No.193

晴れやかな門出 新成人

（

月定例市議会）

会議のあらまし

30

12

・ 月 日（本会議第１日）
開会の後、
会期について議会運営委員長か
ら報告があり、 月 日までの 日間と決定。
諸般の報告の後、
請願の委員会付託を行う。
続いて、議案第 号から同第 号まで、同
第 号から同第 号まで、及び同第 号の
８議案が上程され、質疑、
討論、
採決を行う。
続 い て、 議 案 第 号 か ら 同 第 号 ま で、
同第 号、同第 号及び同第 号の７議案
が上程され、提案説明を受け散会。
・ 月１日～７日
議案調査等のため休会
・ 月８日（本会議第２日）
議案第 号から同第 号まで、同第 号、
同第 号及び同第 号の７議案に対する質
疑の後、議案を各常任委員会に付託。
続いて、市政に対する一般質問
（３人）を
行い散会
・ 月９日（本会議第３日）
市政に対する一般質問
（５人）
を行い散会
・ 月 日（本会議第４日）
市政に対する一般質問
（５人）
を行い散会
・ 月 日〜 日
休日のため休会
・ 月 日
付託議案等の審査のため、各常任委員会
を開催
・ 月 日～ 日
各常任委員会事務整理等のため休会
・ 月 日（本会議第５日）
付託議案等について各常任委員長から審
査報告があり、質疑、討論、採決を行う。
続 い て、 議 員 か ら 議 案 ２ 件 が 上 程 さ れ、
採決を行い閉会
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今年の成人者は631人、式典には454人が参加しました。
〜成人式1月9日
（日）文化ホール〜
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一般質問は、提出議案以外で市政全般にわたる事務の執行状
今期定例会では、 月８日、９日、 日の３日間にわたり

況や将来に向かっての方針などを執行部に問うものです。
人の議員によって行われました。
主な質問と答弁の要旨は次のとおりです。

年産米の状況と今後の
方策について
％、

奥沢 和明 議員
級米が１，２３５袋で

いる。

③現在の品種誘導は、彩のか

がやき、コシヒカリ、キヌヒ

カリに加え、朝の光、あかね空

を含めた５品目で、誘導率は

・６％となっている。また、

今後も農業機関や水田農業推

進協議会と協議し、基本的に

は品種誘導による調整を、継

続していく方向である。

しかし、本年度のような災

害時におけるリスクを回避す

る策として、今後の栽培技術

％、

直接取引できるようになり、

間中の限界とされている

℃

出穂時期の平均気温が登熟期

その他の質問

いと考えている。

件も考慮し、判断していきた

米市場にも市場原理が導入さ

を大きく上回ったことが、乳

・永明 寺 古 墳 の 県 指 定 文 化 財
の進捗状況について

・利根 川 堤 防 強 化 事 業 の 進 捗

れた現在、生産者に自己責任

産調整が続くなか、目標面積

5.9

状況及び地域づくりについて

白米部分が多くなり、白未熟
年度、新規需要米の

米）の対応について

を達成する手法として、推進

栽培に市内農家１６０人が取

③ 今後の米の品種誘導について

を図ってきたところである。
生産調整協力者であることを

今後も、取り組んだ農家は
Ａほくさい羽生管内において

踏まえ、さらなる制度の改善

月６日現在、Ｊ
８９，２００袋が検査済であ

を国、県に要望するなど、支

年

る。全体の等級比率は、１級

援を続けていきたいと考えて

①平成

・答弁（経済環境部長）

と品質低下の要因について

②平成

が求められる状況になってい
年産の米の等級結果

27
り組んだ。市としても、米の生

22

②新規需要米（飼料米、米粉

①平成

粒発生の要因とされている。

また、県によると、夏季の

農業用水の配分時期等、諸条

３級米が１，８４５袋で

・６％という結果になった。

2.1

る。
そこで、
次の点を伺いたい。

糧法の下、小売店と生産者が

90

％、２

米が５，２７０袋で

平成22年産米は精米時に割れやすく
小粒になっている

響が及んでいる。また、新食

いては、夏の猛暑の影響等に

平成 年産の米につ

13

の構築の結果を待ち、また、

・質問

69

10

規格外米が８０，８４７袋で

1.4

12

より、収量、品質に多大な影

22

12

一般質問

22

22

22

そこが…
聞きたい

市政に
対する

平成23年２月15日 （２）
羽生市ぎかいだより
第193号

羽生市議会
基本条例につ
いてパブリッ
ク・コメントを
実施します。

羽生市議会では、議会

の役割や議員の責務の明

確化、市民との意見交換

会の実施などを規定した、

議会の最高規範となる議

会基本条例の策定に取り

組んでいます。

昨年から策定委員会を

組織し、さまざまな検討

を重ね、このたび、
「羽生

市議会基本条例（素案）
」

がまとまりました。

本条例の制定にあたり、

市民の皆様のご意見、ご

提言をお寄せいただきた

く、パブリック・コメン

トを実施いたします。

詳しくは、今月発行の

「広報はにゅう」２月号

又は、羽生市議会のホー

ムページをご覧ください。

環太平洋戦略的経済連携
協定について
入江 國夫 議員

・答弁（経済環境部長）

ついて伺いたい。

産業、また、農業への影響に

Ｐ参加による製造業、雇用や

産物が大量に輸入されるため、

によると、他国から安価な農

ついては、農林水産省の試算

また、農業における影響に

兆円の減

国内農業は打撃を受け、農業

関係のＧＤＰは約

ＴＰＰ参加による製造業へ
の影響については、不参加の

％から

よって農業施策については、

少、食料自給率も

に自由貿易協定を結んだ日本

水産省では参加により、約３

将来の参加を見据え、農地の

場合、アメリカやＥＵと独自

言われている。しかし、中小

と生産構造が酷似する韓国等

４０万人の雇用が失われると

けるので最高の環境になると

連携協定（ＴＰＰ）は、例外
企業は、価格競争に巻き込ま

が躍進し、日本のＧＤＰは約

環太平洋戦略的経済

品目なしに１００％の貿易自
れ賃金や雇用も減ると予想さ

協定に参加した場合、大企業

た経済連携協定であり、この
失われるなど損失は計り知れ

産業が廃業し、地方の雇用が

入農産物の増大により、関連

であると考えられている。

おいては、参加した方が有益

いる。このため、産業分野に

億円減少すると予想されて

約

省では参加しないことにより、

試算している。逆に経済産業

ストを下げるなどの環境整備

集約、大規模化を進め生産コ

・質問

る。
また、幼児虐待から高齢者

いった弊害が発生してきてい

なっている要件など、市の実

ついて、必要な要件や支障と

の推薦や現民生委員の継続に

ることはできないが、適任者

めているため、市独自で定め

県が民生委員の選任基準を定

厚生労働省の通知に基づき、

また、民生委員は、市民の

庁内調整を図りたい。

が民生委員に提供されるよう、

視点を持ち、必要な個人情報

市としても、地域福祉推進の

が示されている。そこで、当

ついて、適切に行うよう通知

県より個人情報の取り扱いに

出てきていることから、国・

情報が得にくくなり、支障が

暗が分かれると予想している。

見込んでおり、分野により明

たいと考えている。

より一層連携を密にしていき

生委員・児童委員協議会と、

て職務を続けられるよう、民

ていきたいと考えている。

に取り組める農家の育成をし

民生委員は、
児童委員

・答弁（市民福祉部長）

しかし、最近では個人情報

や個人情報の取り扱いガイド

く、
民生委員の推薦要件の緩和

ては、個人情報保護法の施行

ガイドラインの策定につい

ることなく、やりがいを持っ

る。そこで、過重な負担を感じ

進の中心的な役割を担ってい

推薦要件の緩和については、

保護法の施行により、民生委

ラインの策定など検討が必要

後、民生委員の活動に必要な

保泉 和正 議員

雇用や産業への影響を農林

を兼ね、社会奉仕の精神をも

の安否まで、職務範囲が広が

情を踏まえて検討し、県に要

身近な良き相談相手として地

民生委員について

って、常に住民の立場に立っ

り、労力も多大となっている。

望を出していきたいと考えて

員の職務の活動に必要な地域

と考えるが、見解を伺いたい。

行う活動を行っている。

住民の情報が得にくくなると

・ 消防団活動と西分署について

その他の質問

て相談に応じ、必要な援助を

このような状況に対応すべ

や、高品質を武器として輸出

にとっては関税撤廃により、
ないと考える。そこで、ＴＰ

万人の雇用が失われると

安い物と人を求めて自由に動

％に下がると言われている。

由化を目指し、物やサービス
れ、農業分野に至っては、輸

14

など、広範な分野を対象にし

・質問

    

40 12

域と行政を結び、地域福祉推

11
いる。
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て、事業見直しの行政視察を

地区土地区画整理事業につい

京都市伏見区の伏見西部第四

会」
を設置し、事業の見直しに

区画整理事業見直し検討委員

針等を検討すべく「岩瀬土地

当市も例外ではなく整備方

費の縮減につなげるため、既

物移転を減少させ、全体事業

また、区画道路については、建

縮小の方向性で考えている。

道路については、廃止や幅員

況を勘案し、機能が重複する

ては、都市計画道路の整備状

方針は、まず、道路整備につい

提言書を踏まえた市の指導

・答弁（まちづくり部長）

ていくのか見解を伺いたい。

て、どのように組合を指導し

は、地権者が積極的にまちづ

が明文化されているが、これ

として事業を進めていくこと

また、提言書では組合事業

用を図っていきたい。

に、国の補助金や交付金の活

や組合の支出を抑制するため

できる限り情報収集に努め市

の動きがある。このことから、

る補助金や交付金の制度改正

いても、地方に裁量をもたせ

されおり、区画整理事業につ

国庫補助制度の見直しが検討

いきたいと考えている。

関と調整し、手続きを進めて

言書を基本に地権者や関係機

密接に連携をとりながら、提

る。よって、今後とも組合と

計画上も有利であるためであ

岩瀬土地区画整理事業の
見直しについて

行った。このように全国で進
関する提言書が市長宛てに提

存道路を有効活用した線形と

くりに参加し、意向を反映し

れている状況である。

根岸 義男 議員

められている土地区画整理事
出されたところである。この

する必要があると考えている。

ていただくためであり、資金

都市民生委員会は、

業は、人口の減少、地価の下
提言書の内容を踏まえ、市は

さらに、現在、国会では、

・質問

落、自治体の財政悪化などか
コスト縮減や支出抑制につい

準じ、指導、助言を行ってい

の環境保全に関する条例」に

情については「羽生市あき地

公表も視野にいれ、本条例の

を図るため、氏名や所有者の

実際に実施してもらえる担保

また、指導事項について、

指導強化も含め改正すること

る。しかし、この条例には空

改正について、早急に取り組

良の空き地による火災や犯罪

き家についての規定がない。

んでいきたい。

により、空き家対策にも対応

そこで「空き家の所有者が

また、指導できる内容も適切

を未然に防止し、
生活環境の保

行政指導に応じない場合、氏

な管理の勧告通知までの規定

空き家における雑草の繁茂

・答弁（総務部長）

ら、事業計画の見直しを迫ら

空き家対策について

名や連絡先を公表できる」、

となっていることから、一部

していきたいと考えている。

化の進展に伴い近年、空き家

「緊急の場合は警察などと協議

の土地所有者の対応に苦慮し

全を図ることとなっている。

問題が発生してきている。こ

し対応できる」といった内容

ている状況である。

などの管理不良に起因する苦

のような空き家は、
雑草が繁茂

の条例を制定する自治体も増

藤倉 宗義 議員

し獣の住みかになることや、

えてきている。当市において

少子高齢化、核家族

放火や犯罪なども懸念される

・質問

が、それらの土地は私有地で

も、同様な対策を講じるべき

関する条例の趣旨は、管理不

現行のあき地の環境保全に

のあき地に関する保全条例を

趣旨であることから、
今後はこ

・公園の有効利用について

ついて

重要課題解決ＰＴの結成に

・市職 員 の 研 修 機 会 の 拡 大 と

その他の質問

あるため、行政としても対応

と考えるが、見解を伺いたい。

これは、空き家対策と同一の

に苦慮している実情がある。

岩瀬土地区画整理事業
（中央工区）

応の充実に重点を置きつつ、

今後は、早期発見、早期対

セリングなどを行っている。

談を行い、情報提供、カウン

教育部門では、就学前後に相

行う体制を整備した。また、

設置し、適切な助言や指導を

る。また、障がい児のデイサー

１名、民間で２名増員してい

２名であり、指導員を公立で

障がい児は、公立１名、民間

②学童保育室を利用している

していきたいと考えている。

ある支援が行える体制を整備

関係各課が連携し、連続性の

業などの実態を把握したうえ

実施予定の５歳児発達支援事

状、課題などを整理し、今後

ジェクトチームを設置し、現

よって、庁内において、プロ

体制整備が求められている。

れていないことから、早急な

題があり、
一貫した支援が図ら

情報共有、引き継ぎ体制に課

発達障がい者支援に関す
る施策について
機会の確保へ向けた取り組み

ビスとして、デイサービス施

隆 議員

について

で、計画策定について検討し

斉藤
・質問
③発達障がい者支援基本計画

名が通

・答弁（市民福祉部長）

今後も児童の状態を確認し

年４月１日よ

り発達障害者支援法が施行さ

設が設立、運営され

平成

れた。そこで、次の点につい
の策定について

①発達障害者支援法のこれま
①医療部門では、乳幼児健診

つつ、人員体制などを整備し

・ス ポ ー ツ 振 興 計 画 に つ い て

て伺いたい。
での施策の取り組み及び今後
後に巡回相談などの相談支援

ていきたいと考えている。

・学習状況調査について

小学校教育については、平

準に関する法律による制約が

学級編成及び教職員定数の基

制約や公立義務教育諸学校の

導入には、教育職員免許法の

り組んでいる。現在は、市内す

任制を導入し、課題解決に取

科を分担して担当する教科担

生が授業交換による得意な教

そこで当市においては、先

その他の質問

ていきたいと考えている。

の取り組みついて
事業を行い、福祉部門では 地

③現状では、関係部署間での

園している。

②放課後児童健全育成事業に
域生活、
就労の支援センターを

年の中央教育審議会にお

あるなどの課題もある。

成

いて、小学校高学年の児童に

を担任する学級担任制が採用

が図れる等の効果が期待でき

性を生かせる、授業の効率化

そこで、最近は先生の専門

事実であると認識している。

に戸惑いを感じていることも

学校での初めての教科担任制

ている。また、子どもたちが中

学級担任制の課題が指摘され

・指定管理者制度について

その他の質問

ていきたいと考えている。

教科担任制を積極的に推進し

かしつつ、現在実施している

今後は、各学校の特色を活

て実施しているところである。

それぞれの学校の実態に応じ

べての小学校で行なっており、

対する指導は、従来どおりの
方法では限界があるのではな

されている。これは、生徒の

る、教科担任制を採用する自

いかという提言がなされるな

さまざまな面を理解すること

治体が増加しているとのこと

なるといったデメリットもあ

ができる等のメリットがある

しかし、中学校のような専

・質問

反面、先生が得意分野を生か

であるが、教科担任制の導入

門性を追求する教科担当制の

ど、社会の急激な変化に伴い、

せない、数多くの教科を抱え

について、見解を伺いたい。

るとのことである。

ることが先生の多大な負担と

般的に、１人の先生が１学級

茂木 延夫 議員

小学校における教科担任
制の導入について

おける発達障がい児の利用の

・答弁（教育長）

20

17

日本の小学校では一

15
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生活道路の整備について

年

網の骨格を形成する幹線道路

で整備を進めている。今後の

度の完成を目指し、幅員６ｍ

用地取得が完了し、平成

と市民生活に必要不可欠な生

整備計画としては、平成７年

ある。分類すると、市内道路

活道路に大別される。

年にかけ用地取得

急車などが入れない狭い生活

①市内において、消防車や救

ｍ未満の道路が通行不可能と

プ車の車両の幅から、幅員２

いないが、救急車や消防ポン

可能な道路の詳細は把握して

域住民が一番その必要性や重

また、生活道路の整備は地

整備を進める計画である。

まえ、優先順位をつけ、順次

交通量や住宅の状況などを踏

が完了している路線を主体に、

から平成

・質問
道路はどれくらいあるか

㎞

すると、現状では４８８路線

現状で緊急車両の通行が不

厳しい状況にあり、財政の立
②生活道路の整備状況と今後

で、これらの総延長は約

中島 資二 議員

て直しのため、支出を抑制し、
の整備計画について

投資も必要であると考える。

た、道路整備などに対しての

と集中によるメリハリをつけ
いる道路が、３，０３４路線

①当市には、市道認定されて

・答弁（まちづくり部長）

いるのが、市道４１３２号線

②現在、拡幅整備に着手して

となっている。

あり、即座に対処することは

識している。財政的な制約も

要性を理解しているものと認

まれ、かつ育成されるために

会を担う子どもが健やかに生

動計画においては「次代の社

・質問

現状と今後の方向性

②羽生男女共同参画プランの

成状況

に掲げられた各種の目標の達

①羽生市特定事業主行動計画

点について伺いたい。

進めていきたいと考えている。

その他の質問

・羽生 総 合 病 院 の そ の 後 の 経
過について

学習事業として、フォーラム

参画情報紙「みらい」の発行や
し、

日となっている。よっ

に対し、０％となっている。

の開催などを行なっている。

今後は、指定管理者制度の活

あると考えられる。そこで、

が増加していることが要因で

譲の推進など、職員への負担

これは、職員削減や権限移

検証を行ない、目標達成に向

て、進捗状況の点検、評価、

会議、羽生市女性会議におい

今後は、女性政策庁内推進

めの相談室を開催している。

カウンセラーによる女性のた

成という状況である。

用や事務の民間委託などを有

・人と 動 物 の 共 生 、人 畜 共 通
感染症について

その他の質問

け、取り組んでいきたい。

②啓発事業として、男女共同

努めたいと考えている。

成すべく、職場環境の整備に

向上と併せ、計画の目標を達

効に活用し、市民サービスの

また、相談事業として、専門の

て、現時点では、目標は未達
時間の目標に対し、年
時間となっている。一方、
年次有給休暇の取得日数につ

間

年間

また、時間外勤務については、

10

16

面、男性は目標値である５％

日以上の目標に対

困難であるが、着実に整備を

職員が仕事と家庭生活の両立

・答弁（総務部長）

いては、

年度に

要である。しかし、時には選択

債務を返済していくことは重

当市の財政は非常に

24

である。これは平成

を図ることができるよう、働

6.4

市道4132号線（下新田地内）

16

あり、総延長は約８６４㎞で

47

そこで、次について伺いたい。

「イクメン」
の育成について
―男女共同の子育てについて―

きやすい雇用環境の整備、そ

①育児休業の取得率について

小野 幸夫 議員

の他の取り組みを行う」と明

は、女性は１００％である反

羽生市特定事業主行

記されている。そこで、次の

48

64

平成23年２月15日 （６）
羽生市ぎかいだより
第193号

勘兵衛松並木脇の県道等
の整備について
設ける計画であり、西側部分

間は幅員

ｍの歩道を両側に

①用水路から北側２００ｍ区

ると認識し、地域の協力を得

とが、景観形成上、大前提であ

木としての形を残していくこ

が最も有効であると考え、並

きたいと考えている。

松並木の保存に取り組んでい

とから、今後も地域と協働し、

る主要幹線道路として長く利

は、行田市から佐野市へ通じ

・質問

橋までの県道整備及び歩道の

①北河原用水以北から新昭和

こで次の点について伺いたい。

が進められようとしている。
そ

る。北河原用水路にかかる大

画であるが、詳細は未定であ

北詰の交差点まで整備する計

堤防の勾配に合わせ、昭和橋

強化事業の影響範囲であり、

橋までの区間は、利根川堤防

定である。また、北側の新昭和

保存に全力を注いできたが、

植の実施や土壌改良等、松の

を減少させていた。そこで、補

や松くい虫の害により、
年々数

の多い道路に面している影響

また、松並木の松は、交通量

えていきたいと考えている。

ながら松並木としての形を整

・羽 生 市 の 財 政 状 況 に つ い て

その他の質問

年１月に工事着手予

用されており、江戸時代には
整備計画について

石橋の歩道整備については、

衰退を完全に食い止めるには

は平成

日光脇往還と称されていた。
②勘兵衛松並木の景観形成と

橋と同様にコンクリートで拡

丑久保 恒行 議員

そして、現在、北河原用水以北
保存計画について

勘兵衛松並木脇県道

の県道西側は電柱の移設作業

至っていない状況である。勘

その他の質問

幅する計画となっている。

のある企画を協働で考え、実

・新たな施策について

・答弁（①まちづくり部長、

行していきたいと考えている。

が進んでおり、長年の課題で

・答弁（市長）

また、羽生市キャラクター

兵衛松は、地域の宝であるこ

はにゅうブランド戦略プラ

グッズ検討会については、
デザ

②並木の部分を保全すること

ンでは、当市に対する認知度

インを作製する研修費用など、

②生涯学習部長）

が低く、魅力が感じられない

あった県道並びに歩道の整備

という結果がでている。しか

はにゅうブランド推進事業交

羽生市のＰＲについて

し、言い換えれば、ＰＲ次第で

付金として、

部分があるが、これは根幹に

題として認知度が低いという

とも市をＰＲするうえで、有

活用する仕組みを構築するこ

キャラクターグッズ検討会を

また、市職員で構成される

みっとｉｎ羽生」であり、当

表的なものが「ゆるキャラさ

た方策を行っている。その代

観光交流１００万人を目指し

と考えており、そこで、現在、

ることから、
今後もより一層の

る。そのように実績もでてい

あり、新グッズを開発してい

生市観光協会からの交付金が

費用として、平成

ている。さらにグッズの作製

・いが ま ん じ ゅ う の 販 売 に つ
いて

は新鮮な受け止め方や好感度

関わる重要な課題である。そ

効であると考える。そこで、

期待を寄せるとともに支援を

中島 直樹 議員
してもらえる絶好の機会にな

の高いイメージを与えられる

万円を交付し

・質問

ると考える。

こで、知名度を上げるため、

市を全国に発信できたと確信

続けていきたいと考えている。

はにゅうブランド戦

略 プ ランにおいて、当市の課

日本全国に存在を積極的にＰ

当市のＰＲについてどのよう

している。今後も、インパクト

年度に羽

Ｒすることは、市民の郷土愛

に考えるか、見解を伺いたい。

20

勘兵衛松並木

作製されたキャラクターグッズ

2.5

23

を育む効果や当市を見つめ直

19
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連携強化や企業アンケート等

雇用が生まれる活動を展開し

アップを推進し、人が集まり、

ついても、知名度、イメージ

の実現を目指し、企業誘致に

住みたい、住み続けたいまち

①羽生市総合振興計画にある、

り部長）

・答弁（ ① 市 長 、 ② ま ち づ く

するため、経済産業省の機関

②当市の優遇制度を広く周知

図っていきたいと考えている。

的な支援を行い、企業誘致を

ーダーメード方式による全面

き合いがあった場合には、オ

きたい。そして、企業から引

識している。そこで、他市の結

き、有意義な方法であると認

いては、企業の実態が把握で

また、企業アンケートにつ

ていただく予定である。

県のホームページにも掲載し

ただいている。また、同様に

のホームページに掲載してい

である企業立地支援センター

企業誘致の積極的展開に
ついて
・質問
の実施による、積極的な企業
ていきたい。
間弱程度の距離、主要道路が

蜂須 直巳 議員

業誘致に向けて、企業立地促
アプローチ活動を展開してい
て伺いたい。

ネットワーク化されていると

当市においては、企

進条例や企業立地促進に関す
ところである。しかし、自主
①トップセールスマンとして

いった、当市の優れた立地条

その他の質問

討していきたいと考えている。

果を参考にし、実施に向け検

くべきと考えるが、次につい

自律のまちづくり、自主財源
の市長の役割について

件を生かし、当市を広くアピ

また、今後は、都心まで１時

の確保を図るためには、さら
②企業誘致に向けての取り組

・ 年
 度予算への重点課題反
映
   の考え方

ている。また、いじめや不登

の問題発生状況、特に学級崩

おけるいじめ、不登校、最近

２件となっており、教職員の

ては、懸念されている事案が

る。さらに、学級崩壊につい

名、中学校で

名となってい

不登校の人数は、小学校で６

し、少ない状況である。また、

なっており、全国平均と比較

学校で３件、中学校で０件と

員の意識啓発、学級崩壊が疑

いじめや不登校への支援、教

ムを設立し、実態に応じた、

する羽生市学校サポートチー

して、学校教育課長を中核と

らえている。そこで、対策と

が絡み合い発生しているとと

教員の指導上の問題等の要因

化に伴う教育課題に直面する

少子化や核家族化、社会の変

いきたい。

な対応で学校をサポートして

を隠ぺいすることなく、迅速

題が発生した場合でも、事実

返し確認している。今後も問

た学校経営を行うことを繰り

りうるという危機感に基づい

級崩壊、また、教師の病気休

壊や教師の病気休職の状況に

病気休職の状況は、２名であ

また、問題発生については、

についても注視していきたい。 校などの問題はいつでも起こ

あるが、数字に表れない部分

る奨励金交付要綱を制定した

なる企業誘致の取り組みが必

ールし、情報発信を行ってい

みについて

要である。そこで、県等との

・答弁（教育長）
年度において、小

職、特に精神疾患によるもの

ついて伺いたい。また、問題

る。以上のように、いじめ、

そこで、本市の教育現場に

勉 議員

が急増するなど、教育現場に

発生の原因及び問題解消の対

島村

おいては数々の問題が発生し

策をどう考えているか、併せ

われる場合などは、授業支援

いじめ、不登校、学

ている。これらの問題に取り

不登校などについては、平均

ればならないと考える。

値と比べると、少ない状況で

や担任への助言などを行なっ

15

・質問

組むには、関係者が協力、連

て伺いたい。

は、平成

当市におけるいじめの件数

教育現場における諸問題
とその対応について

23

携し、一体となって進めなけ

22

平成23年２月15日 （８）
羽生市ぎかいだより
第193号

議案に対する質疑
「議案に対する質疑」は、議会に上程された議案について、質
疑を行うことであり、賛否の意思決定をするため議案の提出者
に対し説明や考えを求めるものです。
今期定例会では、次の議員によって行われました。

斎場の経費は、工事請負費
％、管理運営費が

％、

及び修繕費を除くと、人件費
が

斉藤 隆 議員

羽生市保育所

設置及び管理条例の一部を改

号

コスト面については、この割

正する条例について

○議案第

合が示すように人件費におい

ついては、行政改革の一環と

・質疑

委託料が５％を占めている。

て大きな削減効果があると考

して整合性のとれた措置とも

第５保育所の廃止に

えている。指定管理候補者の
年

慮しながら、保育所の適正規

模化を図ったものである。

号、第 号

〈その他の質疑〉

・議案第

中島

○議案第

平成 年度羽

直樹 議員

号

生市一般会計補正予算
（第４号）

提案を基に比較すると、

いえる。しかし、一方で総合

・質疑

資金の借入申込数を約

農業振興助成事業の

借入金額を１億円と想定し、

る。１年間に生まれる子供の

％、３４０万

的子育て支援施策の中での廃

費の扶助費について、具体的

度当初予算比

止は、その整合性をどこに求

に今年度は、 年度、 年度の

アール当たり６，５４０円を

サービス面について、候補

めていけばよいのか、見解を

上半期と比較し、要保護・準要

県と市で負担し、被害面積に

者は、斎場の指定管理者及び

伺いたい。

保護の児童・生徒がどのくら

入江 國夫 議員
また、
助成金は、今回２種類

火葬業務の請負者としての経

・答弁（市民福祉部長）

たい。

用者の心情に沿った品位と礼

数は近年４００人前後と

小学校費及び中学校

の指定された融資制度につい

験が豊かであり、機器の故障

円の削減が見込まれる。

・質疑
て需要額調査を実施し、
これを

や緊急時の対応をはじめ、接

止予定とした理由は、羽生市

乗じたものである。

農業災害対策特別事業費補助
基に県の農業災害資金とＪＡ

遇研修を受けた従業員の適正

生市一般会計補正予算
（第４号）

金及び同対策資金借入利子助

の平成 年産米自然災害復旧

の人口減少が最大の要因であ

・答弁（経済環境部長）

その借入額に対して発生する

節を備えた、より良いサービ

今回公立保育所１カ所を廃

成金の算出基礎について伺い

配置など安定運営が図れ、利

今回の措置については、本

平成 年度分の利子相当予定
額を措置したものである。

茂木 延夫 議員

指定管理者の指定について

い増加しているのか、
伺いたい。

月

日現在で、小学

・答弁（学校教育部長）

本年

校については要保護児童数が

人、準要保護児童数が２３
スが提供できるものと考えて

している。また、羽生市は公

前と比較して２００人も減少

数が１４９人、計１６１人で

生徒数が

た、中学校については要保護

５人、計２６１人である。ま
いる。

立及び民間保育所が充実して
〈その他の質疑〉
号

人、準要保護生徒

いることから、待機児童もゼ

ある。
・議案第

％であり、

名のところ入所
名、入所率

月

人、

日現在で比較す

要保護・準要保護を合わせ、

同じく

年度

年度

人、 年

人の増加となってい

ると、小学校は

年度

る。中学校は

率となっている。今回の廃止

７つの保育所の中で一番低い

者

育所は定員

ロである。その中で、第５保

年

年の猛暑の影響により、県北
東部を中心とした地域に規格
外米が多数発生している状況
の中で、県が農業災害対策特
別措置条例に基づき災害指定
市においても羽生市農業災害

・質疑

羽生市斎場の

対策規定に基づき１，０８１

入することによって、
コスト面

号

ヘクタール、被害農家約２，

や市民サービス面でどのよう

は、子育て施策を後退させる

度

人の増加となっている。

ものではなく、保育サービス

の低下にならないよう十分配

66

21

23

をした。この指定措置に伴い、 ○議案第

３００戸を調査、確認し、災

な効果を期待しているのか、
伺いたい。

20

○議案第 号 平成 年度羽

20
22

88

79

75

名、

22

21

13

指定管理者制度を導

害指定したものである。
補助金は、次年度に作付す

・答弁（市民福祉部長）

20

11

15

89

20

20

22

86

60

22

30

30

20

14

12

11

13

79

○◯保育園

88

26

21

従って、就学援助費の支給

15

22

79

る種子代及び肥料代として

10
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に試算した結果、
当初見込みに

り金額に差異があるため、
詳細

額は学年や途中認定などによ

の女子に対して実施していき

学１年生から高校１年生まで

補助対象となる年齢である中

従って、市としては、国の

自立を促進させるかというこ

対する解決策は、いかにして

従って、保護世帯の増加に

することが本来の目的である。

とになり、具体的には就労の
確保が解決策の１つであると
考える。市は、そのため県の
人の方に職業

生活保護受給者チャレンジ事
業を活用し、

訓練、教育支援などを実施し、
一人でも多く自立するよう全

月定例市議会）

審議案件とその結果
（

議案第 号 平成 年度羽
生市一般会計補正予算
（第５号）

指定管理者の指定について

12

名、中学校で

対し小学校で

号 平成 年度羽

直巳 議員

名、対象者が増加している。 たいと考えている。

蜂須
○議案第
子宮頸がんワクチン

生市一般会計補正予算
（第５号）

22

・質疑

議員報酬及び費用弁償等
に関する条例の一部を改
正する条例
議案第 号 羽生市特別職
の職員で常勤のものの給
与及び旅費に関する条例
の一部を改正する条例
議案第 号 羽生市一般職
職員の給与に関する条例
等の一部を改正する条例
議案第 号 埼玉県市町村
総合事務組合規約の変更
について
◎ 月 日
原案可決
議案第 号 平成 年度羽
生市一般会計補正予算
（第４号）
議案第 号 平
成 年 度 羽
生市国民健康保険特別会
計補正予算（第１号）
議案第 号 平成 年度羽
生都市計画下水道事業特
別会計補正予算（第２号）
議案第 号 平成 年度羽
生市介護保険特別会計補
正予算（第３号）
議案第 号 羽生市保育所
設置及び管理条例の一部
を改正する条例
議案第 号 羽生市斎場の

22

力で取り組んでいる。

今後も、景気低迷に伴い、

詳しくは、市のホームペ

☎０４８（５６１）１１２１

22

幸夫 議員

が大変厳しい折、国や県の補

雇用環境が引き続き厳しく、

また、常任委員会の傍聴

フティネットとして、
単に保護

ージをご覧いただくか、議

22

小野

〈その他の質疑〉

傍聴について

助金がない中での実施は、
財源

また高齢や傷病等による雇用

（５席程度）も実施しており

▽議員提出議案
◎ 月 日
原案可決
議第６号議案 議会の議員
の議員報酬及び費用弁償
等に関する条例の一部を
改正する条例
議第７号議案 環太平洋戦
略的経済連携協定（ＴＰ
Ｐ）交渉参加等に反対す
る意見書
▽市長提出議案
◎ 月 日
原案可決
議案第 号 平成 年度羽
生市一般会計補正予算
（第３号）
議案第 号 平成 年度羽
生都市計画下水道事業特
別会計補正予算（第１号）
議案第 号 平成 年度羽
生市介護保険特別会計補
正予算（第２号）
議案第 号 平成 年度羽
生市水道事業会計補正予
算（第１号）
議案第 号 議会の議員の

費を支給し、
最低限の生活を保

79 17

について、補助対象年齢であ
平成 年度羽

当初見込みを大幅に上回るペ

の傍聴を実施しております。

確保の点から非常に厳しい。

機会の喪失などを背景に、依

ますので、開催日等をご確
認のうえ、お気軽にお越し

こともあり、費用対効果を考

（内線）５１３

84

80

る中学１年生から高校１年生
○議案第 号

生市一般会計補正予算
（第４号） ・議案第 号、 号、 号、 号

ースで保護世帯が増加してい
法はないのか伺いたい。

市役所５階で受付をして

羽生市議会では、本会議

費助成となると市単独の助成

・答弁（市民福祉部長）

また、
国の補助対象以外にも

然として増加傾向は続くもの

いただければ、どなたでも

幅広く公費助成をすることは、

と見込んでいる。

傍聴できます。

子宮頸がんワクチンが最も効

22
会事務局にお問い合わせく

ください。

22

障するだけでなく、
一人一人の

生活保護制度は、
最後のセー

22

慮すると積極的に取り組むこ

果的と言われている年代（

22
可能性を引き出し、
自立を支援

ださい。

75 30

とは困難であると考えている。

歳から 歳の女子）
から外れる

76

の女子だけでなく、高校２・
３年生などの女子も対象者に
いか伺いたい。

82

制度となる。
市では、
財政状況

ると思うが、抜本的な解決方

・答弁（市民福祉部長）

生活保護費について、

・質疑

89

22

含める助成制度を考えられな

86

21

国の補助対象年齢以外の公

80

85

81

22

17

77

23

19

12
12

78

22

87

82

86

88

89

11

11

83

79

89
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議会の議員の議員報酬及び

環太平洋戦略的経済連携協

廃を原則とするＴＰＰ交渉へ

定
︵ＴＰＰ︶交渉参加等に

の参加を行わないこと、また、

費用弁償等に関する条例の

常任委員会数の削減、一般質
国際交渉において、米や小麦

反対する意見書を国へ提出

問での大項目制の導入などの

一部を改正する条例を可決

議会改革を行う一方、本会議
粉等の重要品目を関税撤廃の

今定例会において、関税撤

や各委員会への出席に伴う日
対象から除外することについ

羽生市議会では、定数削減、

年４月から廃止

し、議員が審議会等の委員に
平洋戦略的経済連携協定（Ｔ

ての要望を趣旨とした、「環太

当を、平成
なっている場合の報酬を同年

３月定例市議会のご案内

日

金

曜日

土

日

日
月

水
木
金

水
木

午前

午前
午前
午前
午前
午前

午前

午前
午前

午前

内

容

時 本会議（市政に対する一般質問）

時 本会議（議案に対する質疑）

議案調査等のため休会

時 本会議初日（開会）

時刻

３月定例市議会は、左記のような日程で予定されています。
月
２月

日

日

２月

３月６日

月

ボートレース戸田

３月７日

火

市で構成する都市競

３月８日

県内

艇組合の収益金の一部は、毎

水

ＰＰ）交渉参加等に反対する

月から廃止するなど、公費

３月９日

意見書提出を求める請願」が

３月

年構成各市に交付され、市民

負担の削減についてもさまざ

の皆様の暮らしに役立ってい

日

日

日

日

日

日

日

日

日

金

木
ます。平成

３月
３月
３月
３月
３月
３月
３月
３月

３月

日

10

10

時 本会議（市政に対する一般質問）

10

時 本会議（市政に対する一般質問）

時 各常任委員会

休日のため休会

時 各常任委員会

中学校卒業式のため休会

時 各常任委員会

時 各常任委員会

事務整理等のため休会

時 本会議最終日（閉会）

※３月
２月 日
（火）
に開催予定の議会運営
 定例市議会の日程は、
委員会で正式に決まりますので、変更になる場合もあります。

３月

10

10

10

～

25
26
～
日

提出され、総務文教委員会に

SG第46回総理大臣杯（〜21日）

年度は８千万円

おいて審査が行われました。

の交付金がありました。

26

11

そして、このたび、往復１

委員会審査では、採択すべ

第21回

12
13

まな改正を行なってきました。
００㎞以上の公務出張や行政

きという結論に至り、本会議

日
19

視察の際に支給されている日

開 催

18

最終日に委員長報告を行いま

17

当についても廃止すべきとの

16

した。
そして、採択の結果、本請
願は採択と決しました。

土

19

考えから、議員提案で条例改
正案が上程され、賛成全員で
可決されました。なお、本改

この結果を受け、８名の議

金

18

10

10

10

10

10

正条例は、本年１月１日から

木

17

土
火
～

員による議員提出議案として、

12
4

14
15

17

施行されています。

11
開設1周年記念

16
17
18

「環太平洋戦略的経済連携協定

10

15

（ＴＰＰ）交渉参加等に反対す

9
7

る意見書」が上程され、賛成

8

14

全員で可決されました。
本意見書は、内閣総理大臣、

太田胃酸カップ

3

13

総務大臣、外務大臣、財務大
臣、経済産業大臣、農林水産
大臣に提出しました。

22

第5回隼・
2

6

～

21

5
3月1日
28
27

ボートピア栗橋カップ
東京スポーツ杯

25
24
23
22
21

23

16

20

24

10

TPP
水

2月16日
火
月
日
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日・・・

人

７人

２人

月定例市議会傍聴者数

月

月８日・・・

９日・・・

日・・・

日・・・

人

３人

人でした。

62

各常任委員会の経過

12

員

員

員

２人

２人でした。

日・・・

計

高 橋 督 儀

中 島 資 二

勉

藤 倉 宗 義

島 村

松 本 敏 夫

（内線）５１３

☎０４８（５６１）１１２１

ご意見などを
編集委員会まで

委

委

委

副委員長

委 員 長

《議会だより編集委員会》

月

常任委員会傍聴者数

計

18 32

30

17 10

13

する。よって採択すべきであ
る。」との意見がありました。
これらの審査の結果、付託
議案２件は、いずれも原案の
とおり可決すべきものと決し
ました。また、請願１件は採
択すべきものと決しました。

11

12 11

12

都 市 民 生

14 99

総 務 文 教

ありました。
また、羽生市斎場の指定管
理者の指定についての審査で
は「指定管理者制度の導入後
は、
市内からの雇用が見込める
のか。」との質疑に対して「当
面は、タカラビルメン株式会
社の斎場管理部門から導入担
当者が来るが、全体で５名の
ローテーションで運営する予
定である。
市内からの雇用については、
火葬業務補佐１名と受付業務
２名を考えている。また、将
来的には、市内からの採用者
を場長に育成したいと伺って
いる。
」との答弁がありました。

これらの審査の結果、付託
議案７件はいずれも原案のと
おり可決すべきものと決しま
した。

審査結果を報告する松本委員長

委 員 会
委員会に付託された案件は、
議案７件でした。
平成 年度羽生市一般会計
補正予算第４号の審査では、
保健衛生総務費において「妊
婦一般健康診査の助成券を利
用した受診率の推移で、１回
目が ・５％と高いのに対し
て、 回目となると ％とか
なり低くなってしまう。この
結果をどのように考えている
のか。」との質疑に対して「１
回目から 回目までは高い受
診率であるが、 回目から受
診率が下がるという傾向にあ
る。これは、受診しなくなって
しまうのではなく、
予定日より
早く生まれることなどが理由
であると考える。
以上の理由により、 回目
の受診率が ％と低い結果に
なっているが、問題はないも
のと考えている。」との答弁が
28

14

22

10

28

由貿易のなかで、将来的には、
参加しなければならないと考
えるが、農業振興の体制が整
備されていない現状では、時
期尚早であり参加のリスクが
大きいと感じる。また、食料
自給率の低下が進めば、食料
の輸入が途絶えた際に、日本
が飢餓に追い込まれる可能性
も考えられる。そのような事
態も見据え、食料の安定供給
が補償され、安心して生活で
きる方向性が見い出せない現
状においては、参加に反対す
るこの請願の意思表明に賛同

審査結果を報告する島村委員長

委 員 会
委員会に付託された案件は、
議案２件、請願が１件でした。
平成 年度羽生市一般会計
補正予算第４号の審査では、
農業振興費において
「記録的な
猛暑により県産ブランド米、彩
のかがやきを中心に規格外米
が多発しているが、被害面積
について伺いたい。
」
との質疑
に対して「当市では、合計で
１，０８１ヘクタールの被害
が確認されており、内訳とし
ては彩のかがやきが、９３６
ヘクタールの猛暑による被害を
受け、 ％の被害率となって
いる。
また、
その他、１４５ヘ
クタールが被害を受けており、
主な品種は朝の光である。
」と
の答弁がありました。
また、環太平洋戦略的経済
連携協定（ＴＰＰ）交渉参加
等に反対する意見書提出を求
める請願の審査では「国際自
22

99
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＊羽生市議会のホームページを開設しています。
『羽生市のホームページ』
からアクセスできますので、
ぜひご覧ください。

