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平成 28 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 28 年度の補正予算など 22 件の議案と請願 3 件の審査を行いました。
ここでは、各委員会での審査の経過と結果をお知らせします。

審査の経過

9 月 6 日（議案審査）

議案第 74 号 　 議案第 75 号 　 議案第 79 号 　 議案第 80 号　　議案 81 号
議案第 84 号  　 議案第 85 号
請願第 28 － 2 号　  請願第 28 － 3 号

消防本部（総務課・警防課）秘書課、企画政策課、総務課、資産経営課
財政課、税務課、岩間支所地域課、市民活動課、環境保全課、農政課、商工観光課
農業委員会事務局、議会事務局

改正するＢ＆Ｇのプール使用料の近隣自治体との比較結果について。各施設の使用料の
算定方法について【議案第 75 号】
地域交流センターともべ及び友部駅南口自転車駐車場の指定管理料と主な業務内容につ
いて【議案第 80 号】
クラインガルテン施設改修工事費について【補正予算 議案第 85 号】

議案第 74 号　　議案第 80 号　　議案第 81 号
議案第 84 号　　議案第 85 号　　原案可決（全会一致）
議案第 75 号　　議案第 79 号　　原案可決（賛成多数）
請願第 28 － 2 号　継続審査（賛成多数）　  請願第 28 － 3 号　採択（全会一致）　　

■開催日

■審査議案等

■出席を求めた部署

■質疑・意見等

■審査結果

総務産業委員会

9 月 6 日（議案審査）

議案第 76 号　　議案第 77 号　　議案第 78 号　 　議案第 82 号　　議案第 83 号 　
議案第 85 号　　議案第 86 号　　議案第 87 号　 　議案第 88 号　　議案第 89 号
議案第 93 号
請願第 28 － 4 号　

社会福祉課、子ども福祉課、保険年金課、健康増進課、市立病院（経営管理課）
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

家庭的保育事業等において保育士が不足している主な原因について【議案第 77 号】
指定地域密着型通所介護事業所における看護師・機能訓練指導員の最低基準の考え方
について【議案第 78 号】
介護ロボット等導入促進事業補助金の内容について、社会教育総務費の補正額の財源
内訳について【補正予算 議案第 85 号】  
公衆衛生活動収益の具体的内容について【補正予算 議案第 93 号】 

議案第 76 号　　議案第 77 号      議案第 86 号　　原案可決（賛成多数）
議案第 78 号　　議案第 82 号　　議案第 83 号　　議案第 85 号     議案第 87 号
議案第 88 号　　議案第 89 号　　議案第 93 号      原案可決（全会一致）
請願第 28 － 4 号　 採択（全会一致）　　

■開催日

■審査議案等

■出席を求めた部署

■質疑・意見等

■審査結果

教育福祉委員会

9 月 7 日（議案審査）

議案第 85 号　議案第 90 号　議案第 91 号　議案第 92 号　議案第 94 号　議案第 95 号

水道課、下水道課、建設課、管理課、都市計画課、まちづくり推進課

友部地区旭町地内の道路未整備区間の進捗状況、県道水戸岩間線歩行者空間整備事業に
おける補償費の内訳、空き家解体撤去補助額の再検討について【補正予算 議案第 85 号】
浄化センターいわまの修繕内容について【補正予算 議案第 90 号】
岩間工業団地への井戸水による供給割合について【補正予算 議案第 95 号】

議案第 85 号　議案第 90 号　議案第 91 号　議案第 92 号　議案第 94 号　議案第 95 号
原案可決（全会一致）

■開催日

■審査議案等

■出席を求めた部署

■質疑・意見等

■審査結果

建設土木委員会
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審査の経過

平成 27 年度の一般会計、特別会計および各企業会計の決算
について審査しました　【決算特別委員会】

国民健康保険特別会計 国保税 1 人当たりの税額及び滞納世帯の状況など

介護保険特別会計 特別養護老人施設等施設利用者の給付額についてなど

■ 特別会計

水道事業会計 鉛管解消工事の現状と今後の更新計画についてなど

■ 公営企業会計

市長公室 男女共同参画の成果として各種審議会における女性委員参画の現状について、企業誘致
に対する市の具体的な取り組みについて

総務部 合併特例債の地方交付税における基準財政需要額に算入されている額と、公債費に占め
る合併特例債の元利償還額について

市民生活部 マイナンバーの交付件数及び通知受け取り拒否件数とその対応措置について、防犯灯維
持管理業務の対応に関する内容など

福祉部 自殺予防対策事業におけるゲートキーパー養成研修会の参加状況およびファミリーサ
ポート事業の現状分析と対策についてなど

保健衛生部 原子力災害のための安定ヨウ素剤の保管、配布方法。国保税引き下げのための繰入金に
ついてなど

産業経済部 イノシシ被害対策、買物弱者のための移動販売事業の状況および今後の展開について、
地域ブランド化産品の現状と農業公社への業務委託のメリットについてなど

都市建設部 笠間芸術の森公園に係る茨城県との委託協定について、空き家対策と利活用の進め方、
市営住宅の現状と今後の運営、移住体験ツアーの成果など

教育委員会 学校給食費の滞納繰越分について、英語検定助成事業の成果と中学校に配置された学校
生活支援員について、筑波海軍航空隊記念館の今後の運営など

消防本部 常備消防職員および消防水利施設の充足率と不足する場所の対応など

議会事務局 議会中継のアクセス数、政務活動費の執行状況など

■ 一般会計
※主な質疑

　全議案を原案のとおり可決、請願第 28 ー 3 号、請願第 28 ー 4 号を採択しました。

◎採決（9 月 16 日・本会議）

　教育福祉委員会より、委員会提出議案として提出された意見書を可決し、9 月 21 日付けで関係機関に提出しました。

◎意見書　　教育予算の拡充を求める意見書

　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、審査を終了しま
した。審査の結果、認定第 1 号については賛成多数、
認定第 2 号ないし第 4 号については全会一致によって、
すべての平成２７年度決算を認定しました。
　定例会最終日の９月１６日の本会議で、菅井　信
委員長が、審査結果を報告し、採決の結果、報告のと
おり認定されました。

《決算特別委員会メンバー》
委員長　　菅井　　信　　 副委員長　橋本　良一
委　員　　村上　寿之　　 委　員　　野口　　圓
委　員　　西山　　猛　　 委　員　　石松　俊雄
委　員　　海老澤　勝　　 委　員　　萩原　瑞子
委　員　　横倉　きん

委員会、本会議での報告・採決


