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◎ 次 第

１）開 会 司 会 10:00

２）議長挨拶 議 長

３）議員紹介 司 会

４）報 告

①議会・委員会の仕組み 議運長

②予算審査特別委員会 委員長

③総務委員会 委員長

④文教福祉委員会 委員長

⑤環境生活委員会 委員長

⑥報告に対する質疑応答 担当委員長

～休 憩～ 11:00

５）意見交換 11:10

６）閉 会 12:00
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◎第１部 議会報告会 目次

• 目次 ３

• 議会運営委員会 ４～５

• 特別委員会

予算審査特別委員会 ６～１２

• 総務委員会 １３～１５

• 文教福祉委員会 １６～２２

• 環境生活委員会 ２３～２６

• 質疑応答 ２７

龍ケ崎市議会報告会＆意見交換会2016/5/8 3



● 議会運営委員会
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• 議会の役割



● 議会運営委員会
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• 議会の仕組み

• 市議会とは、年4回召集される定例会と、必要がある場
合開かれる臨時会とがあります。定例会と臨時会

• 議会の招集は、通常市長が行い、議員定数の半数以
上が議場に出席して開かれる会議をいいます。

• この会議で市の意思が決定されます。
本 会 議

• 委員会は提出された議案を分担して、専門的、能率的
に審議する機関をいいます。

• 常任委員会は、３委員会が設置されています。

• 特別委員会は、特に重要な事柄について審査や調査
するために、必要に応じて設けられます。

委 員 会

• 議会の閉会中でも各委員会では、必要に応じて会議を開いて重
要事項の調査審議をしたり、他市の事業などの実態を調査し、ま
た市民の声を市政に反映させたりするための活動を続けています。

閉会中の活動



● 議会運営委員会

2016/5/8

本会議

議会運営
委員会

常任委員会

総務委員会
文教福祉
委員会

環境生活
委員会

特別委員会

龍ケ崎市議会では議員が３つの常任委員会に分かれて所属します。

このほか円滑な議会運営を図るため、議会会期日程や議案の付託先を決
める議会運営委員会、特定の事件を審査する特別委員会などがあります。

★予算審査特別委員会
★決算特別委員会

6龍ケ崎市議会報告会＆意見交換会

一部事務組合
・稲敷地方広域市町村圏事務組合議会(５名)
・茨城県南水道企業団議会(４名)
・龍ケ崎地方塵芥処理組合議会(８名)
・龍ケ崎地方衛生組合議会(４名)



● 予算審査特別委員会
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★所管部署紹介（全部署）

○総務部 ○総合政策部
○教育部 ○健康福祉部
○都市環境部 ○市民生活部

議案番号 議 案 内 容 議決結果

議案第３２号 平成２８年度龍ケ崎市一般会計予算 賛成多数可決

議案第３３号 平成２８年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計予算 賛成多数可決

議案第３４号 平成２８年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算 全会一致可決

議案第３５号 平成２８年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算 全会一致可決

議案第３６号 平成２８年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計予算 全会一致可決

議案第３７号 平成２８年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算 全会一致可決

議案第３８号 平成２８年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算 全会一致可決

議案第３９号 平成２８年度龍ケ崎市介護サービス事業特別会計予算 全会一致可決

・国民健康保険事業・公共下水道事業
・介護保険事業・後期高齢者医療事業
・障がい児支援サービス事業 他２件



● 予算審査特別委員会 議案第３２号

2016/5/8

平成２８年度龍ケ崎市一般会計予算
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● 予算審査特別委員会 議案第３２号

2016/5/8

平成２８年度龍ケ崎市一般会計予算
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● 予算審査特別委員会 議案第３２号

2016/5/8

平成２８年度龍ケ崎市一般会計予算
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● 予算審査特別委員会 議案第３２号

2016/5/8

平成２８年度龍ケ崎市一般会計予算
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● 予算審査特別委員会 議案第３２号

2016/5/8

平成２８年度龍ケ崎市一般会計予算
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● 予算審査特別委員会 議案第３２号
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平成２８年度龍ケ崎市一般会計予算

13

たつのこフィールドに大型照明が設置されます。
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● 総務委員会

2016/5/8

★所管部署紹介

14

議案番号 議 案 内 容 議決結果

議案第１号 龍ケ崎市行政不服審査に関する条例について 賛成多数可決

議案第２号 龍ケ崎市職員の退職管理に関する条例について 全会一致可決

議案第１２号 龍ケ崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 賛成多数可決

議案第１３号 龍ケ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について 賛成多数可決

議案第１４号 龍ケ崎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に
ついて

賛成多数可決

議案第１７号 龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例について

全会一致可決

議案第２４号 平成２７年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第４号） 賛成多数可決

議案第４０号 教育長の期末手当に関する条例について 賛成多数可決

請願第１号 「平和安全保障関連法」の廃止へ意見書提出を求める請願 賛成少数不採択

○総務部
・人事行政課・財政課・税務課・納税課
・契約検査課・危機管理室・市長公室

○総合政策部
・企画課・資産管理課・情報政策課
・シティセールス課・道の駅プロジェクト課
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※項目が多いため、一部の議案は表示していません。



● 総務委員会 議案第２４号
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平成２７年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第４号）

15

◎議案の主な内容
・スマートフォンアプリ構築・運用
システム構築の委託料

・住民情報基幹系システム修正
システム修正の委託料

・地域イントラネットシステム設定
システム設定の委託料
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● 総務委員会 請願第１号

2016/5/8

「平和安全保障関連法」の廃止へ意見書提出を求める請願

16

「戦争法を廃止する」龍ケ崎市
民の会

代表者外１３４０名が提出した
請願は、賛成少数で不採択に
なりました。
委員会･･･賛成少数不採択
本議会･･･賛成少数不採択
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● 文教福祉委員会
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★所管部署紹介

議案番号 議 案 内 容 議決結果

議案第３号 龍ケ崎市の新しい学校づくり審議会条例について 全会一致可決

議案第４号 龍ケ崎市地域福祉計画推進委員会条例について 全会一致可決

議案第５号 龍ケ崎市駅前こどもステーションの設置及び管理に関する条例について 全会一致可決

議案第６号 龍ケ崎市保育士等修学資金貸付条例について 全会一致可決

議案第７号 龍ケ崎市特定健康診査等実施条例の特例に関する条例について 全会一致可決

議案第１８号 龍ケ崎市介護保険条例の一部を改正する条例について 全会一致可決

議案第１９号 龍ケ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備，運営等に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例について

全会一致可決

議案第２０号 龍ケ崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営，指定地域密
着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例について

全会一致可決

議案第２４号 平成２７年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第４号） 賛成多数可決

議案第４０号 教育長の期末手当に関する条例について 賛成多数可決

○教育部
・教育総務課・生涯学習課・指導課
・スポーツ推進課

○健康福祉部
・保険年金課・健康増進課・社会福祉課
・こども課・高齢福祉課



● 文教福祉委員会 議案第３号
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龍ケ崎市の新しい学校づくり審議会条例について

目的

龍ケ崎市の小中学校の教育環境を整備し
充実した学校教育の実現を目的としている

条例制定の背景

平成２１年度から小中学校の適正規模・
適正配置の取組みがスタート。

平成２３年５月 「龍ケ崎市立小中学校適正規模・適正配置に関する基本
方針」を策定。
平成２８年４月 「学校教育法等の一部を改正する法律」が施行。→小中
一貫校を実施できる環境が整う。



● 文教福祉委員会 議案第３号
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龍ケ崎市の新しい学校づくり審議会条例について

教育を取り巻く環境が大きく変わる
中で、小中学校の適正配置や小中
一貫教育に関することを主要議題
に、龍ケ崎市の将来を見据えた教
育の在り方について、大局的観点
から議論し、その取りまとめをする
教育委員会の附属機関が龍ケ崎
市の新しい学校づくり審議会



● 文教福祉委員会 議案第５号
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龍ケ崎市駅前こどもステーションの設置及び管理に関する条例について

目的

駅前の利便性の高い場所に送
迎ステーションと子育て支援セ
ンターを設けることで、市民の子
育て支援の推進を図ることを目
的としている。



● 文教福祉委員会 議案第５号
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龍ケ崎市駅前こどもステーションの設置及び管理に関する条例について

送迎ステーションとは
保護者の通勤時間が児童の通う保育所
等の開所時間外である児童を一時預かり
して、送迎ステーションから各保育所等
に送迎することで、保護者の負担軽減や
地域的偏在による保育所等の入所者数
の均衡を図るための施設

子育て支援センターとは

児童とその保護者を対象に、自由に遊べる場の提供並びに子育
てに係る相談や情報提供を行うための施設



● 文教福祉委員会 議案第６号

2016/5/8 22龍ケ崎市議会報告会＆意見交換会

◆龍ケ崎市保育士等修学資金貸付条例について

目的

保育士や幼稚園教諭の資格取得
を目指し、将来、龍ケ崎市内の保
育園や幼稚園等で業務に従事し
ようとする方に修学資金の貸し付
けを行う制度で、保育士の確保を
図り、保育環境を整備することを
目的としている。



● 文教福祉委員会 議案第６号
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◆龍ケ崎市保育士等修学資金貸付条例について

誰が借りられるの？
龍ケ崎市民で保育士養成施設などに在学する方
いくら借りられるの？
○月額３万円で無利子 ○貸付期間は２年以内
いつまでに返すの？
貸付期間が満了となってから５年以内が原則
一部免除

貸し付けを受けた方が資格取得後、市内の保育所などで２年以上勤
務して退職した場合、勤務年数に応じて返還金の一部を免除
全額免除

市内の保育所などで５年以上保育士などとして勤務した場合には、返
還金が全額免除



● 環境生活委員会
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★所管部署紹介

議案番号 議 案 内 容 議決結果

議案第８号 龍ケ崎市消費生活センターの設置並びに組織及び運営等に関する条例について 全会一致可決

議案第９号 龍ケ崎市企業立地促進条例について 全会一致可決

議案第１０号 龍ケ崎市出張所設置条例の一部を改正する条例について 全会一致可決

議案第２１号 龍ケ崎市暴力団排除条例の一部を改正する条例について 全会一致可決

議案第２２号 龍ケ崎市営住宅管理条例の一部を改正する条例について 全会一致可決

議案第２３号 龍ケ崎市農業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止する条例について 賛成多数可決

議案第２４号 平成２７年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第４号） 賛成多数可決

議案第２６号 平成２７年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 賛成多数可決

議案第２７号 平成２７年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 賛成多数可決

報告２号 専決処分の承認を求めることについて
（和解に関することについて）

全会一致承認

請願２号 ＴＰＰ協定を国会で批准しないことを求める請願 賛成少数不採択

○都市環境部
・都市計画課・施設整備課・下水道課
・環境対策課

○市民生活部
・市民窓口課・市民協働課・商工観光課
・農業政策課・交通防犯課



● 環境生活委員会 議案第９号
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龍ケ崎市企業立地促進条例について

25

龍ケ崎市は企業誘致に全力で取り
組みます。

今までの制度よりも企業に有利な制
度を設けて、新規企業の誘致に取り
組みます。

企業進出→人口・雇用・税収アップ

変更点
• 産業分類緩和→運輸業もＯＫ
• 大企業から小規模企業まで対応

龍ケ崎市議会報告会＆意見交換会



● 環境生活委員会 議案第１０号

2016/5/8

龍ケ崎市出張所設置条例の一部を改正する条例について

26

サプラ専門店内に、
「市民窓口ステーション」を
設置します。

• 開設日 平成２８年７月１日(予定)

• 開庁日 サプラの開館日に合わせ
ます。

• 西部出張所・東部出張所と同じ内
容のサービスが受けられます。

• 時間：１０：３０～１９：００（予定）

龍ケ崎市議会報告会＆意見交換会



● 環境生活委員会 議案第２３号

2016/5/8

龍ケ崎市農業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止する
条例について

27

現在までは、農業委員を一般選挙
で選出していましたが、今後は市長
の任命することに変更されます。

• 地域からのヒアリング
• 農業委員の推薦者を決定
• 議会の承認
• 市長の任命
このように変更されます。

龍ケ崎市議会報告会＆意見交換会



● 委員会説明への質疑応答

2016/5/8

委員会報告に対する質疑を
行います。

質問の内容は、報告内容に
ついてお願いします。

28



● 第１部 議会報告会 終了

2016/5/8

議会報告会を終了し、
意見交換に移ります。

休憩１０分

29龍ケ崎市議会報告会＆意見交換会



◎第２部 議会意見交換会 内容

各グループに分かれて意見交換を行います。

2016/5/8 30龍ケ崎市議会報告会＆意見交換会

ステージ

議会運営

委員会

総務

委員会

環境生活

委員会

文教福祉

委員会



● 第２部 議会意見交換会

2016/5/8

意見交換会を行います。
注意事項

・「議会・総務・文教福祉・環境生活委員会」それぞれの分野
に対するご意見をお聞かせ下さい。

・議員個人への質問は控えてください。
・議員は発言に注意してください。
・回答できない項目もございます。
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2016/5/8

議会意見交換会を
終了します。

・本日はご参加いただき、ありがとうございました。
・アンケートは、ご記入いただき提出ください。
・次回の議会報告会をお楽しみに。
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