においても令和２年度・
３年度と同様の保険料軽

●令和４年度福生市一般
会計予算

●令和４年度福生市介護
保険特別会計予算

●令和３年度福生市一般

●専決処分事項の指定に

ついての一部改正につ

の第１号被保険者の増加

円とするもの。

歳以上

億９７６０万２千

への繰越しなどを実施す

の増額、事業費の翌年度

付金の追加や生活保護費

染症対応地方創生臨時交

において、受注業者との

り、工事請負契約の変更

事項を追加することによ

市長が専決処分できる

いて

の減収が引き続き見込ま

に伴う増額と、低所得者

会計補正予算 第( 号 )
新型コロナウイルス感

れ、新規・改善事業の精

歳入歳出の総額をそれ

区市町村が負担すること
査に加え既存事業の見直

新型コロナウイルス感

とするもの。

減措置を実施し、それに
応を図るため、国民健康
●令和３年度福生市一般

可決等された案件（要旨）
保険税の税率等を改定す

有する個人情報の保護に

れ、独立行政法人等の保

備に関する法律が公布さ

部を改正する条例

●福生市営住宅条例の一

の追加をするもの。

割額の減額に関する規定

帯における被保険者均等

を追加し、２９９億１７

の総額に９１２万１千円

に当たり、歳入歳出予算

処遇改善などを実施する

保育士、幼稚園教諭等の

国が主導して実施する

総額を２６１億８千万円

を盛り込み、歳入歳出の

適正管理などの財政需要

計画に基づく公共施設の

設事業や施設保全・改修

り組む一方で、大規模建

しや経常経費の削減に取

齢者医療特別会計予算

● 令和４年度福生市後期高

なっている。

８千円、３・５％の増と

前年度比１億６７５０万

減額の相殺などにより、

の保険料軽減強化による

９万２千円とするもの。

を追加し、３０１億７７

総額に５４８８万７千円

るため、歳入歳出予算の

しようとするもの。

迅速な変更契約を可能に

ぞれ

● 福生市個人情報保護条例
るほか、地方税法の改正

染症の影響に伴う市税等

の一部を改正する条例

係る経費についても関係

デジタル社会の形成を

関する法律を廃止し、個
木造市営住宅の取り壊

３０万１千円とするもの。 とするもの。前年度比

歳入歳出の総額をそれ

出機の設置等の新型コロ

事業や図書館への自動貸

会計補正予算 第(１号 )
妊婦への臨時特別支援
億９２７３万５千

に関する特別休暇を追加

不妊治療に係る通院等

条例

条例の一部を改正する

休日、休暇等に関する

職員の服務の宣誓に関

一部を改正する条例

の宣誓に関する条例の

止する条例

別交付金基金条例を廃

ルス感染症緊急対策特

●福生市新型コロナウイ

定を追加するもの。

とともに、休団に関する規

●福生市職員の勤務時間、 に関する規 定を整備する

する規定を改めるもの。

東京都市町村新型コロ

ため服 務した場 合の報 酬

他災害や訓練等の職務の

消 防 団 員が火 災 、その

例の一部を改正する条例

広域連合の令和２年度の

東京都後期高齢者医療

正予算（第１号）

高齢者医療特別会計補

●令和３年度福生市後期

９０万５千円とするもの。

円を追加し、３００億５２

額に１億３５６０万４千

ため、歳 入 歳 出 予 算の総

債の減 額などを実 施する

繰入金及び臨時財政対策

金の増 額 、財 政 調 整基 金

衛施設周辺整備調整交付

普通交付税及び特定防

編成した。

スの低下を招かないよう

を極力抑え、市民サービ

用、一般財源の持ち出し

特定財源を可能な限り活

国や東京都の補助金など

響に伴う減収を補うため、

などがあり、感染症の影

中央図書館改良事業の増

コロナウイルスワクチン

の減などはあるが、新型

市街地再開発事業補助金

富士見通り線整備事業や

千円とするもの。

支出を

７億８４０６万５千円、

円、資本的収支の収入を

出を

億４８３０万８千円、支

収益的収支の収入を

道事業会計予算

も園建設費補助金の皆増、 ４％の増となっている。

接種事業の増や認定こど

●日光橋公園外１公園改

８４０２万５千円、６・

増などにより、前年度比

証の一斉更新に係る経費

や２年に一度の被保険者

の改定及び被保険者の増

大幅増で過去最大となる。 円とするもの。保険料率

億９６２４万７千円とす

７千円を追加し、２６２

の総額に１億１６２４万

するため、歳入歳出予算

した新規事業などを実施

方創生臨時交付金を活用

ナウイルス感染症対応地

ぞれ

するほか、会計年度任用職
ナウイルス感染症緊急対

決算が認定され、負担金

●令和４年度福生市国民

修工事請負契約の変更

億７千万円、５・５％の

員に適用する特 別 休暇に

策特別交付金を原資とす

の精算額及び繰越金が確

健康保険特別会計予算

について

億２２９６万６千

億４６３７万９

同工事の請負契約が国

パソコンのほか、スマートフォン、タブレット端末でも、
市議会のインターネット中継を視聴できます。
「傍聴に行けない」
「外出先から議会中継を見たい」
とい
う方も、いつでもご利用いただけます。

号）

に伴い未就学児がいる世

人情報の保護に関する法
しに伴い、戸数を変更す
●令和３年度福生市一般

関する規定を見直すもの。

る本基金は、令和２年

定した。また、補正予算

歳入歳出の総額をそれ

ご利用ください 福生市議会インターネット中継

会計補正予算（第

図るための関係法律の整

律に統合する改正が行わ
るもの。

●福生市の一般職の職員

度・３年度においてその

が承認され、区市町村に

号線武蔵野

福生市議会
インター
ネット中 継

◆配信内容 本
 会議のライブ映像と録画映像
◆利用方法 福生市公式ホームページ→
「福生市議会」よりアクセス

●令和４年度福生市一般

れたことから規定を整理
● 福生市消防団に関する条

の給与の臨時特例に関

全額を感染症対策事業に

補助金が交付されること

による国道

号）

するもの。

する条例の一部を改正

充当し、活用可能期間も

するもの。保険税率等の改

橋架け替え工事に伴う玉

会計補正予算（第

●福生市一般職員の服務

する条例

終了し所期の目的を達成

になったことに加え、広

定を見込んだこと及 び令

川上水仮橋撤去の遅れに

るもの。

ている管理職職員の給料

したことから、条例を廃

域連合より令和３年度の

和３年度において、新型コ

より年度内の竣工が見込

●令和４年度福生市下水

の減額を令和４年度も継

止するもの。

決算見込みによる負担金

ロナウイルス感 染 症の影

めなくなったため、工期

億２６４７万円と

続して実施するもの。

●東京都後期高齢者医療

額の変更が示されたこと

響による所 得の減 少を見

を変更するもの。

ぞれ

● 福生市国民健康保険税条

広域連合規約の一部を

から、歳入歳出予算の総

込んだ反動などにより、前

年度から実施し

例の一部を改正する条例

変更する規約について

額から１９１万５千円を

平成

福生市における国民健

２年ごとの保険料の見

康保険の法定外一般会計

１・０％の増となっている。

専用の再生機が必要となりますが、利用対象者は日常生活用具として
給付を受けられます。（利用者一割負担）

◎議場には、補聴器をお使いの方のために、補聴器に直接
音声を送るヒアリングループを導入しています。

議会事務局☎042-551-1523

議 午
 前10時開会
６月７日㈫～ 10日㈮・24日㈮
◆常任委員会 午前10時開会 ６月14日㈫～ 16日㈭

16

多摩ケーブルネットワークによる本会
議の生中継を放映します。放映日時、
放映チャンネルは、広報ふっさ及び多
摩ケーブルチャンネルガイドでお知ら
せしますのでぜひご覧ください。

会

12

年度比６２９４万４千円、

減額し、

千円とするもの。

令和４年第２回定例会（予定）

13

ケーブルテレビによる
議会中継

「声の市議会だより」
をお届けしています

次回定例会のお知らせ

65

48
13

14

13

音訳ボランティア「福生いとでんわ」により、市議会だよりの音訳をデ
イジー方式のＣＤにして、視覚障害者(１・２級)の方にお届けしています。
ご家族やお知り合いで、ご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡く
ださい。

◆本

16

66

11

10

億６７９万５
直しに際して、令和４年
度・５年度の保険料算定

繰入金の計画的、段階的
な解消、削減へ向けた対

13

28
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