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定例会【議案説明・審議結果】

議 案 説 明 ・審 議 結 果

議案（報告）

番号
議　案　（報　告）　名 議　案　（報　告）　内　容 付託委員会

結　果

（賛成：反対）

報告第17号
専決処分の報告について

（交通事故の和解について）

　交通事故の和解について報告する

ものです。
― 報　　告

議案第62号

専決処分の承認を求めること

について（平成29年度坂東市

一般会計補正予算（第３号））

　衆議院議員選挙執行に要する経費

の補正をするものです。
―

原案承認

（18：０）

議案第63号

坂東市特別職の職員で非常勤

のもの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

　介護保険法の改正に伴い、平成30

年度から全ての市町村において実施

する認知症総合支援事業に係る、認

知症サポート医の報酬について新た

に定める必要があるため、改正する

ものです。

―
原案可決

（18：０）

議案第64号

坂東市公共下水道事業受益者

負担に関する条例の一部を改

正する条例

　下水道整備に伴い、猿島処理区の

半谷・冨田地区を猿島地区第４負担

区とし、岩井処理区の馬立・幸田地

区計画区域を岩井地区馬立・幸田負

担区とし、それぞれの地区に対し受

益者負担金の額を制定するものです。

産業建設
原案可決

（18：０）

議案第65号
坂東市水道事業給水条例の一

部を改正する条例

　平成32年度からの岩井・猿島地域

の水道料金統一に向け、前段階とし

て、両地域の料金水準を合わせるた

め、改正するものです。

産業建設
原案可決

（18：０）

議案第66号
坂東市個人番号の利用に関す

る条例の一部を改正する条例

　法定利用事務以外の市独自事務で

の利用及び庁内の情報連携について、

市で規定することが委任されており、

市民の利便性向上を図るため、改正

するものです。

総　　務
原案可決

（18：０）

平成29年 坂東市議会
12月７日から12月15日まで９日間

第4回 定例会
　第４回定例会では、報告１件の他、条例の改正、市道路線の変更・廃止など16議案が提出

され、次の表のとおり決まりました。
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定例会【議案説明・審議結果】

議案（報告）

番号
議　案　（報　告）　名 議　案　（報　告）　内　容 付託委員会

結　果

（賛成：反対）

議案第67号
ばんどう未来ビジョン長期ビ

ジョンについて

　総合計画基本構想に代わり、20年

後の将来を見据えた市の最上位計画

として位置付け、市民が主役のまち

づくりを推進するために策定するも

のです。

総　　務
原案可決

（18：０）

議案第68号 市道路線の変更について
　市道神大実168号線の終点を変更

するものです。
産業建設

原案可決

（18：０）

議案第69号 市道路線の廃止について
　市道岩井484号線・485号線・486

号線の廃止をするものです。
産業建設

原案可決

（18：０）

議案第70号
平成29年度坂東市一般会計

補正予算（第４号）

　既定の予算総額に歳入歳出それぞ

れ１億2959万４千円を追加し、補正

後の予算総額を228億113万２千円と

するものです。

　 歳入の主なものは前年度繰越金

8734万７千円を追加し、歳出の主

なものは財産管理に要する経費１億

200万円、障害児通所支援に要する

経費4610万４千円、塵芥処理に要する

経費2473万３千円、道路維持管理に要

する経費1000万円、防災対策に要する

経費1674万円を追加するものです。

総　　務
原案可決

（18：０）

議案第71号
平成29年度坂東市国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）

　平成29年度の各特別会計、水道事

業会計について補正をするものです。

―
原案可決

（18：０）

議案第72号
平成29年度坂東市介護保険特

別会計補正予算（第２号）
―

原案可決

（18：０）

議案第73号
平成29年度坂東市公共下水道
事業特別会計補正予算（第２
号）

―
原案可決

（18：０）

議案第74号
平成29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

（18：０）

議案第75号
平成29年度坂東市土地区画整
理事業特別会計補正予算（第
１号）

―
原案可決

（18：０）

議案第76号
平成29年度坂東市水道事業会

計補正予算（第１号）
―

原案可決

（18：０）

議案第77号 訴えの提起について

　国家賠償法の規定に基づき、損害

賠償請求事件で市が原告らに支払っ

た解決金9425万円を前市長に返還を

求めたが応じないため、裁判所に訴

えの提起をするものです。

総　　務

原案可決

（12：５）白票 1

※議長は採決に加わりません。（ただし、可否同数の場合は議長により決することになります。）
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一般質問

対し可能な限り今後の予算に反
映させたいと考えています。

　今回の地区懇談会を総括
するとどのようだったか市

長の考えを伺う。また、毎年開
催できるか伺う。

　地域の皆様のいろいろな
声を拾って市政運営の柱に

もしていきたいとの思いで開催
していただいた。すぐ反映でき
るもの、長期課題として、議会
に諮って進めなければならない
もの等々あると思いますが、皆
様方の要望をお聞きするという
点では成果があったという思い
でおります。今後の開催につい
ては、今般の皆様からの要望を
聞いて自分の中で温め、皆さん
にお諮りし実現に移すという過
程が見えてきて、次のステップ
としての意見交換と思いますの
で、皆様の意見を承った中で判
断できればと思います。

・岩井第二小学校通学路整備
について

その他の質問事項

公用車の管理や更新について

滝
たき

  本
もと

  輝
てる

  義
よし

 議 員

　公用車の台数と、管理や
日常点検はどのようになっ

ているか、また更新について、
初期登録から一番長いものの経
過年数と走行距離について伺う。
今後、車庫や駐車場の舗装、照
明設備等を整備する計画がある
か伺う。

　特殊車両を除き、管財課
所管と各課所管の合計81台

を管理しています。集中管理車
は管財課で、各課管理のものは
各課で管理しています。更新に
ついては、合併後４割ほどの削
減を図りました。
　一番登録が長いもので21年、

走行距離は10万から15万キロ程
度走っている車両が最も多く、
10年以上登録している車両は40
台ほどあります。車庫や駐車場
の整備について現時点で計画は
ありません。９月定例会で緊急時
の参集車の駐車場の整備につい
ての陳情が採択され、今後市役
所周辺の公有地を含め一般車両
も駐車できるような整備につい
ても検討したいと考えています。

　地区懇談会で出された要
望や意見の内容と、今後ど

のように市政に反映するか伺う。
　地区懇談会は小学校区を
単位に全13区、12会場で開

催しました。合計1364名の参加
があり、財政状況、学校関係、
公共インフラ、防災関係、福祉
関係、公共施設関係について意
見、要望、質問が寄せられました。
生活道路、通学路問題について
は要望が多いことから、今後小
学校区ごとに未処理の要望箇所
を地図に落とし、地区ごとに優
先箇所を決めていただく方向で
進めていきます。意見、要望に

石
いし

  山
やま

  　  実
みのる

 議 員

地区懇談会での要望等に
ついて

ませんが、短時間に集中的に
強い雨が降る場合に発生して
いる状況にあります。
　雨水対策は地域防災計画の
中で、効率かつ速やかに雨水
を排水できるよう、必要事項
を定めています。道路冠水、
浸水等が発生した場合、関係
機関と協力し排水作業を実施
しています。
　避難計画については、災害
発生が予想され、危険が切迫
し関係住民を避難させる場合
に、勧告、指示を行うこととし、
避難準備・高齢者等避難開始
を適切に出すよう努めること
としています。避難勧告等を
発生した場合は速やかに避難
所を開設し、危険個所等の情
報を発信いたします。

　市内の冠水箇所はどの
程度把握しているか、ま

た、どの程度の雨量で冠水す
るか。地域防災計画での雨水
対策、風水害や地震災害時に
おける避難計画について伺う。

　冠水により交通規制を
実施した箇所は、県道岩

井・野田線の長谷地区、国道
354の筑波銀行前、土浦・坂東
線の勘助新田地区、市道は15
カ所です。雨の降り方や冠水
箇所の地形により、一概に何
ミリ降ると冠水するかは言え

地域防災について

フィルムコミッションについて

　これまでの事例やその
経済効果はどのようか、今

後の取り組みについても伺う。
　平成14年から60件のロ

ケを誘致しています。多

くはテレビ番組・ドラマ、映

画、ＣＭ等です。主な撮影場

所は、逆井城跡公園、八坂公

園、岩井高等学校、県立自然

博物館です。

　平成25年度以降の経済効果

は、誘致件数が22件で、経済

効果は220万円程になります。

　今後はＳＮＳなどを活用し

ながら、ロケツーリズムによ

る二次消費など、経済効果の

波及に努めてまいります。
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一般質問

　行政区活動は地域コミュニテ
ィを高める重要なものですので、
加入促進、未加入世帯の解消に
つなげていきたいと考えます。
未加入世帯へどう配布できるか
は今後の検討課題だと思います。

　消防団を地域ぐるみで応
援するため、店舗や金融機

関などの協力を得て、消防団員
や家族に対して割引などの優遇
サービスを提供していただく、
消防団応援事業を政策として取
り入れてはいかがか。
　また、運転免許制度が変わり、
新普通免許では車両重量が3.5ト
ン未満となるため、消防車両を
運転できなくなります。消防団員
確保に困難を来しますが、どの
ような対策を考えているか伺う。

　消防団応援事業は、消防
団員を多方面から支援する

ことは団員の確保を図ることに
対して有効な手だてであると思
われ、先進の事例等を調査研究
していきたいと考えています。
　新しい運転免許制度の影響は

全国的な問題でもありますので、
独自対応の先進地を調査するな
ど、解決策を検討していきたい
と考えています。

　現在、こども発達センタ
ー「にじ」として利用され

ているが、老朽化により一部腐
食しています。修繕の予定、今
後の利活用について伺う。

　建物は老朽化が進んでい
る状況で、来年度、予算を

計上し修繕を行う予定です。ま
た、今後については、維持修繕
費用、駐車場が狭いなどの課題
等があるため、旧猿島庁舎を利
用することも検討していきたい
と考えています。

　未加入世帯は、何世帯あ
り広報紙等の配布物やごみ

収集はどのようになっているの
か、今後、未加入世帯への配布
等の対策について伺う。

　平成29年12月１日現在で
6721世帯が未加入です。広

報紙等は、市内の公共施設等で
自由にお持ちいただくか、市の
ホームページにＰＤＦ版広報坂
東を掲載している状況です。ご
み集積所は、清掃当番に参加する
ことを条件に各行政区と協議の
上利用していただいています。

行政区(自治会)未加入世帯
について

の創出・拡大により地域の活

性化につながるよう、国等の

支援制度を有効に活用しなが

ら推進に努めてまいります。

　公共施設の防犯カメラ
のこれまで設置した場所

及びこれから計画している設
置場所を伺う。また、いきい
き茨城ゆめ国体に向けての防
犯カメラ設置について伺う。

　福祉施設につきまして

は認定こども園ふたば、

ひまわり、猿島福祉センター、

児童福祉センターに設置して

あります。現在のところ新設

は予定しておりませんが、今

後、設置に向けて検討してい

きたいと考えております。

　小学校で４校、中学校で２

校設置されておりますが、中

学校の夜間休日用警備会社カ

メラは４校で設置されており、

学校近辺の通学路にも40台を

超えるカメラがあります。ま

た、国体会場となります総合

体育館に３台、岩井高等学校

では正門付近の市道に１台設

置してあります。今後につい

ては、小学校１校と総合体育

館駐車場出入り口２か所及び

周辺道路２か所に設置を検討

しておりますが、必要箇所、

要望箇所を精査し、財政状況

も考慮し、順次設置を検討し

ていきたいと思います。

　６次産業化に向けた事
業計画の策定支援の経過

と今後の計画・方針及び推進
していくために行政が果たす
役割を伺う。

　坂東市の特産物をさま

ざまな製品に加工し、農

産物直売所やインターネット

での販売、農家レストランの

開設なども行われていますが、

今後は、海外輸出等も視野に

入れ生産者の所得拡大、雇用

農業行政について

各公共施設の防犯カメラ
設置について

消防団について

旧猿島商工会館の利用に
ついて

青
あお

  木
き

  和
かず

  之
ゆき

 議 員

眞
ま

 喜
き

 志
し

 　修
おさむ

 議 員

春季点検式
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一般質問・委員会審査報告

総務常任委員会

産業建設常任委員会

議案第66号　坂東市個人番号の利用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67号　ばんどう未来ビジョン長期ビジョンについて

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

議案第70号　平成29年度坂東市一般会計補正予算（第４号）

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

議案第77号　訴えの提起について　　　　　　　【賛成多数により可決すべきものと決定】

議案第64号　坂東市公共下水道事業受益者負担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65号　坂東市水道事業給水条例の一部を改正する条例について

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

議案第68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69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】

各常任委員会に付託された議案の審査を行いました。

　高齢者など車の運転がで
きない市民の方が他市町の

病院へ通院したいと強く要望さ
れ、６月定例会では様々な観点
から検討を進めるとのことでし
たがその後の取組み、検討はど
のようになっているか伺う。

　６月定例会後いくつかシ

ミュレーションしてみまし

たが、いずれの方法におきまし

ても運行経費は増大しますが、

できる限り経費を抑えた形で、

また運賃収入による財源の確保

などの議論も踏まえまして、実

現に向けた検討を進めていきた

いと考えています。

　国保の県単一化に伴い国
保税の値上げが行われる見

通しがあるとのことですが、国
保税値上げはすべきではないと
考えます。当局の考えを伺う。

　平成30年度は、県域化に

よる国からの交付金、納付

金、それらの影響がまだ見通せ

ない状況から値上げはしないと

いうことで、平成31年度以降制

度改正による市国保財政の影響

などを検証し、税率の改定等に

ついて検討をしたいと考えてい

ます。

　市債の状況及び発行の限
度はどのぐらいと考えるか。

また、財政調整基金、地域福祉
基金、公共施設整備基金、地域
振興基金についてはどのような
事業を考えているか。なお、基
金の積み立ての目安をどのよう
に考えているか伺う。

　市債の残高は今年度末で
は332億2000万円と見込ん

でおります。
　次に財政調整基金については
経済事情の変動等による減収、
災害による予期せぬ支出や減収
などに充て、地域福祉基金につ
いては高齢福祉の事業に、公共
施設整備基金については学校な
ど教育施設、文化施設、社会福
祉施設などの建設、改築等の事
業に、地域振興基金の事業につ
いては地域の振興事業に充てる
こととしています。また基金の
積み立ての目安ですが、財政調
整基金については標準財政規模
の10パーセント程度となってお
りますが、その他の基金につい
ては特に設けておりません。

藤
ふじ

  野
の

  　  稔
みのる

 議 員

他市町の病院への
デマンドタクシーの
乗り入れについて

国保税について

坂東市の行財政について

・保育園の入園についてデマンドタクシー

その他の質問事項
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委員会視察研修報告・
行政視察来市

行  政  視  察  来  市
群馬県板倉町議会

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

議会運営委員会研修報告

委員長　張替　秀吉
副委員長　青木　浩美
委　員　青木　和之
委　員　後藤　治男
委　員　石川　寛司
委　員　眞喜志　修
委　員　藤野　　稔
委　員　林　　順藏

期　日　平成29年10月30日㈪～31日㈫

場　所　静岡県磐田市

【内容】　議会広報について

委員長　風見　好文
副委員長　眞喜志　修
委　員　石川　寛司
委　員　羽富　晶弘
委　員　滝本　輝義
委　員　張替　秀吉
委　員　渡辺　　昇
委　員　林　　順藏

期　日　平成29年11月20日㈪～21日㈫

場　所　新潟県柏崎市

【内容】　通年議会について

◆視察事項

　防災ラジオの運用管理状況について

　平成29年12月19日、群馬県板倉町議会

12名が、行政視察のために当市を訪れま

した。

※通年議会とは　地方議会で、定例会の会期を１年として閉会期間をなくし、必要に応じて
　　　　　　　　本会議・委員会を開けるようにする制度。




