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定例会　会期日程

６月３日から６月11日まで９日間

平成27年  坂東市議会

第2回 定例会

日次 月　日 曜日 区　分 議 　 事 　 日 　 程

１ ６月３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 ６月４日 木 委員会

総務常任委員会

教育民生常任委員会

３ ６月５日 金 委員会 産業建設常任委員会

４ ６月６日 土 休　会

５ ６月７日 日 休　会

６ ６月８日 月 休　会 議案調査

７ ６月９日 火 本会議 一般質問

８ ６月10日 水 休　会 議案調査

９ ６月11日 木 本会議 委員長報告、質疑、採決、同意、閉会

会　　期　　日　　程

　第２回定例会では、初日に専決処分の報告・承認、

条例の制定・改正などの25議案が提出されました。

　最終日には、人事案件１件が提出され、それぞれ

４・5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42号

　坂東インター工業団地内に設置される専

用水道に関し、給水、管理及び料金につい

て地方自治法に基づき条例を制定するもの

です。

■議案第43号

　坂東市ビジネスホテル誘致条例における

奨励措置を講ずるにあたり坂東市税条例中、

固定資産税の減免に関する規定に「中心市

街地の活性化に資する事業を推進するため

に特別の事情があるもの」の一文を追加し

改正するものです。

■議案第44号

　坂東市財産の交換、譲与、無償貸付等に

関する条例中、無償で貸付けることができ

る規定に「中心市街地の活性化に資する事

業を推進するために特別の事情があるとき」

の一文を追加し改正するものです。

■議案第45号

　市街地の適正な発展を期するため、ビジ

ネスホテルを建設して事業を行なう者に対

し、奨励措置を講ずることによって地域産

業の振興を図り、公共福祉の増進に寄与す

ることを目的に条例を制定するものです。

■議案第46号

　児童福祉施設最低基準の一部を改正する

省令等が公布され、乳児４人以上を入所さ

せる保育所等に係る保育士の数の算定につ

いて、准看護師についても保育士とみなす

ことができることとされたことにより条例

第２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。

主な議案の説明

の一部を改正するものです。

■議案第47号

　国民健康保険税の課税限度額について、

高所得者により多くの負担を求め、中間所

得者に配慮するために、基礎課税分を51万

円から52万円に、後期高齢者支援金分を16

万円から17万円に、介護給付金分を14万円

から16万円に引き上げるものです。

　また、低所得者の保険税負担の軽減を図

るために、５割軽減対象世帯の算定に乗ず

る金額を24万５千円から26万円に、２割軽

減対象世帯の算定に乗ずる金額を45万円か

ら47万円に引き上げるため条例の一部を改

正するものです。

■議案第48号

　逆井山テニスコートの解体に伴い、条例

に規定されている名称及び、住所を削除す

るものです。

■議案第49号

　介護保険法の改正に伴い、消費税による

公費を投入して低所得者の保険料軽減を行

うため条例の一部を改正するものです。

■議案第50号

　平成27年度から坂東インター工業団地を

分譲するため、猿島地区第３負担区として

受益者負担金の額を制定するものです。

■議案第51号

　坂東市合併10周年を迎えるにあたり、市

政の発展に寄与した功労者、広く市民の模

範となる行為のあった個人及び団体を表彰

するため条例の一部を改正するものです。

■議案第52号

　県営土地改良事業「県営畑地帯総合整備

事業駒跿地区」の面整備工事がほぼ完了し、

区域内の字の変更の必要が生じたため、字

の区域を変更するものです。

■議案第53号

　商業集客施設周辺の道路整備に伴い、岩

井745号線を市道認定するものです。

坂東インター工業団地配水場建設工事
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定例会　議案説明・審議結果

■議案第54号

　坂東インター工業団地計画区域内から公

共移転先の道路整備に伴い、市道七重東

604号線を認定するものです。

■議案第55号

　坂東インター工業団地計画区域内から公

共移転先の隣接する土地所有者より廃道払

下げ申請があり、公共性のない道路のため、

七重東181号線は終点を、同186・188号線は

起点を変更するものです。

■議案第56号

　市道岩井544号線に隣接する土地所有者

より廃道払下げ申請があり、公共性のない

道路のため路線の起点を変更するものです。

■議案第57号

　市道神大実493号線に隣接する土地所有

者より廃道払下げ申請があり、公共性のな

い道路のため路線の終点を変更するもので

す。

■議案第58号

　市道七郷515号線に隣接する土地所有者

より廃道払下げ申請があり、公共性のない

道路のため路線の廃止をするものです。

■議案第59号

　既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１億

1855万６千円を追加し、補正後の予算総額

を281億4058万円とするものです。

　歳出でビジネスホテル誘致に要する経費

１億273万９千円、児童福祉事務に要する経

費831万円、介護保険事業に要する経費689

万２千円、教育指導充実に要する経費39万

９千円、職員研修に要する経費21万６千円

を追加するものです。

■議案第61号

　観光交流センター「秀緑」本蔵改修工事

契約について、坂東工業株式会社と２億

3274万円で工事請負契約を締結しようとす

るものです。

議案番号 議　　　　案　　　　名 結　　果

報告第４号 平成26年度坂東市一般会計予算継続費繰越計算書について 報　　告

報告第５号 平成26年度坂東市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について 報　　告

報告第６号
平成26年度坂東市公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算
書について

報　　告

報告第７号 平成26年度坂東市水道事業会計予算繰越計算書について 報　　告

報告第８号 坂東市土地開発公社の平成26年度事業報告及び決算について 報　　告

報告第９号 坂東市土地開発公社の平成27年度事業計画及び予算について 報　　告

報告第10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

報告第11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12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13号 平成26年度坂東市水道事業会計予算継続費繰越計算書について 報　　告

第２回　定例会審議結果

「秀緑」本蔵改修工事
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定例会　審議結果

議案第37号
専決処分の承認を求めることについて（平成26年度坂東市一般会計
補正予算（第11号））

原案承認

議案第38号
専決処分の承認を求めることについて（坂東市税条例等の一部を改正
する条例）

原案承認

議案第39号
専決処分の承認を求めることについて（坂東市都市計画税条例の一部
を改正する条例）

原案承認

議案第40号
専決処分の承認を求めることについて（坂東市入湯税条例の一部を改
正する条例）

原案承認

議案第41号
専決処分の承認を求めることについて（平成27年度坂東市一般会計
補正予算（第１号））

原案承認

議案第42号 坂東インター工業団地専用水道給水条例 原案可決

議案第43号 坂東市税条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第44号
坂東市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正す
る条例

原案可決

議案第45号 坂東市ビジネスホテル誘致条例 原案可決

議案第46号
坂東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例

原案可決

議案第47号 坂東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第48号
坂東市テニスコート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49号 坂東市介護保険条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第50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 原案可決

議案第51号 坂東市表彰条例等の一部を改正する条例 原案可決

議案第52号 字の区域の変更について　　　　　　　　　　　　　　　〔駒跿地区〕 原案可決

議案第53号 市道路線の認定について　　　　　　　　　　　　　　　〔岩井地区〕 原案可決

議案第54号 市道路線の認定について　　　　　　　　　　　　　　　〔冨田地区〕 原案可決

議案第55号 市道路線の変更について　　　　　　　　　　　　〔半谷・冨田地区〕 原案可決

議案第56号 市道路線の変更について　　　　　　　　　　　　　　　〔岩井地区〕 原案可決

議案第57号 市道路線の変更について　　　　　　　　　　　　　　〔神田山地区〕 原案可決

議案第58号 市道路線の廃止について　　　　　　　　　　　　　　　〔矢作地区〕 原案可決

議案第59号 平成27年度坂東市一般会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第60号 平成27年度坂東市介護保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第61号 工事請負契約の締結について 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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔増田和夫氏・野口照雄氏〕

同　　意
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一般質問
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一般質問



Bando shigikai dayori8

一般質問
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一般質問



Bando shigikai dayori10

一般質問
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一般質問
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一般質問
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委員会審査報告
委員会視察研修報告

各常任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59号　平成27年度坂東市一般会計補正予算（第2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47号　坂東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例【賛成多数により可決すべきものと決定】

　議案第49号　坂東市介護保険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】

期　日　　平成27年７月７日～９日

場　所　　富山県富山市・石川県金沢市

内　容　　富山市ガラスの街づくりについて　

　　　　　金澤町家の保全及び活用の推進について

　富山市は昭和60年度から「ガラスの街とやま」を目指して、ガ

ラス文化を担う人材育成やガラス作家の独立の支援、施設や街角へ

のガラス作品の設置など様々な事業を展開している。これらの事業

により多くの市民がガラスに親しむことが出来るとともに、ガラス

工房の作家等の活動などもあって全国的にも知名度を高めている。

　金澤町家は加賀百万石の城下町として栄えた金沢らしい伝統的

な建造物であり、この町家の価値と魅力を広く情報発信することに

より、北陸新幹線の開業を機に観光、定住人口の増加につなげるな

どまちの活性化に取り組んでいる。

委 員 長  染谷　　栄　　  　

副委員長　青木　和之　　    

委　　員　石川　寛司　　    

委　　員　木村　敏文

委　　員　風見　好文

委      員　根本　　衛

審査案件　

　議案第42号　坂東インター工業団地専用水道給水条例【全会一致により可決すべきものと決定】

　議案第43号　坂東市税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44号　坂東市財産の交換、譲与、無償貸付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45号　坂東市ビジネスホテル誘致条例　【全会一致により可決すべきものと決定】

　議案第53号　市道路線の認定について　【全会一致により可決すべきものと決定】

　議案第54号　市道路線の認定について　【全会一致により可決すべきものと決定】

　議案第55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56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57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58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61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】

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

産業建設常任委員会研修報告

委員会視察研修報告
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