案件名一覧

番 号 件 名

第３０号議案 固定資産評価員の選任について

第３１号議案 教育委員会委員の任命について

第３２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３３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３４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）
（平成３０年度白石市一般会計補正予算）

第３５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３０年度白石市国民健康保険特別会計補正予算）

第３６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３０年度白石市介護保険特別会計補正予算）

第３７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３０年度白石市下水道事業会計補正予算）

第３８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３１年度白石市一般会計補正予算）

第３９号議案 白石市森林環境譲与税基金条例

第４０号議案 白石市選挙公報発行に関する条例の一部を改正する条例

第４１号議案 選挙長等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

第４２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４３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４４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４５号議案 白石市子育て支援・多世代交流複合施設条例

第４６号議案 白石市介護保険条例の一部を改正する条例
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第４７号議案 令和元年度白石市一般会計補正予算（第２号）

第４８号議案 令和元年度白石市介護保険特別会計補正予算（第１号）

第４９号議案 令和元年度白石市水道事業会計補正予算（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

14,247,466 133,920 14,381,386

介 護 保 険 3,692,273 200 3,692,473

計 8,054,957 200 8,055,157

22,302,423 134,120 22,436,543

※特別会計の「計」及び合計欄は今回補正のない特別会計を含む

企業会計 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 総　　　額

68,600 137,333 205,933

※企業会計は資本的収入

６月補正の主な事業及び金額

一般会計 （単位：千円）

金　　　額

68,667

3,332 学力向上プロジェクト事業

　令和元年度６月一般会計補正予算額は １億３，３９２ 万円で、累計では１４３億

８，１３８万６千円となります。

　今回の補正予算は、水道事業会計への出資金をはじめ、学力向上プロジェクト事業な

どの経費を計上しております。

　事業別の詳細は、別紙１、２のとおりです。

合　　　　　　計

 水道事業会計出資金

○ 白石学びの環境づくり事業

○ 水道管路緊急改善事業

事　　　　　　　　　　業　　　　　　　　名

令和元年度　６月補正予算概要

会　　計　　名

一 般 会 計

特

別

会

計

水 道 事 業 会 計

会　　計　　名
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［別紙１］
令和元年６月議会 記者会見資料

令和元年度６月補正予算関係

白石学びの環境づくり事業

担当：教育委員会学校管理課

学力向上プロジェクト事業
今年度当初予算において、市内小中学生の学力向上に関する取組を行うため「学

力向上プロジェクト事業」の予算を計上していましたが、本年４月から宮城県の新

規事業「学力向上マネジメント支援事業」の指定を受け、学力向上におけるＰＤＣ

Ａサイクルを確立する取組を行うこととなりました。本市では、市内全小・中学校

を対象とし、学力調査の結果分析や、それに基づく授業改善等を行いながら、市内

小中学生の学力の全体的な底上げを図ります。本補正予算では、「学力向上マネジ

メント支援事業」の実施に伴う予算を計上します。

○宮城県新規事業「学力向上マネジメント支援事業」について

令和元年から３年度の事業。県内４市（白石市、塩竈市、大崎市、石巻市）が

指定を受けました。指定市が設置する小・中学校のモデル校におけるＰＤＣＡサ

イクルに基づく３年間の授業改善等の実践を通して、学力向上のためのＰＤＣＡ

サイクルのモデルを確立します。この事業で得られた成果を基に、学力向上マネ

ジメントみやぎ方式を構築し、県内市町村への水平展開を図り、県内の公立小・

中学校における学力の全体的な底上げを推進します。

[歳入] 県支出金

学力向上マネジメント支援事業委託金 ５，０００千円

[歳出] １０款 教育費 １項 教育総務費 ３目 教育振興費

７事業 学力向上プロジェクト事業

９節 旅費 ７０千円

１２節 役務費 １０千円

１３節 委託料(学力調査業務委託料) ３，２０７千円

１４節 使用料及び賃借料 ４５千円

合計 ３，３３２千円
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［別紙２］
令和元年６月議会 記者会見資料

令和元年度 補正予算関係

水道管路緊急改善事業
（水道事業会計出資金）

担当：市民経済部生活環境課

水道は住民生活に必要不可欠なライフラインであり、老朽化による事故等が発

生した場合には住民生活に大きな影響を与えることになります。本市の水道管路

は４０年を超えた老朽管路の割合が高く、水道を持続的かつ安定的に供給するた

めには、管路の更新は必要不可欠になっております。

そのため、本市では上水道再構築計画に基づき管路の更新を計画的に行うこと

にしておりますが、管路の更新には多額な費用と時間がかかります。

そのなかで、今年度から生活基盤施設耐震化等交付金の対象管種に本市の老朽

管路で多くを占めている鋼管が加わり、国からの交付金を活用できるようになっ

たことから、着実な更新投資が行えるよう、一般会計から水道事業会計に繰出し

を行います。

[歳入] 地方債

水道事業出資債 ６８，６００千円

［歳出］ ４款 衛生費 １項 保健衛生費 ４目 生活環境費

２事業 一般管理的経費

２４節 投資及び出資金

水道事業会計出資金 ６８，６６７千円
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令和元年６月議会 記者会見資料

エアコン設置工事の進捗状況関係

エアコン設置工事の進捗状況について

担当：教育委員会学校管理課

平成３０年度１２月補正予算において予算措置しました小・中学校へのエアコン

設置工事につきましては、着々と工事が進んでおり、工事が完了し、使用できる状

態となった学校から順次使用を開始してまいります。

総事業費は、約２億９，４００万円（予算額３億１，１００万円）で、小・中学

校１３校の普通教室など合計１５３室にエアコンを設置いたします。

なお、１０年間の電気料や保守点検費用など総額で１億２，０００万円を見込ん

でおります。


