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審査の経過

平成２４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 24 年度の補正予算など 31 件の議案と陳情 3 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。

総務委員会
■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

3 月  4 日（補正予算）    /    3 月　5 日
議案第 30 号　　議案第 9 ～ 11 号　　議案第 28 ～ 29 号　　陳情第 25-1 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、議会事務局
補正予算では、笠間学校給食センター整備事業債の減額理由、修繕料の内訳など
セーフティーサポーターの勤務形態・報酬額、通信指令センター統合後の救急無線
の処理能力についてなど
議案第 30 号　・　議案第 9 ～ 11 号　　原案可決（全員賛成）　　   
議案第 28 ～ 29 号　原案可決（全員賛成）　　陳情第 25-1 号　継続審査（全員賛成）

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

3 月  4 日（補正予算）
議案第 30 号
農政課、農村整備課、商工観光課、農業委員会
担い手への補助制度や農地集積協力事業のＰＲ、間伐推進委員報酬の減額理由、
山根池ため池整備事業の目的、観光施設解体撤去工事の見積もりについてなど
議案第 30 号　　原案可決（全員賛成）

土木建設委員会
■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

3 月  4 日（補正予算）    /    3 月　5 日
議案第 30 号　　議案第 34 ～ 36 号　　議案第 38 号
議案第 16 ～ 18 号　　議案第 22 ～ 27 号　　議案第 50 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、繰越明許費設定の要因、山根池工事の進捗、地域経済循環創造事業
概要など
有料公園施設の管理、施設名称を「笠間の家」とした経緯及び施設の管理についてなど
議案第 30 号　・　議案第 34 ～ 36 号　・　議案第 38 号　　原案可決（全員賛成）
議案第 16 ～ 18 号　・　議案 22 ～ 27 号　・　議案第 50 号　　原案可決（全員賛成）

文教厚生委員会
■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

3 月  4 日（補正予算）    /    3 月　6 日
議案第 30 ～ 33 号　　議案第 37 号　　議案第 12 ～ 15 号
議案第 19 ～ 20 号      陳情第 24-6 号　　陳情 24-7 号
市民活動課、市民課、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、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、外国人の在住人数、エコフロンティアかさまへの搬入量、児童手当、
保険基盤安定繰入金など
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護において、入所者の定員数、改正根拠
や対象者の状況把握についてなど
議案第 30 ～ 33 号　・　議案第 37 号　　原案可決（全員賛成）　　　　　　　　         
議案第 12 ～ 15 号　・　議案 19 ～ 20 号　　原案可決（全員賛成）
陳情第 24-6 号　・　陳情第 24-7 号　　継続審査（全員賛成）
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市長公室 笠間市女性リーダー養成事業内容、笠間チャンネルへの月別アクセス数及び今後の方向
性、交通システム運行管理委託料の推移、情報システム最適化支援業務委託内容

総務部 旧岩間町役場解体撤去工事に至る経緯、法律事務委任委託料の内容、上水道高料金対策
補助金の基準、平成 25 年度たばこ税の徴収率見込み

市民生活部 社会実験から運用に向けたポイント制度のあり方、市発行カードの一本化、資源分別回
収団体補助金の内訳

福祉部
重度障害者住宅リフォーム給付費における要望に対する充足状況、生活保護受給に至る
要因、保育所入所児童保護者負担金（過年度分）徴収について、シルバー人材センター
補助金減額理由及び内訳

保健衛生部

高額療養費貸付金元金収入（過年度分）対処方法、国民健康保険特別会計予算について
増額要因、国民健康保険税の滞納世帯数及び収納率目標、「かさま健康ダイヤル 24」の
実績、8 月 31 日に開催予定の「ラジオ体操」の内容、薬剤における「ジェネリック薬品」
の比率及び薬剤の廃棄率

産業経済部

農家組合数及び農業近代化資金利子助成補助金受給者数、「生き活き菜園はなさか」の管
理運営に対する収支、農産物加工委託料・グリーンツーリズム企画運営委託料内訳、林道
担い手育成強化対策事業補助金・市街地活性化推進事業補助金の内容、恋人の聖地光のオ
ブジェ工事費及び測量設計委託料の内容、笠間の菊まつり連絡協議会補助金増額理由

都市建設部
道路橋りょう費補助金・狭あい道路整備等促進費の内容、グリーンパートナー制度・道
路里親制度の概要、芸術の森公園内インフォメーションセンター業務内容、家賃回収業
務委託料算出根拠、「笠間の家」の駐車場整備・「井筒屋」の解体内容

教育委員会 原子力・エネルギー教育支援補助金の内容、公民館における高熱水費の見直し、インター
ネット講習会の開催場所、ハーフマラソン開催にあたりスポンサーの議論や参加料設定

平成２５年度予算を審査しました　― 予算特別委員会 ―
　今期定例会に総額４８１億８, ９３７万８千円の笠間市の
平成２５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２５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、すべての会計を原案
のとおり可決しました。
　定例会最終日の３月１８日の本会議で、大関委員長が、
予算特別委員会の審査結果を報告し、採決の結果、平成
２５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　　大関　久義　　副委員長　　横倉　きん
委　員　　畑岡　洋二　　委　　員　　飯田　正憲
委　員　　鹿志村　清一　　委　　員　　鈴木　裕士
委　員　　海老澤　勝　　委　　員　　萩原　瑞子

■　一般会計 活発な議論が交わされた予算特別委員会

平成２５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 27,200,000 ▲ 1.1

特
別
会
計

国民健康保険特別会計 9,043,000 5.8

後期高齢者医療特別会計 658,000 3.1

介護保険特別会計 5,053,000 1.9

介護サービス事業特別会計 24,600 7.0

公共下水道事業特別会計 2,532,000 4.5

農業集落排水事業特別会計 595,000 ▲ 14.1
岩間駅東土地区画 
整理事業特別会計 92,400 ▲ 9.4

企
業
会
計

病院事業会計 640,749 5.0

水道事業会計 2,304,063 ▲ 0.9

工業用水道事業会計 46,566 62.3

合　　　　計 48,189,378 0.7
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