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基準月額保険料を5,200円に引き上げる。

※ 一般質問（主な質問の要点のみ）

合併して８年が経過した。合併のマイナス効果と

なくとも、合併して良かったという声が聞かれない

○地域振興に格差が

地域がある。

都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ地域別構想では、地域ごとに地

して挙げられている「周辺部の衰退」とまではいか

無記名投票の結果、１２対８（議長も投票してしま

ないか、しっかり見定めていく必要があります。

副市長は、市長を補佐し、市長の命を受け政策及

任する事務を監督し、別に（条例、規則など）定め

び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担

市長２期目にあたり、市政執行の補佐役である副

市長に、行政経験もない人物を登用するということ

るところにより、市長の職務を代理する。と、地方

どのような期待をしまた考えで、市議から選任す

自治法に定められております。

園条例の一部を改正する条例

法令、県条例に準拠し使用料等を引き下げる。

市議会議員

☆市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

広文議員の選任同意が最終日（26日）に提案され、

【発行者】

勤手当の上限額等を引き上げる。

☆行政財産使用条例、道路占用料徴収条例及び都市公

任期満了による中野副市長の後任として、佐々木

渡辺 秀雄

県人事委員会勧告に基づき、給料月額の引き下げと、通

った。）で選任同意されました。

は、私には到底理解できない驚きであります。

☆介護保険条例の一部を改正する条例

るのか質しましたが、明快な応えはありませんでし

た。市民に対するサービスの低下、遅延等が起こら

域づくりのテーマ、方針、施策がたてられ、実現化

３月定例議会

今後の市政運営

新副市長の手腕に…

26年度で整備構想を立てたはず? 新年度の予算

冬の坂道国県道では砂などが置いてあるが、市で

財政健全化計画によると、生活道路整備事業は平

良すべきである。

○市道整備と維持管理

○五百川駅前広場整備

成32年度までに、107路線とされているが、殕森線

（立石山浄水場～二中～県道）は早急に歩道付に改

◎教育委員会委員

次の方の任命に同意いたしました。

ないか、しっかり見定めていく必要があります。

あり、選挙で現市長を応援はしても、同意しなかっ

した。

選挙管理委員会委員に、次のみなさんを選出しま

佐々木 光一さん

佐藤 安雄さん

菊地 惠和さん

遠藤 順子さん

※ 人事案件

◎教育長 原瀬 久美子 さん （再任、本宮）

（新任、和田）

（再任、稲沢）

（再任、荒井）

（再任、本宮）

も総点検して対応すべきである。

議員は、市民目線にたって是々非々行動すべきで の方策「協働のまちづくり」として、市民・行政・

事業者の連携、協力が示されているが、近年「行政

と住民相互の連帯の弱まり」が指摘される中にあっ

て、積極的な行政の関わりが必要である。

域づくりのテーマ、方針、施策がたてられ、実現化

た方がいたことは意義あることです。

措置は僅かであるが、駅周辺の整備については市民

○公共用地の先行取得

教育長が特別職となるため勤務時間等を定める。 市には公共用地取得の準備として、土地開発基金

等の敷地を同時に取得すべきではなかったか。

☆包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

がある。岩根小体育館敷地取得にあたって、プール

☆教育長の服務等に関する条例

※ 条例の制定（主なもの）

古宮 博文 さん （再任、本宮）

☆子ども屋外プール条例

まゆみ小の敷地内に開設する屋外プールについて、必要

な事項を定める。

の意見等を聞く機会、場を持つべきである。

国の基準に従い支援事業の実施に関する基準を定める。

☆包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
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33,700千円

・教育施設等整備事業基金積立

・財政調整基金積立

・本宮市ＰＲ看板設置工事費

・もとみや定住促進奨励費

・住宅除染等業務委託料

△149,400千円

（27年7月発行予定）

△14,160,000千円

・米価下落対策水稲生産奨励金 21,800千円

・豪雪災害特別支援事業補助金

・草地除染業務委託料 △16,392千円

・介護支援商品券配布事業 6,671千円

・子育て応援商品券配布事業 22,641千円

・地域消費喚起ﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品券発行事業 23,559千円

契約関係の議決

契約金額 ３億２，０７６万円

受注者 高木字舟場22

○白岩地区仮置場造成工事請負契約

・特定不妊治療費助成(新) 2,300千円

石橋建設工業株式会社

・住宅除染線量低減化対策事業

計画とおり全地域の除染が完了できるよう注視

・手をつなぐ親の会事業運営費補助

えぽか、ｽﾏｲﾙｷｯｽﾞﾊﾟｰｸでの販売業務の運営に対して

の補助は･･･

・本宮駅周辺東西アクセス整備事業

議会の調査検討を待たず･･･交流センターの設置は調

《主な新規・重点事業》

査検討が必要

・通園通学バス運行委託

制度改正があったとしても、同じ運行で年間 2.7倍

（33,925千円増額）もの委託料で継続は？

広場拡張だけでなく、市民の意見を聞き全体的な整備

を進めるべき･･･

度まで２００億円をかけ終了するとしております。

平成２６年度一般会計は、１４２億１，１０９万

補正予算の主な内容

６千円減の２４７億９，０２４万９千円(前年度同期２

前年度に続いて３２５億４，７００万円という３

００億円超えの予算となっておりますが、実際は前

年度予算のうち１４１億６千万円が再計上されてお

ります。 原発事故による住宅除染等を平成２８年

50,000千円

《問題点》

・五百川駅前広場整備事業

７１億８，２４３万１千円)となりました。

五百川駅に設置予定の本宮市ＰＲ看板は、予算内

で設置できないからと今回減額になりました。

166,962千円

△6,000千円

補正予算（第12号、第13号）平成２７年度一般会計の当初予算

・地域防災ｾﾝﾀｰ整備事業(新) 85,982千円

・五百川駅前広場整備事業(新) 4,160千円

・えぽか南側駐車場等整備工事 44,580千円

・白沢総合支所周辺環境整備事業 56,000千円

○復興公営住宅整備事業(下田地区）造成工事請負契約

・認定農業者育成支援事業補助金(新) 6,000千円

・米全袋調査支援事業 85,757千円

・本宮駅周辺東西アクセス整備事業 74,275千円

・通園通学バス運行委託料 53,783千円

19,640,608千円

・ｽﾏｲﾙｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ管理運営費

・住宅除染線量低減化対策事業

44,101千円

・下関下地区道水路整備工事 31,409千円

意見書の提出

｢ＪＡグループの自己改革の実現に向けた意見書｣を

内閣総理大臣などへ提出することになりました。

契約金額 ２億２，２４８万円

受注者 糠沢字石ｹ作１２５

國新建設株式会社

石橋建設工業株式会社

昨年の３月議会では、当初予算に異議ありと ３事

復興へと…市政の全面に定住促進を掲げ、推進す

る事業が、市内全域の振興発展に繋がってくれるこ

もう随分まえのことになってしまいました･･･。

木公民館の移転や本宮駅、五百川駅の周辺整備、二

新執行体制の下、新規事業はもちろん課題の、高

い間お勤めいただきありがとうございました。私は

業について、修正案を提出しましたが、今回は副市

今年も十数名の職員が退職しました。市のため長

されるよう議論をして行かなければと思っています。

中のグラウンド拡張などに、市民の意見が十分反映

・市民プール管理運営費 41,619千円

・市債元金償還 844,552千円

・市債利子償還 149,473千円

38,731千円

920,514千円

・岩根小施設整備費（体育館解体・駐車場整備など

・中学校施設耐震化事業（一中・白沢中など）

長の選任について納得できませんでした。

市政にも、議会にも

もっと関心を・・・

千円 32,087,000 千円

千円 7,455,250 千円

千円 3,279,198 千円

千円 264,245 千円

千円 2,134,747 千円

千円 805,360 千円

千円 47,802 千円

千円 744,938 千円

千円 114,620 千円

平 成 ２７年 度 前年度

・一般会計 32,547,000
（前年度比1.43％増）

・工業用地造成事業 595,145

・特別会計 8,219,817
（前年度比10.26％増）

・国民健康保険 3,739,100
・後期高齢者医療 271,487
・介護保険 2,299,096
・公共下水道事業 1,135,217
・農業集落排水事業 65,152

・工業用地資産運用事業 114,620 る事業が、市内全域の振興発展に繋がってくれるこ

とを、願うものであります。

千円 32,087,000 千円

千円 7,455,250 千円

千円 3,279,198 千円

千円 264,245 千円

千円 2,134,747 千円

千円 805,360 千円

千円 47,802 千円

千円 744,938 千円

千円 114,620 千円

千円 64,340 千円

千円 962,553 千円

平 成 ２７年 度 前年度

・一般会計 32,547,000
（前年度比1.43％増）

・工業用地造成事業 595,145

・特別会計 8,219,817
（前年度比10.26％増）

・国民健康保険 3,739,100
・後期高齢者医療 271,487
・介護保険 2,299,096
・公共下水道事業 1,135,217
・農業集落排水事業 65,152

（前年度比3.24％減）

・工業用地資産運用事業 114,620
・阿武隈川左岸築堤用地取得事業 0

・水道事業会計 (収益的支出） 931,370


