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小暮ひろし市議会報告

議員生活4年

早いもので、議員生活も4年 目にな りました。

議員として活動 しようとしたときに掲げた行動基準

を机の前に置き、何をすべきかを時々考えております。

市民の意見を行政に生かすために、パイプ役に成 り

たいと思つておりますので、何な りとこ連絡下さい。

情報発信も必要と考え、昨年からホームページを立

ち上げました。

http://kogure‐hiroshiicom
新庁舎位置の検討、国民健康保険税の評価は、掲載

して良かつたのではと思つております。参照可能な方

は、見てこ意見を下さい。

・合併後の、住
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安全で、環境のよい街づくり

市民の声が届く、街づくり

国民健康保険運営協議会 (4月 17日 )

前回、佐野市国民健康保険は、約 8億 7,000万 円の

不足が発生するため、保険税 30.80/0の値上げが諮問

されましたが否決された。

今回、保険税 17.40/0の 値上げが再諮問されました。

保険税の収納率向上対策、医療費を安くするための対

策、保険税低減策 (今回は、一般会計から特別繰入約

1億 8,000万円)を盛り込み、諮問は可決されました。

佐野市国民健康保険税は、税率の改定によリアップ

し、低所得者への軽減額も大きくなつています。この

結果は、小暮のホームページ にも示しました。

退職者がカロ入する市町村国民健康保険は平均所得が

約 80万円と、公務員等の共済組合や大企業サラリー

マンの約 300万円、中小企業サラリーマンの約 200

万円と比較して低く、負担率が大きくなつています。

これから少子化は進み、退職者は増加し、市町村の

国民健康保険制度はますます厳しくなると思われます。

制度改正が必要と感じております。

・議員生活4年

。国民健康保険運営協議会 (4月 17日 )

・平成24年第3回消防組合議会臨時会 (6月 22日 )

。平成24年第2回 6月定例議会 (6月 1日 ～15日 )

今回の国民健康保険制度の負担 (1人家族)の状況を

図と表で示します。(小暮ホームページにも掲載)

今回、保険税限度額は 68万円から73万円に引き

上げられましたので、限度額者は負担率 7.40/0ア ップ。
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第3回消防組合議会臨時会 (6月 22日 )

臨時議会の事件として、議長の選挙、監査委員の選

任、水槽付ポンプ自動車の取得及び平成 24年度消防

組合一般会計補正予算。

水槽付ポンプ自動車の取得は、平成 25年 1月 に北

分署に配備予定の指名競争入札の議決の件。(2千万円

以上の物件)

予定価格に対して、落札率は 84.700/0で 、金額は

5,355万円でした。

入札参加業者は 6社、最高と最低の差 31%(480

万円)あ りました。

平成 24年度消防組合一般会計補正予算では、平成

23年度の繰越金約 1,600万円が確定したため、消防

施設整備事業債を減らす内容でした。

―  (平成23年度)負担率 (%)

―  (新改定予想)負担率 (%)

囀計 被保険者率 (%)

― 滞 納 率 (%)

べ嚇摯共済組合 (7.83%、 本人1/2)

轟レ苺健保組合 (8%、 本人1/2)

表 保険税のアップ率 (%)、 額 (万円)
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平成24年第2回 6月定例議会 (6月 1日～16日 )

今回の定例議会では、人事案件、報告12件、議案 24件、

一般質問及び請願2件が議題となりました。次の内容に

ついて、報告します。(請願として、葛生庁舎用地の再

開発関係他)

(1)正副議長、監査委員の選出他

(2)入札関係及び平成 24年度一般会計補正予算

(3)一般質問 (質問者13名 )

(1)正副議長、監査委員の選出他

正副議長の選挙が行われ、議員総数27票中、林氏は

20票、青木氏は21票をそれぞれ獲得して選出。

議 長  : 林 敬忠 (会派 :新政佐野 、74歳 )

副議長 : 青木栄吉 (会派 :大樹、72歳 )

市長より監査委員選任の提案があり、全員賛成。

監査委員 : 荒丼仁市 (会派 :政友みらい、73歳 )

小暮ひろしは、経済文教常任委員会と、9名で構成

されている議会運営委員会委員となり、活動します。

(政友みらいを結成 :岩崎俊道、荒井仁市、藤倉義雄、

篠原一世、山菅直己、井川克彦、小暮博志 以上7名 )

(2)入札関係及び平成24年度一般会計補正予算

入札関係として、下表のクロく6件ありました。消防ポ

ンプ、あずま保育園新築工事、(仮称)北部学校給食セ

ンター関係及び車取得です。

このらの案件は、新しい電子入札により行われました。

工事関係の落札率 950/0～ 97%に 対 し、車関係は

76%～81%で した。

最低価格と最高価格との差を調べてみますと、工事関

係の 0.90/0～ 2.20/0に対し、車関係は 9.9°/oと 44.7%
でした。

電子入札になつたから落札状況が変化する理由はない

と思います。工事関係は市内業者で競争する状態になっ

ていますが、もう少し競争が欲しいと感じました。

一般会計補正予算では、約 2.7億円の増カロですが、

国民健康保険への特別支出が約 2.2億円あります。

それから、インラン ドポー ト事業誘致事業費とし

2,000万 円が追加されま した。(国 か らの助成金

1,500万円有)

他に、2つ学校屋根外壁改修事業費約 1,700万円が

ありました。

(3)一般質問  (質問者13名 )

*** 小暮ひろ しの―般質問 ***
介護保険について

栃木県内の全 14市の介護保険料基準額を調べてみる

と、佐野市が最も高く 5,000円、最も安いのは宇都宮

市の 4,058円であり、平均でみると4,500円でした。

介護保険料が高くなつている理由を教えて頂きたい。

又、保険料を下げる ような施策はあるのか、を質問。

(答弁)介 護認定者の比率を見てみますと、佐野市の

1790/0に対して、隣接する足利市や栃木市より相対的

に約 10%高く、介護施設も多い。更に、準備基金から

の操出も佐野市は5億円近く少なくなつている。したが

いまして、保険料が高くなつている。

又、介護者を少なくするために、介護予防の充実を推進。

2.新庁舎建設について

青梅市の進行状況を調べてみますと、基本設計委託

契約から実施設計完了まで 1年 10ケ月かかつている。

平塚市の場合はプロポーザルで設計業者選定して基本

設計を作り、パブリックコメントを行つて基本設計完成ま

でに 1年 1ケ月。その後、実施設計に 1年を費やしている。

佐野市の場合、基本設計期間 4ヶ月、実施設計期間

8ヶ月になつている。期間が短いため、情報公開も早く、

多くの意見収集も少しでも多くできる様にすることが大

切と思う。

庁舎建設にあたり、佐野市でも、新庁舎建設課の中の

ホームページで公開など行つておりますが、もつと見や

すくし、色々な意見もネット上で多く取り入れる様な配

慮が大切と思うが、どう考えているか、を質問。

(答弁)庁 舎建設情報は一面で見られる様にするとと

もに、市民の意見も広く受けて行きたい。

3.国民健康保険 (国保)について

再度、佐野市の各年齢における滞納率を調査して頂い

たところ、全国と同じような傾向があり、年齢と滞納率

の相関関係が 0.955と 非常に大きいことが解りまし

た。(下図)若い人への啓蒙が必要。

国保の使用状況がオンラインで分かるようになれば、

滞納者への対応も早くでき、滞納率も減らせるのではな

いか、を質問。

(回答)国保のオンライン化ができると、医療相談や

指導が早くでき、滞納減少も考えられる。しかし、環境

整備等が必要である。
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