
第２３号 平成２５年４月

荒井字三本松21 ☎ 33-5841 Fax 33-5851
Ｅmail ： info@hideo-watanabe.com
URL ： http//hideo-watanabe.com/

《その他可決された条例》・放射線健康管理対策事業 42,635千円

①行政財産使用条例の一部改正

使用料の一部見直し（引下げ）及び追加（自動販売

６，８００万円増の、１８８億７，３００万円（前年度比147.39

％）となりました。 原発事故による住宅除染等の放射

教育委員会などの行政委員会の委員報酬を改定する
（災害時の要援護高齢者支援体制の確立）

機月8,000円など）に対し、例外規定で調整しなけれ

7,585千円

能対策関連事業費の増加が主な要因となってます。

②市議会政務活動費の交付に関する条例制定

の。三役の報酬や管理職手当を減額中。議員定数削減

《主な新規・重点事業》

・総合計画策定事業 2,263千円

3,880千円

106,723千円

・市民憲章・市民の歌制定事業

・スマイルキッズパーク整備事業

15,568千円

（屋内改修、記念樹の杜・屋外あそび場整備等）

・農地等除染事業

・子ども医療費助成事業 183,309千円

・米全袋調査支援事業 85,757千円

・地域支え合い体制づくり事業

渡辺 秀雄市議会議員発行者：

平成２５年度一般会計の当初予算は、前年度より６０億

次の２つの条例に対し反対討論をしましたが、賛成

多数で可決されました。

ばならないような条例ではと、反対しました。

は、次期改選時からであり、時期尚早と反対しました。

1人あたり月1万円を政務活動費として交付するも

立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

条例（139％～190％引上げ）や、「地域の自主性及び自

の整備に関する法律」 （第 １次・第２次一括法）等に

よる条例の制定９件を含む２０件

３月定例議会

２５年度一般会計当初予算

１８８億円超となる
条例 制 定 関 係

110,955千円

11,533千円

278,966千円

（高木・仁井田・関下・白岩地区）

・岩根小体育館建設事業

7,893千円

15,568千円

（新規計画地全体測量設計等）

・本宮駅周辺東西アクセス整備事業

・高松配水場建設事業

・住宅除染事業 6,202,642千円

・本宮二中災害復旧事業

・学校給食放射能物質検査事業

390,837千円

129,675千円

・農地等除染事業

・企業立地推進事業

☆次の方々の任命に同意いたしました。

・笠 原 サ ト さん （再任、本宮）

・鈴 木 文 男 さん （再任、荒井）

◎教育委員会委員

・岩根・糠沢小プール塗装等補修 29,593千円

・五百川小耐震化事業

・防火水槽設置事業
（高木・稲沢地区）

326,090千円

146,080千円

22,291千円

・白沢中・本宮一中耐震化事業

・三 瓶 五 一 さん （再任、松沢）

◎固定資産評価審査委員会委員

・谷 明 子 さん （再任、本宮）

『改正後の行政委員会委員の報酬』

平成２５年度当初予算

よる条例の制定９件を含む２０件

千円 12,805,000
千円

千円 6,841,234
千円

千円 3,030,593 千円

千円 230,407 千円

千円 1,875,467 千円

千円 719,047 千円

千円 51,165 千円

千円 744,933 千円

千円 114,620 千円

千円 75,002 千円

千円 844,990
千円

前年度平 成 ２５ 年 度

（前年度比4.42％増）

・一般会計 18,873,000
（前年度比47.39％増）

・特別会計 7,143,756

・国民健康保険 3,211,482

・後期高齢者医療 252,445

・介護保険 2,014,994

・公共下水道事業 679,906

・農業集落排水事業 49,707

・工業用地造成事業 745,600

（前年度比1.20％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 75,002

・水道事業会計 (収益的支出） 834,867

報酬年額

委員長 420,000円
委員 326,000円
委員長 176,000円
委員 140,000円
識見者 470,000円
議会選出 269,000円
会長 420,000円
会長代理 312,000円
委員 297,000円

農 業 委 員 会

教 育 委 員 会

選 挙 管 理 委 員 会

監 査 委 員

職 名
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られないか。

措置がないがなぜか。

思いに捉われることなく進めるべきでないか。

良ＳＡにスマートインターの設置にむけた取り組みは考え

将来にわたって、めざし・歌われるもの。復興という

東西アクセス整備計画策定について

郡山市と県庁移転を目ざした運動や、大玉村と安達太

★加盟効果は

★近隣市町村と連携した取り組みは

東側県道の整備が未だであり、市役所周辺の開発計

いのではないか。

【答弁】駅のバリアフリー化が３２年度までとなっており、計画策

画もあると聞く。これらの動向を見定めてからでもよ

五百川駅周辺整備構想は

「福島のへそのまち」としての取組みについて

★全国へそのまち協議会加盟自治体（７市町村）から

と、今までになかった災害時の相互応援に関する覚書を締結

取り組みについて、参考にするものが多い。

【答弁】地理などがそれぞれ真ん中位置する中にあり、課題や

五百川駅周辺整備構想の作成を進めるとあるが予算

することができた。

定に着手したい。

23年度に計画し取り止めた経過がある。水道水のＰ ★補修には見舞金を支給しているが、自主取壊しに対し

定されたものは、国の補助事業にならず該当にすることができない。

【答弁】取壊し申請期限後に申請が出されたものや、新たに認

Ｒと災害時の対応というが、どちらに主眼をおいてい

水道水ペットボトル作成事業について

【答弁】他自治体との関係であり難しい。インターは費用がどの

くらいになるのか・・

見据えながら策定していく。

損壊建物とは

見舞金等の支給は考えられないか

市民憲章・市民の歌制定事業について

【答弁】復興にこだわるものではない。25年中かけて取り組む。

学ぶものは

【答弁】北海道から沖縄まで、全国に点在する加盟自治体

損壊建物に関して

★半壊以上の判定を受けても公費取壊しに該当しない

【答弁】水害等でも前例がない。

【答弁】国土利用計画、都市計画マスタープランの動向を

今回の一般質問

ことを願うものであります。

道路の整備も喫緊の課題であるが見通しは。

【答弁】大きな取り組みの中では、外部審査をお願いしている。

外部評価体制。 長部局においてもが必要ではないか。

除染作業は、課題が多くなかなか計画とおり進んでい

予算執行成果、行政経営戦略プランの判定など、評

大震災、原発事故から早や２年が過ぎました。住宅

ないのが現状であります。 一日も早く市内全域が完了する

すことが先ではないか。などの意見もあり、今後は議

会報告会の実施に向け、さらに検討を進めていくこと

議員としての役割は、行政のチェック機能を果たす長部局にも外部評価体制が必要では

事務事業の検証・評価について、教育委員会にある

【答弁】25年度中に整備構想を策定したい。

７月には校舎が完成し、仮校舎の撤去、外構工事が

ことや、市民の代弁をすることであって、パフォーマ

建物について、災害、事故等が起こる前に行政で対処

たい。 所有者不在の損壊危険建物の対処は

【答弁】図っている。

★改善、見直し等の進め方が遅いのではないか

【答弁】十分に対応できるようにしたい。

★事務事業評価結果の庁内浸透は

時々ご覧ください！

今回初めて議案に対し反対討論をいたしました。そ

れも２件、何れも賛同得られず原案可決となってしま

第二中学校環境整備について

価結果等の庁内浸透は十分に図られているのか。

できないか。

になりました。

るのか。 【答弁】水害等でも前例がない。

震災や老朽化により、危険になっている所有者不在の

【答弁】今のところ、所有者に連絡して対処をお願いするしかな

により議会活動を充実させ、議会としての役割を果た

ンスに走るべきではない。会派制と政務活動費の導入

【答弁】安全で安心な水道水のＰＲと災害時の備えにし

行われるとのこと。校庭が以前より狭くなり、駐車場や

い。

「渡辺ひでおのブログ」 検索

いましたが、これからも市民目線で臨んで行きたいと思い

ます。

れも２件、何れも賛同得られず原案可決となってしま「渡辺ひでおのブログ」 検索


