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定例会【会期日程】

２月22日から３月７日まで14日間

平成29年  坂東市議会

第1回 定例会

日次 月　日 曜日 区　分 議 　 事 　 日 　 程

１ ２月22日 水 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 ２月23日 木 委員会
総務常任委員会

教育民生常任委員会

３ ２月24日 金 委員会 産業建設常任委員会

４ ２月25日 土 休　会

５ ２月26日 日 休　会

６ ２月27日 月 委員会 予算特別委員会

７ ２月28日 火 委員会 予算特別委員会

８ ３月１日 水 休　会 議案調査

9 ３月２日 木 休　会 議案調査

10 ３月３日 金 本会議 一般質問

11 ３月４日 土 休　会

12 ３月５日 日 休　会

13 ３月６日 月 休　会 議案調査

14 ３月７日 火 本会議 委員長報告、質疑、討論、議案上程、説明、採決、同意、閉会

会　　期　　日　　程

　第１回定例会では、初日に29年度の一般会計予算

をはじめ各特別会計、水道事業会計や条例の制定・

改正や補正予算など28議案が提出されました。

　最終日には、人事案件１件、議員提出議案１件が

提出され、それぞれ６〜７ページの表のとおり決ま

りました。
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定例会【議案説明】

■議案第１号

障害のある児童のための福祉基金条例制定

　障害のある児童の福祉の向上を図るとと

もに、社会参加や自立した生活を支援する

事業を推進するため、福祉基金の設置を条

例で制定するものです。

　

■議案第２号

岩井・境都市計画事業沓掛神明地区土地区

画整理事業施行に関する条例制定

　土地区画整理事業の名称、費用の分担に

関する事項、保留地の処分方法などを定め、

円滑な運営と適正な事業遂行に必要なため、

条例を制定するものです。

■議案第３号

個人情報保護条例の一部改正

　地方公共団体が条例により独自にマイナ

ンバーを利用する場合において、情報提供

ネットワークシステムを利用した情報連携

を可能とするため改正するものです。

■議案第６号

特別会計条例の一部改正

　岩井・境都市計画事業沓掛神明地区土地

区画整理事業の進捗に伴い、宅地造成事業

を行うため、新たな特別会計を設置するも

のです。

■議案第７号

市税条例等の一部改正

　軽自動車税の環境性能割導入時期の変更

及びグリーン化特例の１年延長、法人税割

の税率引き下げの時期の変更及び個人住民

税における住宅控除制度の適用期限の延長

などを改正するものです。

■議案第８号

さわやか子育て出産奨励金支給条例の一部

改正

　児童の定義、受給資格要件の見直しをす

るため条例の一部を改正するものです。

■議案第９号

指定管理者の指定について

　坂東市猿島福祉センター「ほほえみ」の

指定管理者を指定して、施設管理の効率化

と、地域福祉の拠点として、有効活用を図

　第１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

ろうとするものです。

■議案第10号

一般会計補正予算

　既定の予算総額から歳入歳出それぞれ３

億3926万２千円を減額して補正後の予算総

額を269億2311万６千円とするものです。

　歳入の主なものは、民生費国庫負担金1104

万７千円、障害児福祉寄付金1000万円、前

年度繰越金７億3960万円などを追加し、地

方消費税交付金5000万円、普通交付税4156

万１千円、民生費国庫補助金2081万８千円、

土木費国庫補助金１億593万円、教育費国庫

補助金1126万７千円、農林水産業費県補助

金300万円、教育費県補助金1128万４千円、

基金繰入金６億3870万６千円、雑入3696万

５千円、土木債6960万円、教育債5810万

円などを減額するものです。

　歳出の主なものは、地域公共交通調査検

討委託料100万円、財政調整基金積立金３億

1986万３千円、減債基金積立金１億5000万

円、障害のある児童のための福祉基金積立

金1000万円、防犯対策に要する経費270

万円、地域介護・福祉空間整備推進補助金

158万１千円、工業団地道路新設改良に要

する経費713万８千円、工業団地公園整備

事業に要する経費226万６千円を追加する

ものです。

■議案第28号

工事請負契約の締結

　長須小学校校舎大規模改造工事の契約に

ついて、６社による一般競争入札を行った

結果、古谷建設株式会社が、２億9818万８

千円で落札したので工事請負契約を締結し

ようとするものです。

定例会【議案説明】

工事予定の長須小学校校舎
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予算特別委員会

　　　　　　　　　　　平成２９年度一般会計２２５億円、特別会計及び水道
事業会計を合わせ総額４６３億６２６２万円の予算案を審査
２月27・28日に行われました予算特別委員会の質疑内容を要約してお知らせします。

予算特別委員会

歳 入
　地方債の借入れ利率は
どれくらいになるのです

か。
　平成29年２月現在の国

の資金の利率は、20年も

ので0.4％となっています。

　都市計画税の岩井・猿
島地域のそれぞれの状況

はどのようか伺います。
　土地については岩井分

が9712万1000円、猿島

分が2074万3000円です。

　家屋については岩井分が１

億1042万円、猿島分が1903万

1000円です。

　地方譲与税、利子割交
付金、配当割交付金、株

式等譲渡所得割交付金、地方
消費税交付金の減の要因は何
ですか。

　地方譲与税につきまし

ては、平成28年度の決算

見込みに対し、地方財政計画

の減額の率で算出しました。

　利子割交付金、配当割交付

金、株式等譲渡所得割交付金、

地方消費税交付金については

それぞれ県に歳入になる見込

みの数字を参考に計上しまし

た。

　地方交付税の減の要因
は何ですか。
　予算編成の時期が約１

カ月早かったこともあり、

国からの詳細が届いておらず、

　坂東市、石岡市、鹿嶋
市で合同の婚活事業を実

施するとのことですがどうい
うことをやるのか伺います。

　各市で相談者を募集し、

各市の独自の事業におい

て婚活パーティーや結婚相談

活動を実施するものです。

　市民駐車場整備工事費
の具体的な内容を教えて

ください。
　プリオ跡地の整備工事

費で、現在、貯留してい

る水の処理、その後の止水処

理、埋戻しの工事を予定して

います。

　（仮称）道の駅坂東整備
事業の測量設計委託料の

内容はどういうものですか。
　今後、諮問委員会等を

経て市の基本計画を策定

平成28年度の決定額に対し、

合併算定替及び国の地方財政

計画の減額を見込み算出しま

した。

　障害者地域生活支援事
業費等補助金とはどうい

うものですか。
　障害者の日中の一時支

援事業や訪問入浴サービ

ス事業等の給付費に対する補

助金です。

　財産収入の土地売払収
入は具体的な土地の計画

はあるのですか。
　ほとんどが廃道払下げ

によるもので計画はあり

ません。

し、それに基づき施設の配置、

造成計画等の実施設計を行い

ます。平成29年度は施設計画

の詳細設計等を委託します。

　総務省では、ふるさと
応援寄附の返礼品が高す

ぎるという話がありますが、
坂東市はどのようでしょうか。

　坂東市では寄附金額の

概ね半分程度をお礼の品

として贈呈しています。

　防犯カメラの設置台数
と設置場所を伺います。
　５台で、場所は長須、

神田山、弓田、みむら、

長谷の各地区に設置する予定

です。

　結婚新生活支援事業費
補助金とはどのようなも

のか伺います。

歳 出
　夫婦の所得が合わせて

300万円未満の世帯の新居

の家賃や引っ越し料金を対象

に、申請をいただき、24万円

を上限に補助するものです。

　認定こども園ふたばと
ひまわりの一時預かり事

業と地域子育て支援センター
の利用者を伺います。

　平成29年１月現在の述

べ利用者数は、ふたばの

一時預かり事業が224人、地

域子育て支援センターが4542

人、ひまわりの一時預かり事

業が349人、地域子育て支援

センターが2634人です。

　母子保健事業の現在の
内容を伺います。
　子どもの健診関係の事

業、妊婦の健診、子育て

の教室等を実施しています。
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予算特別委員会

　省エネ型防犯灯とはど
ういうもので何基設置予

定なのか伺います。
　ＬＥＤの防犯灯で115基

設置する予定です。

　霞ケ浦用水建設に係わ
って坂東市ではどのよう

な事業が行われていますか。
　畑地帯総合整備事業や

土地改良事業で足りない

分の水を霞ケ浦用水で補って

います。

　観光交流センターとま
ちなか交流センターの入

場者数、収入額等を伺います。
　３月の集計となります

ので、現在、暫定で観光交

流センターの体験者数は1295

名、収入額は276万8000円、

まちなか交流センターについ

ては２月24日現在で入場者数

は2768名、収入額は531万5000

円です。

　三本松中西線事業の用
地購入費、補償金の内容

を伺います。
　用地購入面積について

は、約1990㎡、対象者は

22名、地目は雑種地、畑、宅

地です。

　補償金については、12名が

対象となります。

　液体ミルクについては
現在、日本では製造、販

売が認められていませんが、
今後、日本でも認められた場
合には、防災用に備蓄してほ
しいと思いますがいかがでし
ょうか。

　現在、備蓄品について

は粉ミルクを購入してい

ますが、今後、液体ミルクが

購入可能となれば検討してい

きたいと思います。

　学校ＩＣＴ整備委託料
の内容を伺います。
　パソコン教室のパソコ

ンをすべて新しく更新す

るため、パソコンの設定を行

うための委託料です。

反対討論　　　　　　　藤野 　稔 議員

　29年度一般会計予算は225億円で前年度

より40億円減となります。

　歳入では、国庫支出金、地方交付税が大

幅な減額となります。

　歳出では、市民駐車場整備費を計上して

いますが、議会への説明では農協の要望も

買収の要件の１つと言いながら、今になっ

てそういうことはないというのは議員を欺

くものと言わなければなりません。工業団

地上水道施設整備費や管理費、工業団地道

路新設改良費が計上されていますが、その

反面、市内の自営業者、中小企業への支援、

振興対策が十分だとは言えません。農林水

産業費では市の基幹産業である農業振興予

算が昨年度に比べて減額という状況で、振

興予算を拡充すべきです。教育費では、各

中学校への空調設備工事実施計画委託料が

計上されていますが、早急に小中学校への

設置を求めます。また、新入学児童・生徒

の入学援助金の支給を、７月ではなく、入

学以前に実施することを求めます。

　地方自治体が市民の健康、安全を守り、

暮らしを守ることが求められていることを

訴え、一般会計、国民健康保険、後期高齢

者医療、介護保険、水道事業の各会計予算

の反対討論とします。

賛成討論　　　　　　　羽富 晶弘 議員

　29年度一般会計の総額は225億円で、前

年度当初予算と比較すると15.1％減の予算

です。減の主な理由は、新庁舎建設事業、

観光交流センター「秀緑」整備事業などの

減によるものです。

　歳入では、市税は緩やかな景気の回復に

より増加傾向にありますが、地方消費税交

付金は個人消費等の低迷により減額が見込

まれ、厳しい財政状況の中、地方交付税、

国県補助金、基金繰入れなどにより財源を

確保して対応しています。

　歳出では、都市基盤の整備、坂東インタ

ーチェンジ及び坂東インター工業団地への

アクセス道路の整備、災害時に住民への新

たな情報伝達手段として導入した防災ラジ

オの普及、子ども発達センター「つくし」

での早期発達支援、多子世帯の経済的負担

の軽減を図る子育て支援、「秀緑」「ゆめぷ

らざ坂東」による市街地の活性化、工業団

地の分譲、小・中学校のパソコン教室の端

末更新、猿島地域体育祭、坂東市いわい将

門ハーフマラソン大会等のスポーツイベン

ト開催など、市民要望にこたえるために重

要施策に重点配分された予算であり、29年

度一般会計及び各特別会計並びに水道事業

会計予算に賛成するものです。

討  論 平成29年度一般会計予算をはじめ各会計予算に対する討論
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定例会【審議結果】

平成29年　第１回定例会審議結果

議案番号 議　　　　案　　　　名 結　　果

議案第１号 坂東市障害のある児童のための福祉基金条例 原案可決

議案第２号 岩井・境都市計画事業沓掛神明地区土地区画整理事業施行に関する条例 原案可決

議案第３号 坂東市個人情報保護条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第４号 坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第５号 坂東市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第６号 坂東市特別会計条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第７号 坂東市税条例等の一部を改正する条例 原案可決

議案第８号 坂東市さわやか子育て出産奨励金支給条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第９号 指定管理者の指定について 原案可決

議案第10号
平成28年度坂東市一般会計補正予算（第８号）

　〔補正後の額  269億2311万６千円（３億3926万２千円減）〕
原案可決

議案第11号
平成28年度坂東市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

　〔補正後の額  87億7998万５千円（4509万２千円増）〕
原案可決

議案第12号
平成28年度坂東市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

　〔補正後の額  ４億1304万４千円（1134万４千円増）〕
原案可決

議案第13号
平成28年度坂東市介護保険特別会計補正予算（第３号）

　〔補正後の額  39億5347万１千円（１億5152万２千円減）〕
原案可決

議案第14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２号）

　〔補正後の額  12億3714万１千円（2255万円減）〕
原案可決

議案第15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２号）

　〔補正後の額  ３億3431万７千円（220万４千円減）〕
原案可決

議案第16号
平成28年度坂東市工業団地整備事業特別会計補正予算（第１号）

　〔補正後の額  26億1311万円（14億6089万円減）〕
原案可決

報告番号 報　　　　告　　　　名 結　　果

報告第１号 専決処分の報告について（交通事故の和解について） 報　告

報告第２号 専決処分の報告について（交通事故の和解について） 報　告

報告第３号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更について） 報　告
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定例会【審議結果】

議案番号 議　　　　案　　　　名 結　　果

議案第17号
平成28年度坂東市水道事業会計補正予算（第２号）

　〔補正後の額  16億4367万６千円（7200万円減）〕
原案可決

議案第18号 平成29年度坂東市一般会計予算〔225億円〕 原案可決

議案第19号 平成29年度坂東市国民健康保険特別会計予算〔88億2120万円〕 原案可決

議案第20号 平成29年度坂東市後期高齢者医療特別会計予算〔４億2580万円〕 原案可決

議案第21号 平成29年度坂東市介護保険特別会計予算〔40億1800万円〕 原案可決

議案第22号 平成29年度坂東市介護事業特別会計予算〔356万円〕 原案可決

議案第23号 平成29年度坂東市公共下水道事業特別会計予算〔20億3250万円〕 原案可決

議案第24号 平成29年度坂東市農業集落排水事業特別会計予算〔３億3140万円〕 原案可決

議案第25号 平成29年度坂東市工業団地整備事業特別会計予算〔64億2264万円〕 原案可決

議案第26号 平成29年度坂東市土地区画整理事業特別会計予算〔4610万円〕 原案可決

議案第27号 平成29年度坂東市水道事業会計予算〔17億6142万円〕 原案可決

議案第28号 工事請負契約の締結について（長須小学校校舎大規模改造工事） 原案可決

議員提出議案

第１号
特別委員会の委員定数の変更について（追加） 原案可決

同意第１号 教育長の任命について（大竹　良彦氏） 原案同意

　市議会では市民に開かれた議会をめざし、平成29年第１回

定例会から本会議のインターネット中継（生中継・録画中継）

を開始しました。

　市ホームページの「坂東市議会」からご覧いただけます。

　録画映像も配信しますので、日中に映像を見ることがで

きない方もご覧いただけます。

（http://www.city.bando.lg.jp）

議会のインターネット中継が始まりました
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一般質問

　当市の補聴器取得に対
する補助の現状はどのよ

うか伺います。
　身体障害者手帳の聴覚

の６級以上をお持ちの方

を対象として補聴器等の購入、

修理の費用について補助を行

っています。原則として、公

費の負担が９割、希望者の自

己負担は１割という状況です。

また、市の独自の制度として、

身体障害者手帳の交付となら

ない18歳未満の軽度、中度難

聴児に対し、補聴器の購入に

必要な費用の３分の２を補助

しています。

　高齢者の補聴器補助に
対し、所得に応じて市独

自の補助を求めたいと思いま
すが、どのような考えか伺い

ー「秀緑」は体験や参加型の

交流施設として、また、まち

なか交流センター「ゆめぷら

ざ坂東」は地域特産品等の物

販施設として、経営基盤の基

礎づくりを最優先課題に事業

に取り組んでいるところです。

　平成28年度の経常損益につ

いては、まちづくり株式会社

が株主総会の承認を得た後、

６月議会において報告をさせ

ていただきたいと考えていま

す。

　平成28年５月の坂東ま
ちづくり株式会社の株主

総会で示された、６月１日か
ら今年３月31日までの営業収
支予算と照らして、現状はど
のようか伺います。

　当初の予想よりは来客

数、売り上げともに少な

い状況です。原因はＰＲ不足

や施設に魅力を感じていただ

けないことが理由だろうと思

います。今後はまず施設に魅

力をつける、また会社のホー

ムページ等で、積極的な情報

発信に努めていきたいと思い

ます。

　平成29年４月からは通
年での本格的な事業年度

を迎えるわけですが、取締役
会や経営戦略会議の中で、具
体的にどのような対策や事業
展開を策定、また考えている
のかをお聞きします。

　インターネットを活用

して情報を拡散し、多く

の人たちにその情報を知って

いただき、施設に来ていただ

けるような仕組みについても

今後検討をしていきたいと考

えています。また、季節を感

じさせるイベント等を開催し

ながら、お客目線に立った営

業に努めていきたいと考えて

います。

　坂東まちづくり株式会
社については、平成28年

５月18日、第１回通常株主総
会が開催され、平成28年度の
事業計画、収支予算が決定され、
11月にグランドオープンし、
平成29年３月に第１期目の決
算を迎えますが、その運営状
況、経常損益について伺います。

　坂東まちづくり株式会

社では、観光交流センタ

坂東まちづくり株式会社に
ついて

検討をしていきたいと考えて

います。

ます。
　老人性難聴の場合でも、

医師の診断を受けて聴覚

障害ということで障害者手帳

の交付を受けていただければ、

現行制度の中での支援を受け

ることができます。また市独

自の補助については他自治体

の状況等について調査してい

きたいと思います。

　生活困窮世帯の子ども
に対する学習支援の取り

組みの現状と今後の取り組み
をどのように考えているか伺
います。

　生活困窮世帯の子ども

に対する学習支援事業に

ついては任意事業で、坂東市

では現在実施していない状況

です。今後は他自治体の状況

等を十分研究した上で、課題

等の整理も行い、支援体制の

補聴器取得の補助について

風
かざ

  見
み

  正
まさ

  一
かず

 議 員

桜
さくら

  井
い

  広
ひろ

  美
み

 議 員

子どもに対する学習支援に
ついて

　市内公共施設のエレベ
ーター内に防災キャビネ

ットの設置を求めますが、当
局の考えを伺います。

　各施設のエレベーター

の利用状況等を検討し、

防災キャビネットの設置を今

後早急に検討していきたいと

考えています。

エレベーター内への防災キャ
ビネット設置について
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一般質問

　住民税や所得税の申告
の際に、マイナンバーの記

入は強制ではないことを明ら
かにする必要があると考えま
すが、その考えはどうか伺います。

　本人確認の必要性及び

マイナンバーカードの利用

促進等をかんがみ、マイナンバ

ーの記載が必須となると思わ

れますので、ご理解をいただ

けるよう説明及び広報活動を

進めていきたいと考えています。

　水道料金の引き下げ及
び基本水量を10トンから

引き下げることができないか
伺います。

　周辺自治体の状況等も

十分把握し、少子・高齢

化や核家族化の進行によるラ

イフスタイルの変化などの社

会情勢を踏まえ、十分に検討

していきたいと考えています。

査を行い残土の受け入れ態勢

を整え、29年度の後半から残

土の受け入れが可能となるよ

うに進めていきたいと考えて

います。

　埋め戻しの前に、事前
に近隣の人たちへの埋め

戻しの方法、工程等の説明会
の開催を要望しますが、いか
がでしょうか。

　議員からの要望等も踏

まえて、近隣の方にも丁

寧な説明をしながら事業を進

めていきたいと思います。

石
いし

  川
かわ

  寛
かん

  司
じ

 議 員

準及び生活環境に係る排水基

準に準じた検査項目を選定し、

環境計量事業所で水質検査を

実施しました。その中で、飲

料水関係は６項目の検査を実

施し、６項目とも基準値以内

で全て問題ないという結果が

出ています。

　埋め戻しについては、
現在たまっている水をく

み上げて、国土交通省の残土
で埋め戻すと聞いていますが、
具体的にどのような方法、工
程で行うのか伺います。

　埋め戻しに当たっては、

国の建設事業に伴い発生

する建設残土を利用し、事業

費の節減を図るということで、

今現在国と調整を進めていま

す。29年度の前半には、貯留

水の処理、止水処理、地質調

　市当局で水質検査は既
に実施していると聞きま

した。水質によって放流可能と
なる水と、飲料水に可能な水
とがあるそうですが、飲料に
適している水なのか伺います。

　平成28年６月に、水質

汚濁防止法の一律排水基

プリオ101跡地の今後に
ついて

　平成28年度の入学準備
金は、小・中学校の児童・

生徒それぞれ何人に対し支給
し、総額はいくらになるのか
伺います。

　小学校では18件、中学

校39件、合計57件、金額と

して128万6910円が実績です。

　なお、平成29年度から単価

の見直しがされる見込みで、

単価がおおむね倍額になると

想定されており、総額予算に

ついてもおおむね倍額ぐらい

になると想定しています。

　守谷市では今年度中に、
新入学の小・中学校１年

生の入学準備金の交付を入学
前に実施することになりまし
たが、坂東市でも実施できな
いか伺います。

　入学準備金の交付を入

学前とした場合、審査に

当たっては前々年度の世帯所

得を基準とするか、また前年

度の世帯所得確定後に再審査

を行うか、さらには支給後、

入学前に転居した場合等の対

応など、慎重に検討すべきで

あると考えています。

就学援助金の入学前の交付
について

藤
ふじ

   野
の

 　  稔
みのる

 議 員

マイナンバー紛失時の対応
について

水道料金について

・市営住宅の建設について
・市長の政治姿勢について

その他の質問事項

　マイナンバーを紛失し
たときの対応はどのよう

か伺います。
　マイナンバーを紛失し

た場合は、悪用されるこ

とも心配されますので、警察

署及びコールセンターへの届

け出を忘れずにお願いしてい

るところです。

プリオ101跡地
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一般質問

では、どのような議論がされ
たのかを伺います。

　道の駅諮問委員会の中

では、歴史などを感じら

れる建物、防災機能が必要で

ある、一般道を利用される方

にも十分配慮が必要という意

見や市の基幹産業である野菜

を中心に食にこだわるべき等

の意見が挙げられました。

　市としてどのような建
物を考えているのか、ま

た基本的な構想と計画の考え
を伺います。

　市としては、今後、具

体的に計画を策定してい

くところですが、市の基幹産

業である農業を軸に、桜など

の自然を取り込んだ、市民が

集い、憩える空間、あわせて

防災機能を兼ね備えた施設、

という方向で施設計画などを

していきたいと考えています。

　坂東市での近年の道路
及び水路等の砂ぼこりに

　建設費の財源について
伺います。また被災施設

復旧関連事業債、合併特例事
業債の補助率はどのようにな
っているのか伺います。

　被災施設復旧関連事業

債が18億5280万円、合併

特例債事業費が28億3370万円、

公共施設整備基金が９億5175

万9000円、その他災害等廃棄

物処理事業費補助金、災害廃

棄物処理促進事業費補助金、

市町村行政機能復旧補助金、

災害復興特別交付税、一般財

源等で総額は歳出と同額で、

坂東市の負担額は28億8226万

4000円です。また被災施設復

旧関連事業債、合併特例債事

業債ともに交付税の算入率は

70％です。

　平成28年12月に開催
された道の駅諮問委員会

　新庁舎建設事業の総事
業費を伺います。
　新庁舎建設工事が57億

8340万円、電気設備工事

が１億2387万6000円、用地

補償関係が２億5829万1000

円、附帯工事が１億9764万円、

その他外構工事、岩井庁舎解

体工事、実施設計業務、管理

業務、備品購入費、仮設庁舎

の借上料等で総額69億5279万

3000円です。

育て支援サービス向上の観点か

ら積極的に拡大する方向で検討

していきたいと考えています。

　給食費の現状と将来に
ついて伺います。
　給食費については１人

当たり月額で、小学校は

3700円、中学校は4100円を

ご負担いただいています。

　近年給食費に対し補助をす

る自治体が出てきている中、

保護者の負担の軽減や子育て

支援の観点、また児童・生徒

の心への配慮などの観点から、

どのような支援ができ、財政

的に可能なのかといったこと

について、他市町村の動向な

どを踏まえ、具体的に検討し

ていきたいと思います。

よる被害状況と今後の対策に
ついて伺います。

　被害状況については、

側溝あるいは水路の清掃

を年に30から50カ所実施して

います。対策としては、農地

に高低差がある場合はのり分

の土が露出しないように張り

芝等でカバーをすることにな

ります。

　春の野菜、レタス、春
白菜等のほこりによる被

害状況と今後の対策について
伺います。

　被害状況については、

出荷時に動噴による洗浄

など、農家の皆様には大変大

きな負担になっているようで

す。対策については、休耕

地をつくらないことが有効で、

地域の担い手農家、大規模生

産者へ休耕地の集積を促進し

ていきたいと考えています。

　坂東市の子育て支援、
特に小・中学校や18歳ま

での医療費の今後の取り組み
について伺います。

　坂東市の医療福祉費支

給制度については、茨城

県の制度と市単独事業の坂東

市すこやか医療費支援事業に

より、中学３年生までの全て

の方を医療福祉費の対象とし

ています。

　医療福祉費支給制度の18歳

までの対象拡大については、子

青
あお

  木
き

  和
かず

  之
ゆき

 議 員

基幹産業である農業政策に
ついて

滝
たき

  本
もと

  輝
てる

  義
よし

 議 員

新庁舎建設事業について

子育て支援について

道の駅整備事業について
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委員会審査報告

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

各常任委員会及び予算特別委員会に付託
された議案の審査を行いました。

審査案件　

議案第６号　坂東市特別会計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10号　平成28年度坂東市一般会計補正予算（第８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１号　坂東市障害のある児童のための福祉基金条例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【全会一致により可決すべきものと決定】

議案第８号　坂東市さわやか子育て出産奨励金支給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28号　工事請負契約の締結について　　 　【全会一致により可決すべきものと決定】

審査案件　

議案第２号　岩井・境都市計画事業沓掛神明地区土地区画整理事業施行に関する条例　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【全会一致により可決すべきものと決定】

予算特別委員会

審査案件　

議案第18号　平成29年度坂東市一般会計予算【賛成多数により原案可決すべきものと決定】

議案第19号　平成29年度坂東市国民健康保険特別会計予算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【賛成多数により原案可決すべきものと決定】

議案第20号　平成29年度坂東市後期高齢者医療特別会計予算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【賛成多数により原案可決すべきものと決定】

議案第21号　平成29年度坂東市介護保険特別会計予算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【賛成多数により原案可決すべきものと決定】

議案第22号　平成29年度坂東市介護事業特別会計予算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【全会一致により原案可決すべきものと決定】

議案第23号　平成29年度坂東市公共下水道事業特別会計予算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【全会一致により原案可決すべきものと決定】

議案第24号　平成29年度坂東市農業集落排水事業特別会計予算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【全会一致により原案可決すべきものと決定】

議案第25号　平成29年度坂東市工業団地整備事業特別会計予算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【全会一致により原案可決すべきものと決定】

議案第26号　平成29年度坂東市土地区画整理事業特別会計予算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【全会一致により原案可決すべきものと決定】

議案第27号　平成29年度坂東市水道事業会計予算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【賛成多数により原案可決すべきものと決定】
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特別委員会報告

庁舎建設及び公共用地の取得に関する

調査特別委員会からのお知らせ

庁舎建設及び公共用地の取得に関する調査特別委員会開催状況は次のとおりです。

回 日　　　時 案　　　　　　　　件

第１回 平成28年12月26日㈪ 

午前10時　　　 

（１）庁舎建設に係る建設工事費、土地購入費及び

補償費、備品購入費、外構工事費に関する調査に

ついて

第２回 平成29年１月10日㈫  

午前10時　　

（１）庁舎建設に係る建設工事費、土地購入費及び

補償費、備品購入費、外構工事費に関する調査に

ついて

第３回 平成29年１月23日㈪

午前10時　　　 

（１）証人尋問について

①黒谷美術㈱との新庁舎モニュメント（金の馬）　

　設置工事契約の件

②庁舎関係用地の取得の件

③ビジネスホテルの土地の取得の件

④観光交流センター「秀緑」及びまちなか交流セ

　ンター「ゆめプラザ坂東」の土地の取得の件

第４回 平成29年２月１日㈬  

午前10時　　　 

（１）証人尋問について

①岩１級１号線道路改良工事及び岩井17号線道路

　改良工事の件

②公共用地取得の件（プリオ101跡地）

③公共用地取得の件（ゲームセンターマリブ354

　跡地）

第５回 平成29年２月21日㈫

午前10時

（１）証人尋問について

①坂東市中心市街地への本店建物の移転について

　の要望とその後の経過について

②公共用地取得の件（プリオ101跡地）
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特別委員会報告

上記のとおり開催された委員会において、金の馬のオブジェ、公共用地取得の際の課題も

ありました。

６月定例会で最終報告ができるよう、今後も調査を進めていく予定です。

回 日　　　時 案　　　　　　　　件

　　　 ③公共用地取得の件（ゲームセンターマリブ354

　跡地）

④岩１級１号線道路改良工事及び岩井17号線道路

　改良工事の件

第６回 平成29年３月１日㈬

午前９時

委員会運営について

第７回 平成29年３月15日㈬

午前10時　　　 

（１）証人尋問について

①公共用地取得の件（プリオ101跡地）

②公共用地取得の件（ゲームセンターマリブ354

　跡地）

③岩１級１号線道路改良工事及び岩井17号線道路

　改良工事の件

第８回 平成29年３月17日㈮

午前10時

中間報告について

第９回 平成29年３月24日㈮

午前10時

（１）証人尋問について

①公共用地取得の件（ゲームセンターマリブ354

　跡地）

第10回 平成29年４月12日㈬

午前10時

平成29年度の予算と今後の進め方

第11回 平成29年４月26日㈬

午前10時

（１）参考人出席依頼

①公共用地取得の件（ゲームセンターマリブ354

　跡地）

②公共用地取得の件（道の駅）
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議会日誌 １月から３月までの議会活動を紹介します。

議会を傍聴しませんか！議会を傍聴しませんか！

坂東市議会 検索 クリック

　傍聴される方は、市役所４階市議会議場前の傍聴受付において、所定の受付用紙に住所、氏名を

記入し、傍聴券をお受け取りください。傍聴する際には注意事項をお守りください。

　次回定例会は６月に予定しています。議会の日程等については、

市ホームページ等でお知らせします。

　ホームページには、議員紹介や請願・陳情の提出方法等も掲載

していますので、ぜひご覧ください。

（http://www.city.bando.lg.jp）

議会だより編集特別委員会

委 員　青 木 浩 美

　清々しい初夏を迎え木々の緑も日増しに深くなってまいりました。

　さて、この度、市政が新たなスタートをいたしました。これから、私達がしなけ

ればならないのが、まず教育費の見直し、例えば、空調設備や、トイレの洋式化な

ど、各小中学校の設備の充実を目指していきたいと思います。また、さしま窓口セ

ンターの改善を考えていかなくてはならないと思います。窓口センターに行っても

たいした用事が足されないのが現状です。ある程度の用件が足されるように努力し

ていきたいと思います。そして、議会報告なども考えています。少人数ではなく、

小中学校区単位ぐらいで市民の皆様の声を生で聞ける場を作っていきたいと思いま

す。これからも議会だよりを宜しくお願いします。

1月

2月

10日　第２回庁舎建設及び公共用地の取得に関する

　　　調査特別委員会

13日　茨城県市町村負担金審議会（水戸市）

17日　茨城県市議会議長会第２回議員研修（北茨城市）

19日　茨城県市議会議長会定例会（土浦市）

23日　第３回庁舎建設及び公共用地の取得に関する

　　　調査特別委員会

26日　議会だより編集特別委員会

１日　第４回庁舎建設及び公共用地の取得に関する

　　　調査特別委員会

13日　きぬ医師会病院運営協議会

14日　茨城西南広域市町村圏事務組合議会定例会

15日　議会運営委員会

17日　さしま環境管理事務組合議会定例会

20日　茨城西南医療センター病院整備促進協議会

21日　第５回庁舎建設及び公共用地の取得に関する

　　　調査特別委員会

22日　全員協議会　　定例会 開会

23日　総務常任委員会　　教育民生常任委員会

１日　第６回庁舎建設及び公共用地の取得に関する

　　　調査特別委員会

３日　一般質問

７日　全員協議会　　定例会 閉会

８日　議会だより編集特別委員会

10日　茨城県西縦断道路建設促進要望活動

　　　（茨城県知事）

　　　茨城県西縦断道路建設促進協議会総会（水戸市）

15日　第７回庁舎建設及び公共用地の取得に関する

　　　調査特別委員会

17日　第８回庁舎建設及び公共用地の取得に関する

　　　調査特別委員会

21日　清水ヶ丘診療所事務組合議会定例会

22日　常総衛生組合議会定例会

24日　第９回庁舎建設及び公共用地の取得に関する

　　　調査特別委員会

24日　産業建設常任委員会

26日　圏央道開通式

27日　予算特別委員会

28日　予算特別委員会

3月


