
新型コロナウイルス感染症対策のため、
総合体育館・ベルフォーレ・猿島体育
館の3会場、午前・午後の2部制で3年
ぶりに敬老会が開催されました。

ベルフォーレ会場 総合体育館会場

猿島体育館会場
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随時会議【議案説明・審議結果】
定例会議【議案説明・審議結果】

議 案 説 明 ・審 議 結 果
８月２日に随時会議（第10回会議）が開催され、議案１件が提出され、次の表のとおり決まりました。

令和４年 坂東市議会
８月２日

８月随時会議

Bando shigikai dayori２

議 案 説 明 ・審 議 結 果

令和４年 坂東市議会
９月７日から９月20日まで

９月定例会議
９月定例会議では、９月７日（第11回会議）に報告３件のほか、条例の改正、補正予算、令和３年度
各会計の決算認定など17議案が提出されました。
９月20日（第13回会議）には、追加議案１件、議員提出議案１件が提出され、次の表のとおり決まり
ました。

Bando shigikai dayori 3

定例会議【議案説明・審議結果】

番　　号 件　　　　　名 内　　　　容 付託委員会 結果
（賛成：反対）

報告第11号
専決処分の報告について（事故
の和解について）

辺田地内において、走行中の車両の車輪
が道路上の穴に落ち、車両左側前輪のタ
イヤ等を損傷した事故について和解する
ものです。

－ 報　告

報告第12号
令和３年度坂東市の健全化判断
比率及び資金不足比率について

自治体の財政破たんを未然に防ぐため、
定められた指標により、財政状況が健全で
あることを報告するものです。

－ 報　告

報告第13号
坂東まちづくり株式会社の事業
及び収支等について

坂東まちづくり会社の令和３年度の経営状
況を説明する書類を提出するものです。 － 報　告

議案第39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

地方公務員の育児休業等に関する法律の
一部改正により育児休業の取得回数の制
限が緩和されることに伴い、規定の整備を
行うものです。また、国家公務員に準じて、
非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和
等のために所要の改正を行うものです。

－ 原案可決
（19：0）

番　　号 件　　　　　名 内　　　　容 付託委員会 結果
（賛成：反対）

議案第38号
令和４年度坂東市一般会計補正
予算(第３号)

国の地方創生臨時交付金を活用し、原油
価格、物価高騰等の影響に対応すべく、
高齢福祉事務に要する経費や給食セン
ター運営に要する経費等を追加、また、
新型コロナウイルス感染症の自宅療養者
を支援するための費用を追加し、歳入歳
出それぞれ9456万7千円を追加するもの
です。

－ 原案可決
（19：0）



随時会議【議案説明・審議結果】
定例会議【議案説明・審議結果】

議 案 説 明 ・審 議 結 果
８月２日に随時会議（第10回会議）が開催され、議案１件が提出され、次の表のとおり決まりました。

令和４年 坂東市議会
８月２日

８月随時会議

Bando shigikai dayori２

議 案 説 明 ・審 議 結 果

令和４年 坂東市議会
９月７日から９月20日まで

９月定例会議
９月定例会議では、９月７日（第11回会議）に報告３件のほか、条例の改正、補正予算、令和３年度
各会計の決算認定など17議案が提出されました。
９月20日（第13回会議）には、追加議案１件、議員提出議案１件が提出され、次の表のとおり決まり
ました。

Bando shigikai dayori 3

定例会議【議案説明・審議結果】

番　　号 件　　　　　名 内　　　　容 付託委員会 結果
（賛成：反対）

議案第40号

坂東市議会議員及び市長の選挙
における選挙運動用自動車の使
用及び選挙運動用ポスターの作
成の公費負担に関する条例及び
坂東市議会議員及び坂東市長の
選挙におけるビラの作成の公費
負担に関する条例の一部を改正
する条例

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選
挙運動用自動車の借入れを１日限度額
１万5800円から１万6100円に、選挙運
動用自動車の燃料費を１日限度額7560
円から7700円に、選挙運動用ポスター
を１枚当たり525円６銭から541円31
銭に、選挙運動用ビラを１枚当たり７円
51銭から７円73銭に公費負担の限度額
を引き上げるものです。

－ 原案可決
（19：0）

議案第41号
坂東市営斎場の設置及び管理等
に関する条例の一部を改正する
条例

さしま環境管理事務組合さしま斎場の設
置及び管理に関する条例の一部改正に伴
い、小動物火葬について、管内における
使用料の公平性を保つため、本市以外の
住民の使用料を改正するものです。ま
た、文言の整理及び霊安室の利用条件を
加えるものです。

教育民生 原案可決
（19：0）

議案第42号 令和４年度坂東市一般会計補正
予算（第４号）

人事異動等による所要額の補正、令和３
年度事業の確定による国庫及び県補助金
等の返還金、高齢福祉事務に要する経費
及び農業振興に要する経費等の追加によ
り、歳入歳出それぞれ１億1586万４千
円を追加するものです。

総務 原案可決
（19：0）

議案第43号
令和４年度坂東市国民健康保険
特別会計補正予算（第１号）

人事異動等による所要額の補正、償還に
要する経費の追加により、歳入歳出それ
ぞれ、295万６千円を追加するものです。

－ 原案可決
（19：0）

議案第44号
令和４年度坂東市介護保険特別
会計補正予算（第１号）

人事異動等による所要額の補正、国庫支
出金等過年度分返還に要する経費等の追
加により、歳入歳出それぞれ、１億772
万５千円を追加するものです。

－ 原案可決
（19：0）

議案第45号
令和４年度坂東市農業集落排水
事業特別会計補正予算（第１
号）

人事異動等による所要額の補正により、
歳入歳出それぞれ、23万９千円を追加す
るものです。

－ 原案可決
（19：0）

議案第46号
令和４年度坂東市下水道事業会
計補正予算（第１号）

人事異動に伴う人件費の補正及び令和３
年度決算に伴う一般会計補助金の精算額
について補正するものです。

－ 原案可決
（19：0）

議案第47号
令和３年度坂東市一般会計歳入
歳出決算認定について

令和３年度坂東市一般会計について、決
算認定するものです。 決算特別 原案認定

（18：1）

議案第48号
令和３年度坂東市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算認定につ
いて

令和３年度坂東市国民健康保険特別会計
について、決算認定するものです。 決算特別 原案認定

（18：1）

議案第49号
令和３年度坂東市後期高齢者医
療特別会計歳入歳出決算認定に
ついて

令和３年度坂東市後期高齢者医療特別会
計について、決算認定するものです。 決算特別 原案認定

（18：1）

議案第50号 令和３年度坂東市介護保険特別
会計歳入歳出決算認定について

令和３年度坂東市介護保険特別会計につ
いて、決算認定するものです。 決算特別 原案認定

（18：1）
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定例会議【議案説明・審議結果】

Bando shigikai dayori 5

各会計決算概要

Bando shigikai dayori

その他の各会計決算の内訳

民生費
86億3448万7千円

37.1％

総務費
40億2325万9千円

17.3％

土木費
19億5269万7千円　8.4％
教育費
19億8322万6千円　8.5％
公債費
25億9484万2千円　11.1％

衛生費　18億7219万4千円　８％

農林水産業費　7億9490万3千円　3.4％

消防費　7億7765万1千円　3.3％

その他　6億6322万4千円　2.9％

市税
79億9442万8千円

33％

地方交付税
48億4025万5千円

20％

国庫支出金
47億2239万円

19.5％

県支出金
15億1199万5千円
6.2％

繰越金
13億7426万1千円　5.7％

その他
37億7286万8千円

15.6％

歳　 入
合計

242億1619万7千円

歳　 出
合計

232億9648万3千円

一般会計決算の内訳

令和３年度一般会計決算・各特別会計決算を認定しました!令和３年度一般会計決算・各特別会計決算を認定しました!

5

各会計決算概要

「○」は賛成、「×」は反対 
議長は、採決に加わりません。（ただし、賛否同数の場合は、議長により決することになります。）

賛否の分かれた案件の表決結果
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結　　果

議案第47号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 〇 × ○ 原案認定

議案第48号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 〇 × ○ 原案認定

議案第49号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 〇 × ○ 原案認定

議案第50号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 〇 × ○ 原案認定

議案第55号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 〇 × ○ 原案認定

議長

番　　号 件　　　　　名 内　　　　容 付託委員会 結果
（賛成：反対）

議案第51号 令和３年度坂東市介護事業特別
会計歳入歳出決算認定について

令和３年度坂東市介護事業特別会計につ
いて、決算認定するものです。 決算特別 原案認定

（19：0）

議案第52号
令和３年度坂東市農業集落排水
事業特別会計歳入歳出決算認定
について

令和３年度坂東市農業集落排水事業特別
会計について、決算認定するものです。 決算特別 原案認定

（19：0）

議案第53号
令和３年度坂東市工業団地整備
事業特別会計歳入歳出決算認定
について

令和３年度坂東市工業団地整備事業特別
会計について、決算認定するものです。 決算特別 原案認定

（19：0）

議案第54号 令和３年度坂東市下水道事業会
計決算認定について

令和３年度坂東市下水道事業会計につい
て、決算認定するものです。 決算特別 原案認定

（19：0）

議案第55号 令和３年度坂東市水道事業会計
決算認定について

令和３年度坂東市水道事業会計につい
て、決算認定するものです。 決算特別 原案認定

（18：1）

議案第56号 令和４年度坂東市一般会計補正
予算（第５号）（追加議案）

新型コロナウイルスのオミクロン株対応
のワクチン接種等の費用及び市民音楽
ホールの電話設備更新の費用の追加によ
り、歳入歳出それぞれ１億8852万４千
円を追加するものです。

－ 原案可決
（19：0）

令和４年
陳情第７号

教職員定数改善と義務教育費国庫
負担制度堅持のための政府予算に
係る意見書採択を求める陳情

― 教育民生 採択
（19：0）

令和４年
陳情第８号

「水田活用の直接支払交付金」
の見直しを中止し、すべての農
家経営への支援策強化を求める
陳情

― 産業建設 趣旨採択
（19：0）

議員提出
議案第４号

教職員定数改善及び義務教育費
国庫負担制度堅持に係る意見書

令和４年陳情第７号に基づき、意見書を
政府関係機関に提出するものです。

原案可決
（19：0）
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定例会議【議案説明・審議結果】
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各会計決算概要
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その他の各会計決算の内訳

民生費
86億3448万7千円

37.1％

総務費
40億2325万9千円

17.3％

土木費
19億5269万7千円　8.4％
教育費
19億8322万6千円　8.5％
公債費
25億9484万2千円　11.1％

衛生費　18億7219万4千円　８％

農林水産業費　7億9490万3千円　3.4％

消防費　7億7765万1千円　3.3％

その他　6億6322万4千円　2.9％

市税
79億9442万8千円

33％

地方交付税
48億4025万5千円

20％

国庫支出金
47億2239万円

19.5％

県支出金
15億1199万5千円
6.2％

繰越金
13億7426万1千円　5.7％

その他
37億7286万8千円

15.6％

歳　 入
合計

242億1619万7千円

歳　 出
合計

232億9648万3千円

一般会計決算の内訳

令和３年度一般会計決算・各特別会計決算を認定しました!令和３年度一般会計決算・各特別会計決算を認定しました!

5

各会計決算概要

特別会計

会 計 名 歳入決算額 歳出決算額

国民健康保険 60億1753万2千円 58億1712万2千円

後期高齢者医療 5億7296万7千円 5億7136万4千円

介護保険 41億7467万7千円 40億6257万1千円

介護事業 598万7千円 580万7千円

農業集落排水事業 3億5446万9千円 3億4874万  　円

工業団地整備事業 0円 0円

下水道事業会計
区　　分 決算額

収益的収支 収入 11億 7858 万 4千円
支出 10億 1268 万 4千円

資本的収支※1 収入 5億 2102 万 7千円
支出 8億 2709 万 7千円

水道事業会計
区　　分 決算額

収益的収支 収入 13億 3249 万 5千円
支出 11億 4194 万 1千円

資本的収支※2 収入 1220 万    　円
支出 4億 3898 万 7千円

※１　�不足分については、当年度消費税及び地方
消費税資本的収支調整額、過年度及び当年
度損益勘定留保資金で補てんした。

※ 2　�不足分については、過年度損益勘定留保資
金で補てんした。
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委員会審査報告

6

各常任委員会及び決算特別委員会に付託された議案及び陳情の
審査を行いました委員会審査報告

総務常任委員会

教育民生常任委員会

審査案件
　議案第42号　令和４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】

審査案件
　議案第41号　坂東市営斎場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】
　令和４年陳情第７号
　　　　　　　教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採
　　　　　　　択を求める陳情 【全会一致により採択すべきものと決定】

産業建設常任委員会
審査案件
　令和４年陳情第８号

「水田活用の直接支払交付金」の見直しを中止し、すべての農家経営への支援策強
化を求める陳情　　　　　　　　【全会一致により趣旨採択とすべきものと決定】

決算特別委員会
審査案件　

議案第47号　令和３年度坂東市一般会計歳入歳出決算認定について
 【賛成多数により認定すべきものと決定】
議案第48号　令和３年度坂東市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
 【賛成多数により認定すべきものと決定】
議案第49号　令和３年度坂東市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
 【賛成多数により認定すべきものと決定】
議案第50号　令和３年度坂東市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
 【賛成多数により認定すべきものと決定】
議案第51号　令和３年度坂東市介護事業特別会計歳入歳出決算認定について
 【全会一致により認定すべきものと決定】
議案第52号　令和３年度坂東市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
 【全会一致により認定すべきものと決定】
議案第53号　令和３年度坂東市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について
 【全会一致により認定すべきものと決定】
議案第54号　令和３年度坂東市下水道事業会計決算認定について
 【全会一致により認定すべきものと決定】
議案第55号　令和３年度坂東市水道事業会計決算認定について
 【賛成多数により認定すべきものと決定】
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一般質問

　

　坂東市の発信力を強固
にするため、専門の課を

設置することについてどのよ
うに考えるか伺う。　
　平成30年度までの秘書広
聴課の広報業務、企画課のシ

ティプロモーション業務を統合
し、令和元年度より市長公室秘書
広報課内に広報係を設置し、情報
発信力を強化してきました。現時
点においては、現体制の中でより
効果的な情報発信をしていきたい
と考えています。

Ｑ 発信力を強固にするため、専門の課を設置してはどうか？
Ａ 現時点では、現体制の中でより効果的な情報発信を
していきたいと考えています。

坂東の発信力強化について

逆井城のジオラマについて

　英語検定の検定料補助
など様々な取組みが実施さ

れていることについて、知らな
い市民がたくさんいます。情報
発信はしているが、なかなか届
かないのが現状だと思います。
さらに工夫し、発信力を強化す
るべきだと考えるがどのよう
か伺う。　
　自治組織に加入されていな
い方や市外の方に情報発信

するため、市内の公共施設や34
か所のスーパー・コンビニエンス
ストア等へ広報紙を配置し、ま
た、スマートフォンが急激に普及
してきている中、ホームページを
充実させ、ＬＩＮＥ（ライン）も
使って情報発信をしてきました
が、皆様に浸透していないこと
は、研究課題であると認識してい
ます。
　今後、皆様のご意見を参考にさ

桜 井　広 美  議 員
み

せていただき、さらに努力を重ね
て情報発信していきたいと考えて
います。

　

　現在、猿島公民館に設
置されている逆井城ジオ

ラマを逆井城跡公園の管理棟
や主殿の中に移動させてはどう
かと思うが、どのようか伺う。
　
　財政的な経費面を十分検討
し、管理棟や主殿の中への移

動が可能かどうかも含めて調査研
究を進め、有効に活用できるよう
にしていきたいと考えています。

・LINE(ライン)を利用した市民
サービスについて
・男性トイレへのサニタリーボッ
クス設置について

　当市における交付金の現
在までの配分額、使途、配分

残額、また、原油価格・物価高騰等
総合緊急対策について伺う。　　　
　令和２年度に９億5828万８
千円、令和３年度には２億

7264万円が配分され、Wプレミア
ム商品券事業や感染症対策等に活
用しました。令和４年度は通常分
として5201万１千円、原油価格・
物価高騰等総合緊急対策分として
1億5603万３千円、合計２億804
万４千円の配分額が示されていま
す。現時点での配分残額は1億

Ｑ 地方創生臨時交付金による農業者の支援は？
Ａ 今後の交付金の動向や他市町村の動向を見て調査
研究を進めていきたいと考えています。

青 木　和 之  議 員

地方創生臨時交付金につ
いて

公有財産について5017万１千円です。
　現在、原油価格・物価高騰の影
響を受ける市民や事業者の方に対
するさらなる支援策について、全庁
的に検討を進めているところです。

　農業者への支援について
伺う。　
　令和２年度には、高収益作
物次期作支援交付金として

292名、１億4173万4434円、経営
継続補助金として93名、7790万
4543円、令和３年度において水田
活用の直接支払交付金は401名、
４億570万520円を交付していま
す。また、中小法人、個人事業者
に対する持続化給付金、事業復活
支援金を交付しているところです。
　地方創生臨時交付金による農業
者への支援については、今後の交
付金の動向や他市町村の動向を見
て調査研究を進めていきたいと考
えています。　

あお き ゆきかず

さくら い ひろ

　使用されていない公有財
産（土地、建物、施設等）の面

積、維持管理等について伺う。　　
　山林、市営住宅跡地など直
接行政目的のために供しない

普通財産は27万888㎡で、使用さ
れていない土地は18万559.17㎡で
す。維持管理については、雑草等
の除草作業をシルバー人材セン
ターに委託したり、職員が行って
います。

　
今後の方針について伺う。
　
　利用見込み等の費用対効果
を勘案しながら、活用を検討

しつつ、近々に利用計画のない土
地、売却の問合せのあった土地に
ついては、入札制度を活用し積極
的に処分していきたいと考えてい
ます。

その他の質問
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委員会審査報告

6

各常任委員会及び決算特別委員会に付託された議案及び陳情の
審査を行いました委員会審査報告

総務常任委員会

教育民生常任委員会

審査案件
　議案第42号　令和４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】

審査案件
　議案第41号　坂東市営斎場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】
　令和４年陳情第７号
　　　　　　　教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採
　　　　　　　択を求める陳情 【全会一致により採択すべきものと決定】

産業建設常任委員会
審査案件
　令和４年陳情第８号

「水田活用の直接支払交付金」の見直しを中止し、すべての農家経営への支援策強
化を求める陳情　　　　　　　　【全会一致により趣旨採択とすべきものと決定】

決算特別委員会
審査案件　

議案第47号　令和３年度坂東市一般会計歳入歳出決算認定について
 【賛成多数により認定すべきものと決定】
議案第48号　令和３年度坂東市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
 【賛成多数により認定すべきものと決定】
議案第49号　令和３年度坂東市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
 【賛成多数により認定すべきものと決定】
議案第50号　令和３年度坂東市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
 【賛成多数により認定すべきものと決定】
議案第51号　令和３年度坂東市介護事業特別会計歳入歳出決算認定について
 【全会一致により認定すべきものと決定】
議案第52号　令和３年度坂東市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
 【全会一致により認定すべきものと決定】
議案第53号　令和３年度坂東市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について
 【全会一致により認定すべきものと決定】
議案第54号　令和３年度坂東市下水道事業会計決算認定について
 【全会一致により認定すべきものと決定】
議案第55号　令和３年度坂東市水道事業会計決算認定について
 【賛成多数により認定すべきものと決定】
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一般質問

　

　坂東市の発信力を強固
にするため、専門の課を

設置することについてどのよ
うに考えるか伺う。　
　平成30年度までの秘書広
聴課の広報業務、企画課のシ

ティプロモーション業務を統合
し、令和元年度より市長公室秘書
広報課内に広報係を設置し、情報
発信力を強化してきました。現時
点においては、現体制の中でより
効果的な情報発信をしていきたい
と考えています。

Ｑ 発信力を強固にするため、専門の課を設置してはどうか？
Ａ 現時点では、現体制の中でより効果的な情報発信を
していきたいと考えています。

坂東の発信力強化について

逆井城のジオラマについて

　英語検定の検定料補助
など様々な取組みが実施さ

れていることについて、知らな
い市民がたくさんいます。情報
発信はしているが、なかなか届
かないのが現状だと思います。
さらに工夫し、発信力を強化す
るべきだと考えるがどのよう
か伺う。　
　自治組織に加入されていな
い方や市外の方に情報発信

するため、市内の公共施設や34
か所のスーパー・コンビニエンス
ストア等へ広報紙を配置し、ま
た、スマートフォンが急激に普及
してきている中、ホームページを
充実させ、ＬＩＮＥ（ライン）も
使って情報発信をしてきました
が、皆様に浸透していないこと
は、研究課題であると認識してい
ます。
　今後、皆様のご意見を参考にさ

桜 井　広 美  議 員
み

せていただき、さらに努力を重ね
て情報発信していきたいと考えて
います。

　

　現在、猿島公民館に設
置されている逆井城ジオ

ラマを逆井城跡公園の管理棟
や主殿の中に移動させてはどう
かと思うが、どのようか伺う。
　
　財政的な経費面を十分検討
し、管理棟や主殿の中への移

動が可能かどうかも含めて調査研
究を進め、有効に活用できるよう
にしていきたいと考えています。

・LINE(ライン)を利用した市民
サービスについて
・男性トイレへのサニタリーボッ
クス設置について

　当市における交付金の現
在までの配分額、使途、配分

残額、また、原油価格・物価高騰等
総合緊急対策について伺う。　　　
　令和２年度に９億5828万８
千円、令和３年度には２億

7264万円が配分され、Wプレミア
ム商品券事業や感染症対策等に活
用しました。令和４年度は通常分
として5201万１千円、原油価格・
物価高騰等総合緊急対策分として
1億5603万３千円、合計２億804
万４千円の配分額が示されていま
す。現時点での配分残額は1億

Ｑ 地方創生臨時交付金による農業者の支援は？
Ａ 今後の交付金の動向や他市町村の動向を見て調査
研究を進めていきたいと考えています。

青 木　和 之  議 員

地方創生臨時交付金につ
いて

公有財産について5017万１千円です。
　現在、原油価格・物価高騰の影
響を受ける市民や事業者の方に対
するさらなる支援策について、全庁
的に検討を進めているところです。

　農業者への支援について
伺う。　
　令和２年度には、高収益作
物次期作支援交付金として

292名、１億4173万4434円、経営
継続補助金として93名、7790万
4543円、令和３年度において水田
活用の直接支払交付金は401名、
４億570万520円を交付していま
す。また、中小法人、個人事業者
に対する持続化給付金、事業復活
支援金を交付しているところです。
　地方創生臨時交付金による農業
者への支援については、今後の交
付金の動向や他市町村の動向を見
て調査研究を進めていきたいと考
えています。　

あお き ゆきかず

さくら い ひろ

　使用されていない公有財
産（土地、建物、施設等）の面

積、維持管理等について伺う。　　
　山林、市営住宅跡地など直
接行政目的のために供しない

普通財産は27万888㎡で、使用さ
れていない土地は18万559.17㎡で
す。維持管理については、雑草等
の除草作業をシルバー人材セン
ターに委託したり、職員が行って
います。

　
今後の方針について伺う。
　
　利用見込み等の費用対効果
を勘案しながら、活用を検討

しつつ、近々に利用計画のない土
地、売却の問合せのあった土地に
ついては、入札制度を活用し積極
的に処分していきたいと考えてい
ます。

その他の質問
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一般質問

　

　坂東インター工業団地の
全企業が操業開始する時期

はいつ頃か、操業開始した後の
税収はどの程度見込めるのか、
また、現在の市内雇用と市外雇
用の割合はどれくらいか伺う。
　
　全企業の操業開始は令和７
年４月を予定しています。

　17画地全てが操業した場合の
税収見込みについては、約４億
6600万円となります。
　市内外雇用の割合については、

Ｑ 山地区工業団地の周辺開発は？
Ａ まずは企業の誘致を第一として捉え、さらなる市の
活性化にも心がけていきたいと思います。

坂東インター工業団地の現
況と山地区工業団地の進捗
状況並びに工業団地周辺の
今後のまちづくりについて

市内採用者は19.5％です（令和
４年４月１日現在）。
　

　山地区工業団地の進捗
状況及び今後の見通しに

ついて伺う。　
　用地交渉の進捗状況とし
ては、9月12日現在、総地

権者253人中127人と土地売買契
約を締結し、契約率は50％を超
えたところです。
　今後の見通しは、県において
は本年度、設計、開発等に関す
る関係機関協議を行うとともに、
立地を希望する企業に対して事
前エントリーの受付を予定して
いるとのことです。来年度から
造成工事に着手し、令和６年度
に企業への引渡しを予定してい
るということです。
　

　山地区工業団地計画は県
の事業として行われるが、

その周辺開発について市として
の考えはあるのか伺う。

倉 持　欣 也  議 員
や

　パーキングエリア周辺など
をどのように活用していくかと

いうことも大切なことだと思ってい
ますので、細やかな問題に取り組み
つつ、現在は企業の誘致をまず第
一優先事項として捉え、さらなる市
の活性化等々も心がけていきたい
と思います。

　本市の高齢者世帯の世帯
構成の状況について伺う。　　
　令和2年度の国勢調査の結
果によると、65歳以上の単

身でお住まいの方は1616世帯で
全世帯の8.8％、65歳以上の夫婦
でお住まいの方は1768世帯、全
世帯の9.6％となります。　

　コロナ禍でのフレイル
予防における対応につい

て伺う。　
　フレイルは身体的、精神・
心理的、社会的の三つの種類

Ｑ コロナ禍での※フレイル予防は？
Ａ 感染状況を注視しながら、万全の対策の下、イベント
の開催等によりフレイル予防を推進していきたい。

眞喜志　 修  議 員

高齢者世帯の支援について

口腔ケアについて

に分類されています。身体的フレ
イル対策については、健康維持推
進を図るため、社会福祉協議会に
委託し、シルバーリハビリ体操な
どの運動習慣を身につけていただ
くことや、市では支援１以上で希望
される方に対して、週３回を限度
として配食サービスの提供をして
います。精神・心理的フレイル対
策については、民生委員や担当ケ
アマネージャーの訪問による対応
を行っています。独居や経済的困
窮状態などによる社会的フレイル
の対策については、各種団体との
見守り協定や協力など、身近なコ
ミュニティにより高齢者の異変を
見つけることが、素早く効果的に
対処できるものと考えています。
　コロナ禍では、各種活動等が制
約を受けていましたが、今後は感
染状況を注視しながら万全の対策
の下、イベントや集会の開催によ
りフレイル予防を推進し、高齢者

ま　き　し おさむ

くら もち きん

の皆様が生き生きと健康で過ごし
ていけるよう努めていきたいと考
えています。　

　高齢者の歯科検診受診
率と口腔状態の把握につい

て伺う。　　
　茨城県後期高齢者医療広
域連合では、75歳、80歳、85

歳の市民を対象に歯科健診を実
施しており、令和３年度の受診率
は8.89％です。８割の方が口腔内
の汚れ、虫歯、歯茎、入れ歯やブ
リッジに治療が必要であり、口腔
内の状態に問題があるとの結果
になっています。

※フレイル…加齢とともに体や心
のはたらき、社会的つながりが
弱くなった状態を指し、健康か
ら要介護へ移行する中間の段階
と言われている。

　主要道路の認定等に
よって工業団地のさらな

る推進につながることが望ま
しいが、主要道路の認定基準
について伺う。　

　例えば物流総合効率化法
で認定されているものであ

れば、インターチェンジから５㎞
圏内で９m以上の幅員が必要で
あるなど、要件等を確認しながら
土地利用計画を調査研究してい
きます。

関連質問

林　順藏 議員

Bando shigikai dayori 9

一般質問

　

　義務教育の水準につい
て、地方分権化が推進さ

れるなかで、ナショナルミニ
マム（最低水準）とローカル
オプティマム（最適水準）に
対する考え方を伺う。
　
　ナショナルミニマムについ
ては、現在段階的に実施して

いる小学校の35人学級の中学校へ
の拡充、教員定数基準の見直し及
び加配教員の増員等について、関
係各所に要望していきたいと考え
ています。ローカルオプティマム
については、市独自のティーム・
ティーチング非常勤講師の配置、

Ｑ 信号機がなくても安全に横断歩道が渡れるように条例制定、
啓発などの市独自の取組みが必要ではないか？

Ａ 市としてできるものについて、今後検討していきた
いと思います。

義務教育について

通学路の安全対策について

介助補助員の配置、英語特区の認
定により各学校にALT（外国語指
導助手）を配置し、教育活動の充
実に努めています。
　

　教育財政について、本
市の教育水準を財政面か

ら伺う。　
　令和２年度の地方教育費調
査によると、本市の消費的支

出の児童生徒１人当たりの決算額
は、県西地区管内７市のうち、上
から３番目の水準にあります。

　ばんどう政策特集2021
の教育予算の拡充につい

て伺う。　
　未来を担う子どもたちの健
やかな成長を願い、保護者が

安心して子育てできる環境づくり
に取り組むことを目的として、教
育環境の整備・充実、給食費の助
成、教育・子育てに関する保護者

古 谷　　司  議 員
つかさ

の負担軽減に取り組んでいるとこ
ろです。
　

　
　子どもたちが安全に登下
校できるために、信号機が

なくても安全に横断歩道が渡れ
るように条例制定、啓発など市
独自で取り組む必要があると思
うが見解を伺う。　
　信号機、停止線、横断歩道
などは警察の所管であります

ので、市としてできるものについ
て、今後検討していきたいと思い
ます。

・職員の人材育成について

　当市では、第３子の給
食費の無償化を行ってい

るが、全児童・生徒の給食費
の無償化をすべきと考えるが
どうか伺う。　　
　無償化を実施した場合の
経費を９月１日現在の児童

生徒数で算出すると、小学生が
2409人、中学生が1307人、合
計で年間１億5603万4650円が
見込まれます。今後も材料費の
高騰が懸念され、保護者の負担
をできる限り増やさないよう、
さらに市で援助していくことも

Ｑ 犬・猫の避妊去勢手術の補助は？
Ａ 令和５年度以降の予算について、一部助成の経費
の計上に取り組んでいきたいと考えています。

藤 野　　稔  議 員

学校給食について 犬・猫の避妊去勢手術の
補助について

検討していかなければならない
状況もあることから、無償化に
ついては市の財政状況や近隣市
町の動向を十分勘案させていた
だき、調査検討していきたいと
考えています。
　
　

　令和２年９月定例会議
に提出された請願「家庭

で飼育している猫や犬の避妊・
去勢の手術費用一部助成につ
いての請願」が採択されてい
ます。助成を実施すべきと考
えるがどうか伺う。　
　市としては、議会の請願
採択を受け、これまで動物

の愛護、管理に関する法律に基
づき、飼い主は適正な飼養のた
めに犬・猫の避妊去勢の措置を

みのるふじ の

ふる や

義務づけられていることや、県
内の各自治体の助成の状況、助
成制度の公平性、茨城県獣医師
会などが行う助成制度の有効性
について調査研究を進めてきま
した。
　令和５年度以降の予算につい
て、家庭で飼育している猫や犬
の避妊去勢の手術費用一部助成
に係る経費の計上に取り組んで
いきたいと考えています。

・水道料金について
・故安倍元首相の「国葬」について

その他の質問

その他の質問
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一般質問

　

　坂東インター工業団地の
全企業が操業開始する時期

はいつ頃か、操業開始した後の
税収はどの程度見込めるのか、
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その周辺開発について市として
の考えはあるのか伺う。

倉 持　欣 也  議 員
や

　パーキングエリア周辺など
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眞喜志　 修  議 員
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として配食サービスの提供をして
います。精神・心理的フレイル対
策については、民生委員や担当ケ
アマネージャーの訪問による対応
を行っています。独居や経済的困
窮状態などによる社会的フレイル
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ま　き　し おさむ
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で認定されているものであ
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会などが行う助成制度の有効性
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委員会視察研修報告
教育民生常任委員会研修報告
期　日 令和４年７月５日（火）～６日（水）
場　所 山梨県甲府市
内　容 空き家対策の取組みについて

産業建設常任委員会研修報告
期　日 令和４年７月13日（水）～14日（木）
場　所 千葉県安房郡鋸南町
 千葉県南房総市
内　容 都市交流施設 道の駅 保田小学校について
 ハイウェイオアシス富楽里、道の駅 富楽里とみやまについて

常総市及び常総市議会に
　　　「道路整備に関する要望書」を提出
常総市及び常総市議会に
　　　「道路整備に関する要望書」を提出

　令和４年８月31日、木村市長、風見議長より、常総市神達市長・常総市議会中村議長
に神大実地区の工業的土地利用を誘導・促進するために、一体的交通網の整備が不可欠
なことから、常総市所管の地区周辺道路の整備に関する要望書を提出しました。

Bando shigikai dayori 11

市議会議員選挙の申し合わせ
求償金請求事件について

坂東市議会議員選挙における自粛申し合わせ
　10月７日、26日に行われた全員協議会において、12月11日に行われる市議会議員選
挙に立候補する場合は、市民の方々の不安を少しでも解消するために新型コロナウイル
ス・インフルエンザウイルスの感染状況に応じた対応をとるべきではないかとのことで話
し合いを行い、多くの議員が自粛申し合わせに賛同しました。
　坂東市議会としては、選挙活動を行う際に、感染症拡大に備え、市民の皆様の安心・安
全のため、感染症対策を徹底し、下記の事項について、各自自粛することの申し合わせを
行いましたので、ご理解の程をよろしくお願い申し上げます。

記

　令和４年11月４日に行われた全員協議会において、市が前市長に和解金の求償を求めた

求償金請求事件の裁判確定後の経過報告が行われ、未だに求償金の支払いに応じていただ

けていない状況との報告がありました。

　それを受けて20名の議員全員が、「法治国家であり、最高裁判所の決定が出された以上、

前市長は速やかに支払いに応じるべき」との意見で一致しました。

　同日開催された12月定例会議では、市に対して「前市長へ早急に誠意ある回答を求める

こと」、「市民への説明を行うこと」を求め、市からは早期解決に向けて、代理人弁護士を

通じ早急な支払いを求めていくこと、経過についても適時お知らせをしていくとの回答が

ありました。

１．集会等における大人数の集まりの自粛（選挙事務所開き、出陣式、打ち上げ式等）

２．選挙運動期間の初日、最終日以外の選挙運動用自動車の街頭活動の自粛

坂 東 市 議 会

議会の総意として、市に対し
「前市長への求償金請求事件の早期解決」を求めました
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し合いを行い、多くの議員が自粛申し合わせに賛同しました。
　坂東市議会としては、選挙活動を行う際に、感染症拡大に備え、市民の皆様の安心・安
全のため、感染症対策を徹底し、下記の事項について、各自自粛することの申し合わせを
行いましたので、ご理解の程をよろしくお願い申し上げます。

記

　令和４年11月４日に行われた全員協議会において、市が前市長に和解金の求償を求めた

求償金請求事件の裁判確定後の経過報告が行われ、未だに求償金の支払いに応じていただ

けていない状況との報告がありました。

　それを受けて20名の議員全員が、「法治国家であり、最高裁判所の決定が出された以上、

前市長は速やかに支払いに応じるべき」との意見で一致しました。

　同日開催された12月定例会議では、市に対して「前市長へ早急に誠意ある回答を求める

こと」、「市民への説明を行うこと」を求め、市からは早期解決に向けて、代理人弁護士を

通じ早急な支払いを求めていくこと、経過についても適時お知らせをしていくとの回答が

ありました。

１．集会等における大人数の集まりの自粛（選挙事務所開き、出陣式、打ち上げ式等）

２．選挙運動期間の初日、最終日以外の選挙運動用自動車の街頭活動の自粛

坂 東 市 議 会

議会の総意として、市に対し
「前市長への求償金請求事件の早期解決」を求めました



議会だより編集特別委員会
委 員　青木　浩美

　拝啓　霜月の候、愛読者の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと心
よりお慶び申し上げます。
　さて、コロナ禍も少しずつ回復の兆しが見えて参りました。しかし、まだ
まだ気を許せない状態です。議会としても、出来る限りの対応をして参りま
す。又、圏央道４車線化に伴う地域利便施設の方向性を議論して参りたいと
思います。
　そして、山地区工業団地が着々と進んでいます。大きな税収が期待される
ことでしょう。
　立冬の肌寒い季節につき、どうかご自愛くださいますよう、皆様のご健康
をお祈り申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   敬具

インターネットで議会中継が見られます!
坂東市議会では、開かれた議会を実現し、より多くの方に本会議における審議をご覧

いただくため、本会議のインターネット中継（生中継・録画配信）を行っています。
市ホームページの「坂東市議会」から本会議の様子を見ることができます
ので、ぜひご覧ください。

坂東市議会 検索 クリック

9月

7

12

議会日誌 ７月から９月までの議会活動を紹介します。

information
インフォメーション

月

8月

Bando shigikai dayori

５ 日～６ 日 教育民生常任委員会視察研修
   （山梨県甲府市）
13日～ 14日 産業建設常任委員会視察研修
   （千葉県安房郡鋸南町・南房総市）

２ 日 議会運営委員会
 全員協議会
 ８月随時会議（第10回会議）
 議会だより編集特別委員会
５ 日 茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会臨時会
18日 さしま環境管理事務組合議会臨時会
30日 茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会

７ 日 ９月定例会議（第11回会議）〔初日〕
８ 日 総務常任委員会
 教育民生常任委員会
９ 日 産業建設常任委員会
13日 決算特別委員会
15日 ９月定例会議（第12回会議）〔一般質問〕
20日 議会運営委員会
 全員協議会
 ９月定例会議（第13回会議）〔最終日〕
30日 茨城県西市議会議長会臨時会（筑西市）

31日 議会運営委員会
 全員協議会
 常総市へ要望書提出
 （神大実地区地区計画関連）


