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定例会【会期日程】

12月６日から12月14日まで９日間

平成28年  坂東市議会

第4回 定例会

日次 月　日 曜日 区　分 議 　 事 　 日 　 程

１ 12月６日 火 本会議 開会、会期の決定、議案上程、説明、質疑、委員会付託、採決

２ 12月７日 水 委員会
総務常任委員会

教育民生常任委員会

３ 12月８日 木 休　会 議案調査

４ 12月９日 金 委員会 産業建設常任委員会

５ 12月10日 土 休　会

６ 12月11日 日 休　会

７ 12月12日 月 本会議 一般質問

８ 12月13日 火 本会議 一般質問、議員提出議案上程、説明、質疑、採決

9 12月14日 水 本会議
委員長報告、質疑、議員提出議案上程、採決、同意、

委員会委員の選任、選挙、閉会

会　　期　　日　　程

　庁舎議場の完成にあたり、市民の期待も大であると思いますので、職員の皆さ

んは恵まれた環境の中で、恵まれた施設の中で、さらにサービス向上のためにご

尽力いただきますようにお願いしたいと思います。

　議会においても、市民の期待にこたえるべく、さらなる努力をしていかなけれ

ばならないと思います。議決については常に是々非々であるべきであり、常に議

会と執行部は並立対等、車の両輪のごとくでなければならないと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂東市議会議長　林　順藏
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定例会【議案説明】

■議案第103号

坂東市手数料徴収条例の一部改正

　平成29年１月23日から諸証明書のコンビ

ニ交付サービスを開始するにあたり、証明

書交付手数料を定めるものです。

　住民票の写し、印鑑登録証明書、課税又

は非課税証明書及び所得証明書の交付手数

料について、コンビニ交付サービスを利用

する場合は、１件につき200円とするもの

です。

　

■議案第104号

　坂東市印鑑条例の一部改正

　平成29年１月23日から開始予定の諸証明

書のコンビニ交付サービスにおいて、印鑑

登録証明書の交付を可能とするよう改正す

るものです。

■議案第105号

　坂東市多機能磁気カードの発行等に関す

る条例の一部改正

　本庁舎及びさしま窓口センターに設置し

ている証明書自動交付機において、平成29

年１月から課税又は非課税証明書及び所得

証明書を交付することができるよう改正す

るものです。

■議案第106号

　坂東市こども発達センターの設置及び管

理等に関する条例の一部改正

　平成29年４月より放課後等デイサービス

事業を実施することに伴い、新たな施設と

して坂東市こども発達センター「にじ」を

追加するものです。

■議案第107号

市道路線の変更について

　隣接の土地所有者より廃道払い下げ申請

があり、公共性のない道路のため市道岩井

32号線の終点を変更するものです。

■議案第108号・第109号

市道路線の変更及び廃止について

　坂東インター工業団地計画により、市道

路線変更及び廃止をするものです。

　議案第108号は、七重東579号線の起点を

変更するものです。議案第109号は、七重東

562号線、同563号線、同570号線、同574

　第４回定例会に提出された主な議案について、
内容を要約してお知らせします。な議案の説明

号線、同577号線、同578号線を廃止するも

のです。

■議案第110号

市道路線の廃止について

　隣接の土地所有者より廃道払い下げ申請

があり、公共性のない道路のため市道弓馬

田157号線を廃止するものです。

■議案第111号

一般会計補正予算

　既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６億

8634万３千円を追加して補正後の予算総額

を272億6237万８千円とするものです。

　歳出の主なものは総務費で財産管理に要

する経費8941万２千円、企画費で、ふるさ

と応援寄付に要する経費5037万９千円、児

童福祉措置費で、民間保育所運営助成に要

する経費4784万８千円、農林水産業費で、

農業振興に要する経費2873万９千円、消防

費で、防災対策に要する経費3348万円、教

育費で、飯島小学校体育館大規模改造事業

に要する経費１億3679万５千円、内野山

小学校体育館大規模改造事業に要する経費

１億1550万円などを追加するものです。

■議案第112号

国民健康保険特別会計補正予算

　既定の予算総額に歳入歳出それぞれ6320

万９千円を追加して補正後の予算総額を87

億3489万３千円とするものです。

　歳出の主なものは、保険給付費に２億

4246万円を追加し、後期高齢者支援金１億

2818万５千円、前期高齢者納付金等61万３

千円、介護給付金4765万８千円を減額する

ものです。

■議員提出議案第４号

庁舎建設及び公共用地の取得に関する調査

特別委員会の設置について

　地方自治法第100条に基づく、庁舎建設

及び公共用地の取得に関する調査特別委員

会を設置するものです。

定例会【議案説明】
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定例会【審議結果】

平成28年　第４回定例会審議結果
議案番号 議　　　　案　　　　名 結　　果

議案第98号
専決処分の承認を求めることについて

（平成28年度坂東市一般会計補正予算（第５号））
原案承認

議案第99号
専決処分の承認を求めることについて

（平成28年度坂東市一般会計補正予算（第６号））
原案承認

議案第100号
坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改
正する条例

原案可決

議案第101号 坂東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第102号 坂東市税条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第103号 坂東市手数料徴収条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第104号 坂東市印鑑条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第105号 坂東市多機能磁気カードの発行等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第106号
坂東市こども発達センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正す
る条例

原案可決

議案第107号 市道路線の変更について　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩井地区） 原案可決

議案第108号 市道路線の変更について　　　　　　　　　　　　　　　　　（半谷地区） 原案可決

議案第109号 市道路線の廃止について　　　　　　　　　　　　　　　　　（半谷地区） 原案可決

議案第110号 市道路線の廃止について　　　　　　　　　　　　　　　　　（馬立地区） 原案可決

議案第111号 平成28年度坂東市一般会計補正予算（第７号） 原案可決

議案第112号 平成28年度坂東市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第113号 平成28年度坂東市介護保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第114号 平成28年度坂東市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第115号 平成28年度坂東市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第116号 平成28年度坂東市水道事業会計補正予算（第１号） 原案可決

議員提出議案
第　４　号

庁舎建設及び公共用地の取得に関する調査特別委員会の設置について（追加） 原案可決

議員提出議案
第　５　号　

ＴＰＰ協定の国会批准をしないことを求める意見書 原案可決

議員提出議案
第　６　号

地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書 原案可決

議員提出議案
第　７　号

奨学金制度の改善と教育費負担の軽減に関する意見書 原案可決

諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
原案同意

（畠山芳子氏）
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一般質問

　還付金詐欺の電話相談
が役所にありましたか。

また、その対応や対策はどの
ようにしたのか伺います。

　医療費の還付金を語る

問い合わせがあった場合

は、市の保険年金課と連携し、

交通防災課より警察へ通報し

ています。さらに、消費生活

センターでは、市の敬老会や

各地区での高齢者の集まり等

で注意喚起を行っています。

　電話詐欺被害の防止の
キーワードを高齢者の自

宅に文書で配布し、固定電話
のところに貼ってもらう方法
を提案しますがいかがでしょ
うか。

　案内窓口は丁寧に対応
しているが、カウンター

から職員の執務スペースが離
れている。市民へのサービス
低下を招かないための考え方
を伺います。

　来庁者にわかりやすく、

親切丁寧なサービスがで

きるようフロアマネージャー

を配置して案内をしています。

　職員の窓口配置については、

カウンター側にベテラン職員

を配置して対応してまいりま

す。

者注意の路面標示やポストコ

ーンの設置などの対策を講じ

ており、ＰＴＡや地域の皆様

による立哨指導や見守り活動

に取り組んでいきます。 　

れる犬については、飼い手を

探すなどの殺処分を回避する

努力をしながら、野良犬を減

らす対策を考えます。

　学校から国道354号線、
ハリカまでの通学路につ

いては大変危険であるのに、
歩道がなぜ設置できないのか、
今後どのような計画で進めて
いくのか伺います。

　現在具体的な整備計画

はありませんが、現有施

設の中で安全対策の対応を考

えてまいります。また、歩行

滝
たき

  本
もと

  輝
てる

  義
よし

 議 員

岩井第二小学校区の通学
路について

外来生物の坂東市内の状
況について

新庁舎開庁に伴う市民サ
ービスについて

　農業などに悪い影響を
及ぼす、アライグマ防除

計画や、ハクビシン等の防除
計画はどうなっているのか。
　また、野良犬の防除計画を
伺います。

　アライグマの野外から

の完全排除をめざし、有

害鳥獣についても、農作物の

被害、生活環境への影響等を

勘案し対応します。

　ハクビシンについては、来

年度に坂東市独自の実施計画

書により、防除を推進します。

　また、今後飼育可能と思わ

　残土の不法堆積については、

境警察署、または県の担当課

とも連携を図りながら、強力

にその対応策について業者に

指導していきたいと思います。

　提案された方法も１つ

の対策になると思います

ので、検討したいと考えてい

ます。

　坂東市内でも還付金詐
欺が横行していますが、

市民に対し、どんな方法で注
意喚起を促すつもりか伺いま
す。

　防災ラジオの運用を開

始しましたので、多発警

報が発令された場合や、警察

からの要請に基づいて、市民

の皆様への注意喚起の放送を

行っています。

　子供たちは信号のない
道路や、道路わきに山高

く積まれた残土など危険と隣
り合わせの場所を通学路とし
ているが、教育委員会はその
ような状況を十分に把握し対
応しているのか伺います。

　坂東市通学路安全対策

推進委員会を設置し、危

険個所につきましては把握に

努めております。今後も地域

の皆様と一緒に安全対策を講

じていきたいと思います。

後
ご

  藤
とう

  治
はる

  男
お

 議 員

児童生徒の通学路の危険
箇所について

ニセ電話詐欺多発について

防災ラジオ
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一般質問

　新庁舎の壁の色につい
て、パンフレットなどを

見ると、最初はグレーのよう
な色だったと私は記憶してい
ますが、なぜ、黒色にしたの
か、伺います。

　庁舎の色については、

庁舎建設検討委員会を中

心に議論していただき、その

中で、将来の100年を担う自

然と調和のとれた墨色が新庁

舎に最もふさわしいとして決

定されました。

　新庁舎の３階にある馬
のオブジェの意味するも

のは何か、金額はいくらかか

人数にカウントさせていただ

きますと、合計1577人で、

用件により本庁舎に案内した

人数は、合計で42人です。

ったのかを伺います。
　馬とした理由は、坂東

市には馬にまつわる地名

や歴史が大変多くあり、また、

郷土の英雄である平将門公は、

騎馬による機動力を生かして

活躍した人であることから、

将来に残すべき地域の歴史の

象徴として、本像を設置しま

した。

　価格については、約3300万

円です。

　さしま窓口センターに
ついては、平成28年11月

１日にオープンしましたが、
来客者のうち何人が用を足せ
たのでしょうか。また、何人
の人が用を足せずに本庁舎に
行ってくださいと言われたの
か伺います。

　11月中の来庁者につい

ては、対応業務の件数を

青
あお

  木
き

  浩
ひろ

  美
み

 議 員

さしま窓口センターにつ
いて

坂東市新庁舎について

ですので、事業費については

今のところ算出をしていませ

ん。

　プリオ跡地の周りには
民家が多く、その民家で

はまだ地下水を使っている方
がたくさんいますが、埋戻し
を始める前にその近辺で、地
下水を使っている方がどの位
いて、どの位影響するという
計算をしてからでないと、市
民の方も心配かなというとこ
ろもあるので、その辺も十分
考えて行動してほしいと思い
ますがいかがでしょうか。

　今たまっている水につ

いては水質検査を行い、

安全であるということは生活

環境課で執り行っています。

　ただ、地下水の使用者の方

がいらっしゃるということで

あれば、当然その辺も今後に

ついては、現在の水について

は心配ないということを周知

する方向で進めていきたいと

思います。

　農協との今までの話し
合いですが、あれから１

年近くもたっているわけです
が、その後何回かそういう話
が出たのか、また全くその話
が出なかったのか伺います。

　農協との協議について

は、まだ測量図等もあり

ませんので、協議は進んでい

ません。今現在、跡地にはま

だ水が残っており、測量する

には、その水を抜いてからと

いうこともあり、農協との協

議については埋め戻しの時期

からさかのぼりやっていきた

いと考えています。

　プリオ跡地の今後の利
活用について、どのよう

な計画で進められるか。また、
そのための事業費は総額どの
位かかる予定に組んでいるの
か伺います。

　プリオ跡地の利活用に

関する計画については、

現在、調整を進めている国の

公共工事による発生残土を受

け入れることで埋め戻しを実

施したいと考えています。ま

た、現在測量図がない、地中

梁等の位置もわからない状態

風
かざ

  見
み

  好
よし

  文
ふみ

 議 員

公共用地の取得について

庁舎３階にある馬のオブジェ

プリオ101跡地
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一般質問

青
あお

  木
き

  和
かず

  之
ゆき

 議 員

　工業団地の総面積と総
事業費について伺います。
　総面積は約73.7ヘクタ

ール、そのうち分譲面積

は、55.3ヘクタールです。総

事業費は特別会計、一般会計

繰り入れを含め約143億円で

す。

担の軽減が拡充されていると

ころです。

　坂東市では、マル福の
拡充をどのように考えて

いるか伺います。
　18歳までの拡大につい

ては他市町村の動向等を

注視し、検討していきたいと

思います。

伺います。
　坂東市では教室へのオ

ート扇風機の設置を段階

的に進め、平成26年度までに

整備が完了したところです。

また、エアコンの普通教室へ

の設置の状況は、約10％です。

　幼児教育、保育施設等
の利用負担料については、

保護者の負担を軽減するべき
であると考えますが、執行部
の考えを伺います。

　平成28年４月から、多

子世帯等に対する保育料

の軽減措置が実施されたこと

により、世帯の所得に対する

条件はあるものの、保育料負

子育て支援、教育環境に
ついて

道の駅整備事業について

　新人保育士の確保につ

いては、認定こども園、

民間保育所ともに積極的に実

習生の受け入れを行い、保育

士としての仕事の楽しさや職

場環境等について知る機会を

設けています。

　ゲームセンター「マリ
ブ354」跡地を当市で購

入しましたが、購入時期、購
入費用について伺います。ま

　保育士の離職防止対策
はどのようか伺います。
　保育士の離職防止の取

り組みについては、公立

の認定こども園においては、

平成28年度に嘱託職員の賃金

の増額及び正職員と嘱託職員

との勤務体系の見直しを行っ

ています。

　新人保育士の確保につ
いての対策はどのようか

伺います。

待機児童解消のための保
育士確保について

坂東インター工業団地に
ついて

桜
さくら

  井
い

  広
ひろ

  美
み

 議 員

ゲームセンター「マリブ
354」跡地について

ゲームセンターマリブ354跡地

た、当地の今後の活用計画に
ついて伺います。

　土地については、平成

26年12月に745万2230円

で購入しています。また、建

物については、鉄骨２階建て

で、平成26年11月に1350万で

購入しています。

　今後は、地元の皆さん等と

協議し、野鳥の観察施設とし

ての整備を進め、有効的な活

用を図っていきたいと考えて

います。

　各小中学校の教室にエ
アコン設置の要望が強く

あり、各自治体ではエアコン
が設置されていますが、坂東
市の空調設備等の設置状況を

　道の駅予定地に産業廃
棄物が埋められています

が、埋められている面積や量、
また、その廃棄物の処分方法
を伺います。

　面積が３筆合計で２万

8786平米、量については

正確な記録はありませんが事

前の試算等によると約11万か

ら12万立米と思っています。

処分方法については可能な限

りコストも抑えるという方策

を検討していきたいと考えて

います。
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一般質問

　坂東市の各小中学校の
エアコンの設置状況につ

いては、どのようになってい
るか伺います。

　支給人数、支給率、生
活保護の運用基準との比

較、１人当たりの平均支給額、
新入学用品費の支給時期はど
のようか伺います。

　平成27年度の就学援助

制度における支給対象人

数は、365人、支給率は8.07％、

１人当たりの平均支給額は、

小学生の場合で５万2721円、

中学生の場合が10万4427円で

す。生活保護基準額との比較

については前年度の所得が生

活保護基準額に1.1をかけた

金額未満となっていることが

条件となっています。また、

新入学用品費の支給時期は７

月です。

　新入学の児童・生徒の
保護者への就学援助は、

新入学用品費の支給時期を入
学以前に設定すべきと考えま
すが、考えを伺います。

　就学援助の認定に当た

っては前年の所得を把握

することが必要で、その所得

の把握が一般的に６月となる

ことから、支給時期を７月と

しています。今後は、現行制

度の中ででき得る限り早めら

れるよう努力していきたいと

思います。

　他市町の病院へのデマ
ンドタクシーの運行はで

きないのか伺います。
　市外の医療機関となる

と、専用車両が必要とな

り、２台増やすことにより約

3.5倍の費用がかかってしまう

状況ですので、今後、慎重に

検討していきたいと思います。

デマンドタクシーの運行
を市外の病院まで延長す
ることについて

就学援助制度について

　坂東市とタイケン学園

の協定締結につきまして

は、９月１日、包括的連携協

定書という形で締結をしまし

た。この協定の目的は、相互

に連携し、共同による取り組

みを推進することにより、活

力ある個性豊かな地域社会の

形成と発展に寄与するという

もので、具体的な取り組み等

については今後、別途協議し

て取り決めるという内容です。

　普通教室へのエアコン

の設置状況は小学校は

12.6％、中学校は約4.6％で

す。そのほか、パソコン室や

図書室、多目的室など、その

用途に応じて設置しています。

　各小中学校の今後の対
応はどのようか伺います。
　今後は、耐震補強工事

や中学校武道場の吊り天

井の撤去工事など、学校施設

の環境整備全体の工事計画を

踏まえ、市内全ての小・中学

校へのエアコン設置ができる

よう、検討していきたいと思

います。

　平成28年９月２日発行
の茨城新聞に、学校法人

タイケン学園が来年４月開設
との見出しで、坂東市と同校
を運営する学校法人が９月１
日、包括的連携協定を締結し、
そして将来は2000人規模で
ベトナム人留学生を受け入れ
るように体制を整備する、と
記載されておりましたが、事
実なのでしょうか。伺います。

渡
わた

   辺
なべ

 　  昇
のぼる

 議 員

旧岩井西高跡地利用につ
いて

藤
ふじ

   野
の

 　  稔
みのる

 議 員

建築基準法第42条第2項道
路とセットバックについて

坂東市内の小学校、中学
校等の設備状況について

　市道路線でセットバッ
クした場合、所有者は自

分の土地であっても、自分の
土地として使用できません。
道路とみなされる部分につい
ての固定資産税は減額するな
どできないのか伺います。

　現在、市では、セット

バック相当部分が分筆を

されており、かつ公共の用に

供する道路として利用が認め

られる部分については、非課

税という形をとっています。

旧岩井西高跡地
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一般質問

木
き

  村
むら

  敏
とし

  文
ぶみ

 議 員

ちんとした目的意識を持って

入学することができるような

高校づくりを進めるための計

画であると説明を受けていま

す。

　再編統合計画案につい
て、県から坂東市への詳

細な説明や市への意向の確認
などはあったのか。市として
県に対して何らかの要望等に
ついては伝えてあるのか伺い
ます。

　岩井高校と坂東総合高

校の統合については、県

が平成27年12月25日に決定し、

同日発表しましたが、それ以

前に市への説明はありました。

その中で、特色ある教育活動

を行うために要望や意見を求

められたので、英語コースの

設定や、学校全体で英語教育

を積極的に進めることができ

るよう要望したところです。

　新たな高校の名称はど
のように決定されるのか

伺います。また予算措置を含
め、あらゆる支援策を検討し、
市内の高等学校の活性化対策
をぜひ進めていただきますよ
う強く要望します。

　県が設置する校名候補

選定委員会で検討される

こととなりますが、この委員

会にはもちろん私ども坂東市

が設置する新校設置推進協議

会のメンバーも委員として入

ることとなっています。

　坂東市として、２つの
高校の大変に厳しい状況

と県の再編計画、これらをど
う把握、分析しているのか伺
います。

　県の担当者からは、坂

東市を中心とした地域社

会を支える人材の育成を目的

として、専門的な知識の習得

や資格取得、さらには大学進

学など、生徒一人ひとりがき

市内の高等学校の活性化
対策について

土地、建物等を取得しようと
するときには、事前に市民の
負託を受けた議会に対して提
示、説明をお願いしたいと思
いますが、いかがでしょうか。

　今後はなるべく議員の

方々に事前に全体事業費

のご説明をし、事業について

は、土地の取得から施設整備

までありますので、そちらも

全体計画をまず説明していき

たいと考えています。

　庁舎３階にある馬のオ
ブジェの購入予算につい

て伺います。また坂東市議会
の議決に付すべき契約及び財
産の取得又は処分に関する条
例の第３条の議決要件にはな
らないのか伺います。

　発注形態については、

美術品の買い入れ等には

当たらないという見解で、工

事費で設置をしたものです。

る桜の里山をパーキングエリ

アの設計に当たっては極力残

してほしいと要望し、これも

踏まえて国が現在設計をして

いると聞いています。

　道の駅の敷地面積が約
９ヘクタールと他の道の

駅と比べてかなり広いと思い
ますが、どのように面積を算
出、決定したのか伺います。

　道の駅を連結すること

と、調整池を整備すると

いう想定をした上で範囲をく

くったところです。

　条例にある議決要件に
は当てはめられなくても、

　圏央道パーキングエリ
ア及び道の駅整備事業に

ついては、整備計画地は確定
に至っているのか。また、現
時点での進展状況について伺
います。

　パーキングエリアにつ

いては、先般道の駅の整

備範囲の中で整備予定地とし

て示された範囲内の土地と聞

いています。さらに、坂東市

から国に対し、弓田地区にあ

圏央道ＰＡ及び道の駅整
備事業について

風
かざ

  見
み

  正
まさ

  一
かず

 議 員

公有財産（行政財産）とし
て取得した物件について

岩井高等学校
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委員会審査報告
請願・陳情審査結果

総務常任委員会

教育民生常任委員会

産業建設常任委員会

各常任委員会に付託された議案の審査を
行いました。

議案番号 議　　　　案　　　　名 結　　果

平成28年
請願第３号

TPP協定を国会で批准しないことを求める請願（継続審査） 採　　択

平成28年
陳情第30号

「奨学金制度の改善と教育費負担の軽減に関する意見書」の採択を求める
陳情書

採　　択

請 願 ・陳 情 審 査 結 果

審査案件　

議案第111号　平成28年度坂東市一般会計補正予算（第７号）

【全会一致により可決すべきものと決定】

審査案件　

議案第103号　坂東市手数料徴収条例の一部を改正する条例

【全会一致により可決すべきものと決定】

議案第104号　坂東市印鑑条例の一部を改正する条例

【全会一致により可決すべきものと決定】

議案第105号　坂東市多機能磁気カードの発行等に関する条例の一部を改正する条例

【全会一致により可決すべきものと決定】

議案第106号　坂東市こども発達センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例

【全会一致により可決すべきものと決定】

平成28年陳情第30号　「奨学金制度の改善と教育費負担の軽減に関する意見書」の採択を求め

　　　　　　　　　　 る陳情書

【全会一致により採択すべきものと決定】

審査案件　

議案第107号　市道路線の変更について　　　　　 【全会一致により可決すべきものと決定】

議案第108号　市道路線の変更について　　　　　 【全会一致により可決すべきものと決定】

議案第109号　市道路線の廃止について　　　　　 【全会一致により可決すべきものと決定】

議案第110号　市道路線の廃止について　　　　　 【全会一致により可決すべきものと決定】　

平成28年請願第３号　ＴＰＰ協定を国会で批准しないことを求める請願（継続審査）

【全会一致により採択すべきものと決定】



Bando shigikai dayori 11

委員会視察研修報告
行政視察来市

期　日　平成28年10月20日㈭～21日㈮

場　所　岐阜県可児市

【内容】　議会広報について

議会だより編集特別委員会研修報告

委員会視察研修報告

委員長　後藤　治男　　  　
副委員長　野口　理平　　    
委　員　青木　浩美　    
委　員　青木　和之

期　日　平成28年11月17日㈭～18日㈮

場　所　新潟県燕市　　

【内容】　ＩＣＴ活用教育について

　教育民生常任委員会は、11月17日、ICT活用を通した学

び合いの授業の先進地である、燕市立吉田南小学校の実践事

例やICT機器活用の授業を視察した。

　吉田南小学校は、平成22年度に総務省ICT絆プロジェクト

の指定を受け、ICTを活用した授業づくりに取り組んでいる。

平成23年度に中間発表会、平成26年１月にICT絆プロジェ

クト研究発表会を行った。

　１〜３年生は、電子黒板、デジタル教科書、４〜６年生は、

教育民生常任委員会研修報告

委員長　滝本　輝義
副委員長　石山　　実
委　員　後藤　治男

委　員　風見　正一
委　員　染谷　　栄
委　員　石川　寛司
委　員　滝本　輝義

委　員　眞喜志　修
委　員　野口　理平
委   員　藤野　　稔

行 政 視 察 来 市
◆視察事項

　結婚相談事業について

　平成28年10月20日、愛知県幸田町議

会、総務教育常任委員会10名が、行政

視察のために当市を訪れました。小川

結婚相談推進員が結婚相談事業の取り

組みについて説明を行い、活発な質疑

応答が交わされました。

愛知県幸田町議会

それに加え一人一台のタブレットPCを活用し実践している。

　課題として

・ICTを活用して、児童の問題意識、追求意欲をより高める問いの設定

・「自分の意見を発表する」、「友達の発表を聞く」だけに留まらず、「（友達の考えを受けて）自分の考えを

　見直す」、「新しい考えを生み出す」のようにより質の高い学び合いを生み出す必要性を求めた。

　岐阜県可児市役所を研修地に選び総勢10名がマイクロバスに同乗し新しく開通した、圏央道境古河イ

ンターから目的地可児市まで約７時間を費し研修に臨みました。

　坂東市より14年も早く市政を施行し人口は10万人を超え、名古屋市のベッドタウンとして人口が急増

し、発展を続けている現状がうかがえました。

　坂東市との大きな違いは議会だよりの「横書き」「縦書」に捉われない書き方や議会だよりが発行され

る月は市の広報誌の中に綴じ込みセットとして配布されている事です。

　それともう１つ、印刷については発注方法を工夫し、単価を抑えている事でした。




