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○ 通告第１号 猪股 和雄 議員 

（１）久喜市の財政調整基金の積立金残高が、毎年の「中期財政計画」で今後は減る、来年度

からは減るとされてきたのとは裏腹に急激に増え続けていることを指摘してきた。24年度

末積立金現在高 45億 3900万円から、25年度末 53億 7900万円、26年度末 54億 8600万円、

27年度末 55億 1000万円、28年度末 58億 2000万円と過去最大を記録した。 

    昨年９月、今年３月の議会で、当局から今後は実績を踏まえた計画としていくという答

弁があって、今年３月に策定された中期財政計画では、29 年度末の積立額を 53 億円とし

た。これは計画の策定方法そのものを見直したと言うことで評価します。 

ア しかしこの９月補正予算で財政調整基金からの取り崩し額を４億 6000 万円削減して

いて、毎年度末の最終補正で３億円とか４億円とかをさらに削減、積み戻していること

からすると、今年度末には逆に 60億円にまで増額されるのではないかと、私は推測して

います。 

    認識、見解を聞きたい。 

イ 以前は標準財政規模の 10％を目標というか基準にしていたが、その後、基準はなく、

いわば「多ければ多いほどよい」ということになっていますが、そういう考え方ですか。 

    財調が標準財政規模の 20％というのは、県内最高レベルであると考えていますが、い

かがですか。認識と見解を聞きたい。 

    一般的に財調は「将来の財政需要に備える」とされていますが、久喜市では、将来の

予測できる財政需要として、市民の森やごみ処理施設整備のために、財調とは別に 20

億円が積み立てられている。久喜市ではこれらを合わせると 80億円に達しようとしてい

る。基金全体では 100 億円、市民サービスの水準や市民要望が山積している中で、これ

は多すぎるのではないかという認識を持ちませんか。 

（２）職員の時間外勤務の実態と改善方針を問う。【決算事前資料・全体５】 

ア まず、突出して時間外勤務の多い職員と部所の問題です。 

    市全体で時間外勤務の最高時間者は 900 時間を超えた部所が１つ、700 時間を超えた

のが３つ、600時間を超えたのが８つである。最高額の方は年間の時間外勤務 960時間、

ということは、月に 80時間の時間外勤務というのは多すぎないか。なぜこのような勤務

になったか。 

    この課は平均でも 500 時間を超えているから、部所全体が時間外勤務が多いと思われ

る。認識と見解を問う。 

イ 次に、部所間のアンバランスの問題です。 

    職員の平均時間外勤務時間数173時間であるが、17の部所でその４倍を超える年間500

時間を超える職員がいる。これは前年よりも増えている。部所内の職員平均が 400 時間

を超える課は３課で前年と変わらない。昨年の質疑で、超過勤務の多い部所から聞き取
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りをしている、職員配置を増やしている、ノー残業デーを徹底していくと、答弁があっ

たが、結果として、改善されていない。効果が上がっていないのはなぜか。 

ウ 全体的な問題です。 

    職員の平均時間外勤務時間数は、26 年度 151 時間、27 年度 165 時間、28 年度 173 時

間と、年々増加している。全体的にも改善されていないことについて、認識と見解を問

う。 

    昨年の答弁で、職員個人の意向や適性の問題もある、ノー残業デーの徹底ですとか所

属長による適正な労務管理、職員の意識醸成などを進めていくという答弁があったが、

職員個人や所属長個人の責任で対応するということでは改善されないことは明らかであ

る。いかがか。 

    時間外に市民に対応せざるを得ないとか、土日のイベントがあるとかいうのは、言い

訳にならない。日常的な時間外勤務の削減が実現できていないことが問題であるから、

結局は、業務過多、あるいは職員個人でなく部署としての能力の欠如あるいは業務過多、

職員配置の問題になってくるが、見解と改善方針を問う。 

（３）これまで市の公共施設の内、比較的大規模の高圧施設では、Fパワーと 2015年度から３

か年の契約を締結して、東電との契約に比べて１年間で 5700 万円約 30％の電気料金を節

減することができた。 

昨年から新たに電力小売り自由化が本格スタートして、久喜市では低圧の公共施設 111

か所の内、６か所を新電力に切り替えてきた。節減効果を説明されたい。 

残りの公共施設についても、新電力との契約を拡大することについては、どのように進

めてきたか。 

（４）ふるさと納税、久喜市への寄付額は、目標の 1000万円に対して 27年度が 670万円、28

年度は 382万円とほとんど半減した。市への収入は 150 万円くらいですか。一方、市民税

控除影響額が 5474万円である。ふるさと納税に関わる収支は、久喜市は大きく「損」をし

ていることになる。 

ア 28年度からふるさと納税を増やすために、いくつかの改善も行ったはずだが、逆に半

減したことについて、このような結果になった原因に対する見解を問う。 

イ  ２年連続してのリピーターが 25％しかいないことをどう見ているか。 

ウ 久喜市のふるさと納税の取り組み、募集を、このまま続けていくか、寄附を増やすた

めの改善を図るか、返礼品を出すこと自体の是非を含めて取り組みを見直すか。 

（５）市の各公共施設の管理全体に関わることであるので、本会議で質疑する。 

久喜市遺失物等取扱要綱によると、「遺失物等取扱責任者」は本庁舎が管財課長、第２庁

舎は建設管理課長、支所は総務管理課長、他の施設は各施設の所管課長または施設の長と

なっているので、全体的な遺失物の把握を行う体制はない。また、本庁舎などではそれぞ

れ取扱要綱に従って処理していることを確認しているが、他の各施設の管理状態について、

どのように扱われているかの把握もできていない。 

その結果、昨年、たとえば「くりむ」や鷲宮東コミセンの遺失物等は窓口の前の箱にま

とめて入れられ、「ご自由にお持ちください」状態になっていた。その他にも、きわめて不

適切な扱いが行われているケースがあるのではないかと推測される。 
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ア 市のすべての公共施設で、要綱に定める「遺失物一覧簿」が策定されているか。 

    遺失物の管理、保管、返還はどのように行われているか、適正に行われているかどう

かの点検、確認はどのようにされているか、確認されたい。 

イ ２８年度中に、遺失物の件数、現金の金額、その中で、現金の遺失物（拾得）の件数、

金額を明らかにされたい。それらの返還、保管、警察への届け、市への返還、処分など

の状況を明らかにされたい。 

ウ 市の公共施設全体の遺失物管理が適正に行われているかを、全体的に把握する必要が

あると考えるが、いかがか。 

    各部所でそれぞれ扱っている現状で、各施設の遺失物一覧簿を集約し、適切な管理が

行われているかどうかの検証を行うべきだが、いかがか。 

    そうした全体的な監督指導はどこで行うか。 

エ 各施設の遺失物管理を一元化するべきではないか。特に、警察への届け出、権利の放

棄、還付の請求、処分については、市で一元管理するべきであると考えるが、いかがか。 

 

○ 通告第２号 春山 千明 議員 

久喜市一般会計及び特別会計等決算審査意見書の歳出決算の主な不用額調において伺いま

す。 

（１）総務費、ふるさと納税寄附金推進事業の不用額は 4,323,352 円で支出済額は 2,326,648

円となっています。これだけの不用額がでたこの事業についてどのような認識を持ち、ど

のような考え方で推進していくのかお伺いします。 

（２）民生費、けやきの木、及びくりの木の管理運営事業の委託料は 600 万円以上の不用額が

ありました。見込み違いの理由を伺います。 

    

○ 通告第５号 田中  勝 議員 

３３６ページ 

８款土木費 ４項 ５目 事業番号６ (仮称)菖蒲運動公園整備事業 

決算書には、当初予算額１億８，６５０万円 、補正で３,３５０万円の減額、事業費が１

億５,１８０万７，０６８円支出済１億５，１８０万７，０６８円と示されている。以上につ

いて伺う。 

（１）駐車場他整備工事と子供広場他整備工事が、計画予定の１年遅れで完成した。成果表に

は、「工事を実施したことで事業の進捗が図られた」と示されているが、素直に遅れた理由

を示すべきではないか。 

（２）子供広場を開放しているようだが、利用されている方を見かけない。利用率を高める為

の努力をされているか、お示し願う。  

（３）県から譲渡の条件は、「28 年 5 月の供用開始」と聞いている。しかし、未だに完成に至

っていない。 

こうしたルーズな対応で、罰則はないのか。「当然、あって然り」と思うが、あった場合、
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内容をお示し願う。 

（４）トラック競技場は、完成したように見える。秋の菖蒲地区体育祭に使えるか、お示し願

う。  

 

○ 通告第７号 渡辺 昌代 議員 

（１）Ｐ．296 商工費 商工業振興費 企業等誘致事業について 

  ア 毎年、企業誘致奨励金についてその内容を伺っている。平成 28年度はどうであったか。 

  イ 新たに加わった企業、撤退した企業はあるか伺う。 

（２）Ｐ．234 民生費 児童福祉費 児童館管理事業について 

  ア すでに久喜児童センターも鷲宮児童館も老朽化が進んでいる。平成 28年度改修した箇

所はどれぐらいあるか。また、予算の関係で及ばなかった箇所、対応が必要な箇所はど

れぐらいあるか。 

  イ 児童館の老朽化対策についての検討はしたのか。 

（３）Ｐ．240、242 民生費 生活保護費 Ｐ．172 生活困窮者自立相談支援事業 

  ア 平成 28年度、生活保護費の総事業費の中で、久喜市負担分はどれくらいか。 

イ 生活困窮者自立相談支援事業の総括として、その対応、保護への結びつき、社会福祉

協議会との連携はどうであったか。 

  ウ 就労支援相談員の方が２名配属で業務にあたられていたが、その総括を伺う。また、

ケースワーカーの担当件数、訪問件数、職員配置を含め総括を伺う。 

 

○ 通告第８号 杉野  修 議員 

（１）Ｐ２９８ 商工費 商工業振興費 創業支援補助事業 

   ５件の補助事業について下記の点を伺う。 

  ア 新規創業した業種 

  イ 創業後の経過・見守り 

  ウ 事業評価 

（２）Ｐ３３０ 土木費 都市計画費 東鷲宮駅周辺整備事業   

   整備事業の履行期間が延長されてきた理由に、東日本旅客鉄道株式会社や関係地権者 

  との調整があったとされている。調整点の内容を伺う。 

（３）Ｐ４２２ 教育費 保健体育費 学校給食審議会運営事業 

   新学校給食センター整備に向けた審議会運営についての総括を伺う。 

 

○ 通告第９号 石田 利春 議員 

（１）歳入  地方消費税交付金、前年度比下がっている。どのような影響からと見ているか。 

（２）基金残高について伺う。 

財政調整基金 予算時点で基金を取り崩し予算編成した。決算では結果としては、財政
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調整基金額が増加した。基金全体で 93億円から 104億円へと増加した。どのように評価し

ているか。 

（３）財政調整基金、本来積んでおくべき金額はいくらと見込んでいるか。 

（４）不納欠損の減少が大きい。平成 27年度は前年度比全体で、49.8% の減少。 

平成２８年度市民税は 25.7% 固定資産税 42.4% 軽自動車税 31.0% 都市計画税 41.0%

の減少です。この要因をどのように評価しているか。 

  

○ 通告第１０号 成田 ルミ子 議員 

（１）P312  ２項 ２目 道路レスキュー事業について 

成果表にある実績数は市民要望に対し応えられたものだと評価できるが、道路レスキュ

ー事業では対応しきれなかった要望はどのくらいあったか。 

 

○ 通告第１１号 貴志 信智 議員 

  決算書２９６ページ企業誘致事業に関して伺う。 

（１）誘致した企業の従業員へ久喜市への定住促進はどのように行ったのか伺う。 

（２）１億７千万円の奨励金に対し、年間単位でどの程度の歳入増を見込むのか伺う。 
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○ 通告第７号 渡辺 昌代 議員 

（１）Ｐ．450 国庫支出金、国庫補助金、財政調整交付金について 

ア 平成 28年度の国からの財政調整交付金はどれくらいであったか。内特別調整交付金も

伺う。 

また、予算、昨年度と比較してどう捉えているか伺う。 

  イ 同時に、県の財政調整交付金についても同様に伺う。 

（２）Ｐ．460 総務費 総務管理 一般管理費について 

これまで国保の職員に関しては、事務量が多く、制度改正が間近にあることから、職員

体制の増をすべきと要求してきた。「人事ヒヤリングでは増をお願いしている」と回答があ

ったかと思うが、平成 28年度はどうであったか。また、国保課職員の保健師の方に担当し

ていただいているかと思うが、特定検診、健康作り運動教室等に専門職としての取り組み

の総括を伺う。 

（３）Ｐ．472 保健事業費等について 

ア 平成 30年度からの県単位化をするにあたって、国は予算の配分に保険者努力支援制度

を課してきている。インセンティブの仕組みとなっているが、すでに平成 28年度前倒し

分として取り組み、評価されていると思うが、その結果について伺う。 

  イ 評価の内改善すべきものはどの程度あったのか。平成 30年度に与える影響について伺

う。 

  ウ 特定保健指導の取り組みについて評価と反省点について、不用額について伺う。 

（４）Ｐ．452 共同事業交付金について 

   共同事業交付金と拠出金について、平成 28年度はどのような結果であり、どのように総

括しているか伺う。平成 30年度の県単位化にどう影響するか伺う。 

 

  

議案第５１号 
平成２８年度久喜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について 
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○ 通告第７号 渡辺 昌代 議員 

（１）Ｐ．508 介護給付費 介護サービス等諸費 地域密着型介護サービス給付費について 

   居宅介護サービスの一部の通所サービスが地域密着型介護サービスに移行したが、トラ

ブルや問題点、課題等はあったか。また、不用額についての説明を求める。 

（２）Ｐ．516 518  地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業 在宅医療・介護連携推進

事業について、生活支援体制整備事業について 

  ア 在宅医療、在宅介護、地域包括ケアが本格的に始まったと感じていたが、まだまだ、

市民には見えていない、理解していない現状があると思われる。平成 28年度はどうであ

ったか、医師と介護関係者の連携、多職種の方との意見交換、必要な医療サービス、介

護サービスをどう居宅介護に結びつけるのか、情報ツール、医師、看護師の確保等評価

と課題を伺う。 

  イ 生活支援体制整備事業については、不用額を出している。整備推進委員の減によるも

のと思われるが、平成 29 年度において法改正の本格実施を前にしての取り組みとして、

どこまで進んだのか伺う。 

 

 

 

 

  

議案第１ ０ ７号 久喜市農業委員会の委員の定数に関する条例 議案第５２号 
平成２８年度久喜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 
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○ 通告第１号 猪股 和雄 議員 

（１）ｐ582 使用料 施設使用料 収入未済額 現年度分の内、３月検針分 2173万円が、事

務処理の誤りにより年度内収入未済となり、29年度への滞納繰越として処理されることに

なった。 

   実際には４月中に徴収されていたにもかかわらず、誤って下水道事業会計口座に振り替

えてしまい、出納閉鎖期限内に久喜市会計管理者口座に収納できなかったことによるもの

である。 

   上下水道部長が集落排水事業特別会計補正予算の説明で、「３月検針分を 28年度の収入

とすることができなかったため」と理由も説明せずに、まるでいつの間にかそうなった、

自然災害の結果ででもあるかのように、さらっと触れてすませてしまった。しかし、問題

は補正予算の誤りではなくて、28年度の決算処理の誤りである。 

   上下水道部の組織的会計ミスとして明らかにすべきである。これまで議員の会派または

会派代表に対して非公式に説明してきたが、公式の場所で市民の前にミスをミスとして認

めることなくして、今後の改善はない。 

ア 上下水道部の支出命令書（５月 22日）で、下水道料金（１億 3204万円）と農業集落

排水使用料（3月検針分 2173万円を含む 2176万円）を、いずれも下水道事業口座に振

替を依頼してしまったのであるが、起案者を含め、係長、課長、副部長、部長の５名も

が決裁手続きを行っていて、誰も気付かなかったのはなぜか。 

    職員は個人としては当然間違いを犯すことを前提として、組織として間違いをしない

ための仕組みが機能していないことについて、理由と見解を問う。 

イ 昨年は教育委員会において、小中学校エアコン整備工事で、会計ルールの理解を誤っ

て追加工事を依頼して実施してしまった。この際にも、職員個人の誤りを組織としてカ

バーできなかったことが明らかになったわけだが、これらの問題は同じ組織のあり方に

関わるものであり、久喜市行政の組織体質に問題があると考える他はない。それとも当

局は、教育委員会、上下水道部の個別の問題と考えるのか。  

ウ 上下水道部長が各会派に説明にまわって済ませた形になっているが、市長は久喜市行

政組織の問題としては考えていないのか。市長自身の認識と今後の対応・対策をどう指

示したか、明らかにしていただきたい。 

 

 

  

議案第７２号 
（仮称）久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例検討

委員会条例 
議案第５５号 

平成２８年度久喜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算認定について 



 

9 

 

 

○ 通告第１号 猪股 和雄 議員 

（１）p28 地域公共交通実証実験 

「実証実験」というからには、ある施策による成果を「実証」し、その後の政策に活か

していくという目的を持っているはずだが、地域公共交通実証実験は、何を「実証」する

ための実験か。 

ア 久喜地区だけの実証実験だが、久喜地区で現在の循環バスをそのままにして、高齢者

や障害者らが、タクシー料金半額補助ならどれくらい利用するかの実証実験か、循環バ

スを縮小あるいは廃止して福祉タクシー補助制度に転換するための実証実験か。 

    あるいは２地区の現行のデマンド交通の対象者を限定していくことの是非を実証する

ための実証実験か。 

イ 久喜地区で、他の２地区で実施しているようなデマンド交通の実証実験をしないのは

なぜか。 

ウ 県内で同様な「デマンドタクシー」を実施している市は５市と言うが、東松山市・富

士見市は誰でも利用可で、久喜市の実証実験とは基本的に違う。 

    行田市・志木市は交通弱者対象で、利用料金は 1000円未満は 300円、2000円未満 500

円などで、単純に半額ではなく、より福祉タクシーに近い。 

    ５市とも乗降ポイントがある。久喜市の制度とは似て非なる制度である。 

    一番近いのはふじみ野市だが、ここは「お出かけサポートタクシー」でいわゆる福祉

タクシー料金補助制度であり、担当も福祉部各課で実施している。 

    久喜市は、弱者だけへのサービスを、なぜ福祉タクシーでなく、デマンドタクシーと

位置づけたか。 

    このような新たな方式によるシステムを実証実験するということは、現行の２地区の

デマンド交通の対象者を限定していくための実験か。 

（２）p34 地域活動支援センターⅡ型 委託料 28万、補助金 152万円増額の内容（理由） 

（３）p43 保育所等緊急整備事業費補助金１億 3786万円の内容 対象保育所と事業内容は 

（４）p51 街路樹管理業務委託料 352万円増額の内容（理由） 

   街路樹管理指針策定による影響はあるか。 

   指針に関して、委託業者に対する指導や説明はどのように行っているか。今後の取り組

みは。 

 

○ 通告第３号 川辺 美信 議員 

（１）埼玉県の最低賃金が 10 月 1日から 871円に改定されます。久喜市臨時職員の一般事務

の時給は 870 円で最低賃金を下回ることになり、補正予算で臨時職員の賃金が改定され

議案第６０号 
平成２９年度久喜市一般会計補正予算（第２号）に   

ついて 
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ることになりました。そこで、次の項目についてお伺いします。 

ア 久喜市臨時的職員取扱要綱の改正点の一覧（別表第 1の新旧対照表）を配布した上で、

改正点をお伺いします。 

イ 久喜市臨時職員の賃金が、県の最低賃金と同じ水位にあることから毎年の見直し改定

となっています。臨時職員の待遇改善と同一的労働同一賃金の観点から、抜本的な見直

しが必要だと考えますが市の考え方をお伺いします。 

ウ 資格職の臨時職員は、正規職員と同じような業務を行っており補助的業務とは言い切

れない面があります。保育士や幼稚園教諭、学校給食調理員、保健師などは待遇が悪く

人員の確保が厳しいという実態があります。人材確保のためにどのように取り組んでい

くのか、市の考え方をお伺いします。 

（２）地域公共交通実証実験について、次の項目についてお伺いします。 

   ア 利用対象者が、高齢者（75歳以上）、障がい者、要介護・要支援者、難病認定者となっ

ていますが、この対象者は国土交通省の「地域における福祉タクシー等を活用した福祉

輸送のあり方調査報告書」の、移動制約者及び福祉輸送サービスの現状に記された移動

制約者と同じであると受け止められます。福祉タクシーとの違いをお伺いします。 

   イ 交通弱者の外出支援という目的なら、高齢者の免許証自主返納者（75歳未満）、乳幼児

の保護者も含めるべきと考えますが、市の考え方をお伺いします。 

   ウ 障がい者割引運賃と福祉タクシー利用料補助（タクシー券）を使用した場合の、支払

い金額の計算方法をお伺いします。 

  エ 実証実験の結果を見て、既存のデマンド交通、市内循環バスのあり方についても検討

するということですが、どのように検討するのか方向性をお伺いします。 

 

○ 通告第４号 斉藤 広子 議員 

  Ｐ．28 「地域公共交通実証実験」 

（１）実証実験の目的とその検証は、どの様に行って行くのか。 

（２）開始平成 30 年 1月に向けてのスケジュールは。 

（３）利用者登録にあたり申請場所は、本庁舎 生活安全課、各総合支所市民課となってい

るが対象者が 75歳以上、障がい者、要介護者、要支援者、難病認定者であるので考慮頂

き東口にあるふれあいセンターでも受付を行うべきと思うが如何か。 

（４）実証実験という事で沢山の方に登録頂き活用して頂きたいが、高齢者にも解りやすい

周知方法を検討すべきと思うが取り組みは、どのように考えるのか。 

（５）今回の補正予算は、3 月までの予算になるのか。当初予算も含め、何人位の活用を推定

されているのか。 

（６）今回の実証実験は、久喜地区内の移動であれば、鷲宮、栗橋、菖蒲の方も活用できる

が解りやすい活用例を挙げては如何か。 

（７）菖蒲地区のエリアを超えた見直しは、公共交通検討委員会で検討して行くとの事です

が、これからの検討委員会は、どの様に進めて行くのか伺う。 
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○ 通告第６号 平間 益美 議員 

（１）P26 2 総務費 １総務管理費 ７企画費 13 東京理科大学跡地管理事業について 

当初予算より 6954 千円の増となって 4157 万円になっているが理由を伺う。 

 （２）P52 8土木費 3 河川費 2河川維持改良費 2 河川補修事業について 

補修工事として 1000万円が計上されている。内容について伺う。 

 

○ 通告第７号 渡辺 昌代 議員 

（１）Ｐ．40 民生費 児童福祉総務費 ファミリーサポートセンター運営事業 

   Ｐ．52 土木費 道路維持費 道路ストック舗装修繕事業 

   Ｐ．52 土木費 道路新設改良費 西堀・北中曽根線道路改良事業 

   Ｐ．54 土木費 公園費 （仮称）本多静六記念市民の森・緑の公園整備事業 

   これらの事業は国庫補助がマイナスとなり、財源内訳の変更となっているが、国庫補

助マイナスの理由を伺う。 

（２）Ｐ．42 民生費 児童福祉費 放課後児童健全育成事業 

   工事請負費用が 288 万 4 千円計上されているが、どこの学童の改修か。 

（３）Ｐ．48 農林水産費 農業振興費 

   農業経営安定推進事業の果樹産地育成総合対策事業の県からの補助金 50万円について

説明を。今後該当者がふえれば、予算増額の対応がされるのか。 

（４）Ｐ．46 衛生費 清掃総務費 

   市として、し尿処理にどのような構想を持っているのか伺う。具体的に今後のスケジ

ュールを伺う。 

 

○ 通告第９号 石田 利春 議員 

（１）P5 債務負担行為補正 西裏用水路改修負担金について説明を求める。 

また、西裏用水路改修で、元荒川上流土地改良区と協定を結んでいるものだと考えま

すが、協定内容と協定を結ぶにいたった経過を伺う。 

 

 

○ 通告第１０号 成田 ルミ子 議員 

（１）P26 15款 交通安全対策費 6目 交通安全施設整備事業  

増額される整備事業の内容は。 
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○ 通告第７号 渡辺 昌代 議員 

（１）Ｐ、8 療養給付費交付金  

   療養交付金が大幅に削減となった。退職被保険者の減が理由と考えるが、当初予算時に

減少数は把握できていたのではないか。これだけの差となった理由を伺う。 

（２）Ｐ、18 繰出金 諸支出金 一般会計繰出金 

   一般会計へ 2億 2,861万 7千円を繰り出した理由を伺う。 

（３）Ｐ、20 給与費明細 

   職員数 2名の削減についてなぜ、削減したのか伺う。 

  

議案第６１号 
平成２９年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算 

（第１号）について 



 

13 

 

 

○ 通告第９号 石田 利春 議員 

（１） P8 農業集落排水処理施設使用料 滞納繰越分 金額 21,735千円が計上されている。 

この内容について説明を求める。 

 

  

議案第６４号 
平成２９年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）について 
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○ 通告第３号 川辺 美信 議員 

（１）独自利用事務に係る情報連携の対象となる事務事例が増えてきています。2017年 7月以

降は、子どもの医療費助成に関する事務など 32事務にも上ってきています。マイナンバー

制度は情報漏洩への懸念が非常に高く、独自利用事務の拡大は情報漏洩を更に高める危険

性があります。 

今回の条例改正によって、独自利用事務を拡大すべきではないと考えますが、市の考え

方をお伺いします。 

 

○ 通告第８号 杉野  修 議員 

（１）法改正による変更が多いが、以下の字句に関しての定義を伺う。 

   ア 個人情報 

イ 特定個人情報 

   ウ 情報提供等記録 

   エ 条例事務関係情報照会者および条例事務関係情報提供者 

オ 独自利用事務の情報連携 

（２）法改正によって、新たに規制対象になる事業者は、本市ではどういった事業者、団体な

のか伺う。 

（３）自治体間の独自利用事務の情報連携は、具体的にどのような類型なのか伺う。また、相

互の安全管理体制など、新たに注意すべき点はどのようか伺う。 

（４）第三者に個人データを提供する時の、確認作業や記録作成などのルール化は国から例示

されているか。またそれはどのような内容か伺う。 

 

  

議案第６８号 
久喜市個人情報保護条例及び久喜市個人番号の利用に関

する条例の一部を改正する条例 
議案第６８号 

久喜市個人情報保護条例及び久喜市個人番号の利用に関

する条例の一部を改正する条例 
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○ 通告第１号 猪股 和雄 議員 

（１）市民の森・緑の公園用地８万 6114㎡（導水路除く）の内、69号、70号の２議案を含み、

すでに契約した用地の面積と買収費総額、未契約用地の面積と今後の契約見通し、合わせ

て、ごみ処理施設拡張予定用地２万 2296㎡の内の契約済み面積、未契約用地の面積と今後

の見通しは。 

 

○ 通告第６号 平間 益美 議員 

（１）財産取得を議案第 69号と 70号 2つに分けた理由を伺う。 

（２）事業計画では今年度土地購入費約 12億円となっている。これまでに 9億 6千万円程購入

している。残りの部分について、基本計画（案）スケジュールでは平成 30年度にまたがっ

ているが、今年度一括購入の予定か。 

（３）土地購入について、これまでの経過と今後の予定について伺う。 

（４）これまで取得した土地で、議決を必要とするもの、議決を必要としないもの、それぞれ

の総面積と、総金額を伺う。 

  

議案第６９号 財産の取得について 
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○ 通告第３号 川辺 美信 議員 

（１）教職員用パソコンを 200 台、導入年度の古いものから順次入替えとありますが、今回の

入替えで新しいパソコンの割合をお伺いします。また、入替え後一番古いパソコンの導入

年度と台数をお伺いします。 

 

報告第１３号 賃貸借契約の締結の報告について 


