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審査の経過

平成２5 年度補正予算などを審査しました。（常任委員会）

　今期定例会では、平成 25 年度の補正予算など 37 件の議案と請願・陳情 6 件の審査を行いました。
ここでは、各常任委員会での審議を中心に審査の経過と結果をお知らせします。

２月２７日（補正予算）    /    ２月２８日

議案第 3 ～ 5 号　　議案第 15 ～ 18 号　　陳情第 25-1 号　　請願第 26-2 号

消防本部（総務課・警防課・通信指令課）、秘書課、企画政策課、行政経営課、
総務課、笠間支所・岩間支所地域課、財政課、税務課

補正予算では、一般職退職手当特別負担金、ふるさと創生基金の元金及び備品購入
費の減額理由、不動産売り払い収入の
内訳、評価替え準備業務委託料につい
てなど
平日夜間診療の実施状況、消防長の資
格基準、消防デジタル無線システムへ
移行するメリットなど

議案第 3 ～ 5 号・議案第 15 ～ 18 号
原案可決（全員賛成）
陳情第 25-1 号・請願第 26-2 号　　
継続審査（全会一致）

■開催日

■審議議案等

■出席を求めた部署

■質疑・意見等

■審査結果

総務委員会

消防本部通信指令室

２月２７日（補正予算）    /    ２月２８日

議案第 9 号　　議案第 12 号　　議案第 14 号
議案第 18 号　　議案第 22 ～ 24 号　　議案第 26 号

下水道課、水道課、建設課、管理課、都市計画課、まちづくり推進課

補正予算では、繰越明許費の路線別内
容、笠間芸術の森公園駐車場使用料の
内訳、水道加入金の増額要因など
笠間市工場立地法準則条例における緑
地面積に対する割合についてなど

議案第 9 号　　議案第 12 号
議案第 14 号　　原案可決（全員賛成）
議案第 18 号　　議案第 22 ～ 24 号
議案第 26 号　　原案可決（全員賛成）

■開催日

■審議議案等

■出席を求めた部署

■質疑・意見等

■審査結果

土木建設委員会

重点施策の「笠間稲荷門前通り整備推進事業」
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■開催日

■審議議案等

■出席を求めた部署

■質疑・意見等

■審査結果

２月２７日（補正予算）    /    ３月３日

議案第６号　　議案第 10 ～ 11 号　　議案第 18 ～ 21 号　　議案第 25 号
陳情第 24-6 号　　請願第 26-1 号　　請願第 26-3 号　　請願第 26-4 号

市民活動課、環境保全課、社会福祉課、子ども福祉課、高齢福祉課、
保険年金課、健康増進課、市立病院事務局、学務課、生涯学習課、笠間公民館、
笠間図書館、スポーツ振興課

補正予算では、エコフロンティアかさま対策費の減額内容、生活保護扶助費の減額
理由、佐城小学校整備事業など
社会教育委員に関する条例第 3 条における家庭教育の向上に資する活動、笠間市安
全な飲料水の確保に関する条例第 5 条
における放射性物質の規定についてな
ど

議案第６号　　議案第 10 ～ 11 号
議案第 18 ～ 21 号　　議案第 25 号
原案可決（全員賛成）
陳情第 24-6 号　不採択（賛成多数）
請願第 26-1 号　請願第 26-3 号
採択（全会一致）
請願第 26-4 号
継続審査（全会一致）

文教厚生委員会

産業経済委員会
■開催日

■審議議案等

■出席を求めた部署

■質疑・意見等

■審査結果

２月２７日（補正予算）    /    ３月３日

議案第 7 ～ 8 号　　議案第 13 号　　議案第 18 号

農政課、農村整備課、商工観光課、農業委員会事務局

補正予算では、森林間伐等委託料の減額理由、森林故障環境税に伴う関連事業及び
国有林等の管理、乾杯条例推進協議会負担金について今後の考え方や協議会の構成
団体について
農産物販売所の手数料の割合を変更し
た経緯、つつじまつり入園料の値下げ、
石の百年館における管理業務の委託先
や建物の進捗状況及び案内看板の設置
についてなど

議案第 7 ～ 8 号・議案第 13 号
議案第 18 号　　原案可決（全員賛成）

耐震補強工事が行われる稲田中学校

稲田駅前に建設された「石の百年館」
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平成２６年度予算を審査しました　― 予算特別委員会 ―

審査の経過

市長公室
自治体職員協力交流事業補助金の内容と目的、子ども向けホームページ作成委託の内容、
メンタルヘルスの現状、市街地活性化調査分析業務委託料の内容、デマンド交通の利用
状況、行政改革推進委員及び指定管理者選定審議会委員の選定方法など

総務部
地域集会所建設事業補助金の積算基礎、不動産鑑定委託料の内容、資産経営課の業務内容、
水道給水施設維持管理負担金・滞納繰越分の対応方法、茨城租税債権機構での処理件数
及び徴収額、公平委員会の役割など

市民生活部 地球温暖化防止等事業基金繰入れ金の内容、住宅用太陽光発電システム設置補助金の減額
理由、空き家解体撤去補助金の対象件数、ごみ指定袋作成委託料に係る積立金について

福祉部

戦没者追悼式委託料の増額要因、人権・同和対策における活動内容、ファミリーサポー
トセンター事業委託料の内容、安心子ども基金子育て支援事業補助金及び保育士等処遇
改善臨時特例事業費補助金の内容、認定子ども園設計業務委託料の算出根拠及び入札方
法など

保健衛生部 扶助費の内訳と算出根拠及び所得制限、国民健康保険加入者の現状と収納率・普通徴収
保険料と特別徴収保険料の割合及び保険料滞納者数など

産業経済部 イノシシの解体処分場の建設場所、北山公園施設整備工事費の内容、陶炎祭交通渋滞対
策補助金・緊急雇用創出事業委託料の内容など

都市建設部 芸術の森公園及び愛宕山周辺整備事業費における県と市の連携、物件移転等補償費の内
容、笠間芸術の森公園管理業務委託金・旧井筒屋周辺・竹の小径の詳細設計の内容など

教育委員会

給食費滞納の現状、通学用自転車点検手数料の内容、歴史民俗資料館の防火対策、笠間
城石垣崩落部応急処置業務委託料の内容、友部図書館の土地賃借料の見直し、柿橋グラ
ンド四阿設置工事の内容、スポーツ拠点づくり推進事業助成金の内容、体育協会補助金
の減額に対する市の考え、指定管理者委託料の内訳など

消防本部 救急救命士病院実習委託料の内容、救急高度化研修負担金・防火水槽撤去工事費の内容、
平成２５年度の火災件数と出動件数など

上下水道部
公共下水道の接続状況や水洗化率、管渠実施設計等委託料の見直し、下水道使用料の滞
納繰越分の内容、一般会計繰入金減額の要因、量水器交換委託の件数及び鉛管修繕件数
について

　今期定例会に総額５０４億９８１５万 1 千円の笠間市の平成２６年度予算が市長から提案されました。そ
れを受け議会では、各常任委員会から２人ずつの８人で構成する予算特別委員会を設置し、平成２６年度の
審査を行いました。審査は、部単位で課ごとに説明を受け、質疑応答を行いました。ここでは、審査の過程
での主な質疑や委員から出された意見などについて紹介します。

　３日間にわたり執行部との間で活発な質疑応答が交わ
され、最終日に討論、採決を行い、すべての予算を原案
のとおり可決しました。
　定例会最終日の３月１４日の本会議で、野口委員長が、
予算特別委員会の審査結果を報告し、採決の結果、平成
２６年度のすべての予算を可決しました。

《予算特別委員会メンバー》
委員長　　野口　　圓　　　副委員長　鹿志村　清一
委　員　　畑岡　洋二　　　委　員　　蛯澤　幸一
委　員　　海老澤　勝　　　委　員　　萩原　瑞子
委　員　　横倉　きん　　　委　員　　大関　久義

■　委員会での主な質疑・意見等

平成２６年度会計別予算の状況　　（千円、％）
会　　計　　名 予　　算　　額 前年度比較

増減率
一般会計 28,250,000 3.9

特
別
会
計

国民健康保険特別会計 9,058,000 0.2

後期高齢者医療特別会計 691,000 5

介護保険特別会計 5,644,000 11.7

介護サービス事業特別会計 24,600 0

公共下水道事業特別会計 2,603,000 2.8

農業集落排水事業特別会計 824,000 38.5
岩間駅東土地区画
整理事業特別会計 90,645 ▲ 1.9

企
業
会
計

病院事業会計 701,006 9.4

水道事業会計 2,577,564 11.9

工業用水道事業会計 34,336 ▲ 26.3

合　　　　計 50,498,151 4.8


