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: 1☆ 新庁舎での議会状況 ☆ ・ 第1回 佐野市定例議会

・ 消防本部新庁舎落成式
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新庁舎議場にて、平成28年第1回定例議会が2月 26日

から26日間の会期で行われました。

新庁舎での議会は2回目ですが、一般質問も一間―答

方式の実施や、従来のケーブルテレビによる実況放映と

共に、インターネットで生と録画により議会状況が見られ

る様になりました。

新庁舎となつた議会を見ますと、一般質問の傍聴者数

が大きく増力□しています。仮庁舎での約3年間の平均傍

聴者数43人に対し、新庁舎で|よ、平成27年第4回が178

人、平成28年第1回が132人でした。

今後とも、活性化した議会実現のため、多くの市民の

皆様の傍聴を、宜しく、お願い致します。議員も緊張を

持つて行います。

新議場
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新庁舎に14.8億円、その他、デジタル方式の消防・救

急無線システムにア.2億円かけ、完成しました。

これにより、防災拠点の充実が図られ、災害等に迅速で

的確な対応が進むと思われます。

今回の第 1回定例議会では、(

提出され、全て可決されました。

以下の要点を、次に述べます。

(1)条例の改正・報告・補正予算等  47件
(2)平成28年度一般・特別会計予算 13件

(3)一般質問 (質問者 19名 )

。人事院の勧告により、市議及び市長等の特別職の年

末手当が5%、 市職員の給与が0.4%等値上げされま

した。(議員 :年間約3万円、市職員 :年間約4.8万円増)

。旧田沼高校運動場を佐野市国際クリケット場として整

備することに決定。(本年度予算 :872万円)

。こどもクラブの増設により、佐野小、天明小、植野小、

城北小、赤見小、田沼小及び多田小の学校では、6年

生まで学童保育に預けられる様になりました。

平成28年度の一般会計、特別会計、企業会計予算は、

次頁の表のタロくです。

一般会計は過去3番目の465億5,000万 円となり、前

年より01,500万 円(00.3%)の伸び率となり、事業費

をみると、生活保護扶助費給付費 18億 4993万円が最

も大きい。

3つの会計合計は、過去2番目の大型予算となる。

前年との、予算変化の主な要因を、次頁に示します。
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●ゴミの収集に参加

・高萩陸橋付近 (2月 21日 )

・佐野中央
ライオンズクラブ実施
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平成28年度 一般・特別会計予算歳出状況 (△ :マイナス)

28年予算
対前年

予算比 (%)
対前年

予算増減額

一般会計 歳出 (百万円) 46,550 △ 0.3 △ 150

人件費
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〈一般会計〉
。物件費 :ク リーンセンター委託 9アフ百万円 (①288百万円)。

。扶助費 :こどもクラブ整備 346百万円 (① 188百万円)。

(国保)事業会計繰出 1,101百万円 (① 160百万円)。

・普通建設事業費 :新庁舎 。消防庁舎建設費 284百万円

(01,134百万円)。

葛生・田沼行政センター整備 506百万円 (① 293百万円)。

。その他 :保育園建設。民 FBO保育園施設整備支援 1フ 1百万円

(① 163百万円)。

公共施設整備基金 500百万円 (① 500百万円)。

*人□減少防止予算関係としては、約 1,959百万円有り。

〈特別会計)

・介護保険 (保険):居宅・地域密着型サービス給付 5,885百

万円 (①301百万円)。

・佐野田沼インター産業団地 :市債償還・一般会計繰出 フ23

百万円 (① 658百万円)。

〈企業会計〉

・水道事業 :拡張事業費 558百万円(0318百万円)。

予算特別委員会が4日 間開催され、10項目からなる要望書が市

長に提出さねました。(詳細は、小暮ホームページに掲載)

**電 力の小売 り全面 自由化 **
(質問)

① 大□電力の自由化が平成12年から進行しているな

か、各種電力会社の検討は。

② 今回、平成28年4月から50kw未満の電力の自由化

が始まるが、考えは。

(答弁)

① 田沼、葛生庁舎、葛生アクト保健センタや保育所。小中

学校の一部など22施設で、平成25年から新電力契約

を進めている。18ヶ月間ですが1,780万円程の効果

をみている。

② 50kw未満の市の施設は、負荷率が10%から20%未

満がほとんどであり、今後、状況にあつた電力会社の

検討を進めていく考えでいる。

**「佐野市子ども・子育て支援事業計画」 **

(質問)        の状況に関して

①就学前の入所申し込み児童の状況について。

② 2人以上の保育児童を抱え、大変な思いをして、別の

保育所に預けて働いている家庭の状況は。

③ 川ヽ学校4年生から6年生まで預けられる、こどもクラブ

の計画と整備状況は。

④ 病児保育の要望に対する、現状と今後の計画。

(答弁)

① 平成27年度の保留児童数ですが、3～ 5歳児38人、2

歳未満児77人。平成28年度の見込みは、3～5歳児

55人、2歳未満児108人。平成29年度は減少する。

(希望 :保留児童数ゼロの早期実現を。)

② 複数の児童を抱えている家庭は20世帯で41人おり、

別の施設利用は、15世帯で 33人となつている。

③ 学校利用 (佐野小、天明小、赤見小、多田小)と新建築

(植野小、城北小、田沼小)により、こどもクラブを計画

通り整備した。今後も計画通りに進めば、全ての児童

が受け入れ可能となる。

④ 現在、体調不良対応型と病後児対応型の対応を行つ

ている。病児対応施設は予定しているが、今後、様子

をみて検討。

一般質問 (小暮ひろし)


