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○ 通告第１号 春山 千明 議員 
（１）民生費 扶助費 生活保護事業 144,453千円は医療費増のため補正との説明がありま

した。受給者の医療費がこれだけ急増したのか、またその要因をお伺いします。 
（２）教育費 学校管理費 小学校維持管理事業の太田小学校空調設備設置工事設計業務委

託料 495千円は特別教室として毎日のように使用している教室へのエアコン設置に関し

ての工事設計となるのかお伺いします。  

 

○ 通告第２号 猪股 和雄 議員 
（１）P16、17 マイキーＩＤ設定支援事業の説明を求める。 

特に「マイキーＩＤ設定支援業務委託」は、何を委託するのか。 

（２） マイナポイント制度は、消費活性化対策として、キャッシュレス決済に対して最大 25％

のポイント還元が想定されている。 

    自宅でのパソコンとインターネット環境が必要で、マイキーＩＤの設定、ソフトのイ

ンストール、ポイントの申し込みとチャージ、カードリーダライタの購入など、一般市

民にとってはきわめて難しいと言われている。 

    とすると、マイナポイント制度を活用できるのは、事実上、一部の、金に余裕のある

人だけと想定される。 

 2020 年 3 月までのプレミアム付商品券、6 月までの中小小売店でのポイント還元に続

き、21年 3月までとしているが、補助金支出に対して、経済効果はきわめて限定的であ

ると考えられる。 

     認識と見解を問う。 

 

○ 通告第３号 渡辺 昌代 議員 
（１）P10 14国庫支出金 2国庫補助金 

    幼児教育・保育の無償化に伴う国庫補助金としての臨時交付金が 344,853,000 円のマ

イナスとなり地方特例交付金として臨時交付金が 207,320,000 円の増となった。県から

の負担金の変更もあったようである。これらについて以下説明を求める。 

   ア 国庫補助金としての臨時交付金が 344,853,000 円のマイナスとなり地方特例交付金

として臨時交付金が 207,320,000円の増となった理由について説明を求める。 

   イ 県の負担金は、どのようなものなのか伺う。 

   ウ 当初の各保育施設の利用予定数の差はどのようになったのか。 

 

議案第１１９号 令和元年度久喜市一般会計補正予算（第６号）について 
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   エ 保育対策総合支援事業費補助金と保育所等整備交付金の減について、事業所の応募

がでなかった理由を伺う。 

（２）P22 6農林水産業費 1農業費 

    農業経営安定推進事業について、降雹被害の梨についての補助なのか説明を求める。 

 

○ 通告第７号 斉藤 広子 議員 
（１）P26、27 2中学校維持管理事業「久喜東中学校女子トイレ改修工事」 

   ア 工事箇所と工事理由とスケジュールを伺う。 

   イ 工事の内容は、トイレを洋式化するのか。一部だけでなく全体の工事は、考えてな

いのか伺う。 

（２）債務負担行為補正「タクシー利用料金補助金」の事業内容と、これまでのデマンドタ

クシーの事業をどのようにいかすのかを伺う。  
○ 通告第９号 園部 茂雄 議員 
（１）江面第一小学校管理普通教室棟改修工事設計業務委託（債務負担行為）について、今

後のスケジュールを伺う。  
○ 通告第１１号 石田 利春 議員 
（１）債務負担行為補正 タクシー利用料金補助金 

  ア これまでデマンドタクシーの実証実験を見直した上、継続するものです。交通弱者

の交通手段が拡大され歓迎するものですが、制度の位置づけとして、デマンド交通（く

きまる）では、予約がとりにくい時間及び休憩の時間があり、これを解消するものと

しています。デマンド交通（くきまる）の台数を増やすことで、予約がとりにくい課

題は解消でき、利用者は、タクシーより安く利用できると考えます。また、デマンド

交通は乗合で、「特別交付税」の対象事業となり、久喜市独自の負担は軽減される。そ

の点からも、デマンド交通の台数増も検討すべきではなかったか。 

  イ 台数は事業者、各社 2 台としている。車両台数を各地区別に決めることについては

検討されなかったのか。  
○ 通告第１３号 長谷川 富士子 議員 
（１）ポイ捨て等及び路上喫煙防止対策事業について伺う。 
  ア 設置工事の詳細内容を伺う。 
  イ 今後の計画を伺う。   
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○ 通告第２号 猪股 和雄 議員 
（１）Ｈ28年 3月に公共施設等総合管理計画策定、29年 3月に公共施設白書を策定した。総

合管理計画で、40年間で更新費用の 20％削減を目標として、個別施設計画を策定するこ

とになっていたが、これまでの検討経過を明らかにされたい。 

（２）各部ごと、あるいは担当課ごとに、個別施設計画（または原案、たたき台）を検討し、

策定してきているのか。 

（３）複合施設化など、部を超えた検討あるいは協議は、これまでどのように行われてきた

のか。 

（４）検討委員会の審議の進め方を説明されたい。 

 各部で策定してきた個別施設計画の案を、部ごとに検討して承認してまとめていくこ

とになるのか。あるいは、全体的な観点から各部の計画を洗い直して統合していくこと

になるのか。 

 

○ 通告第４号 平間 益美 議員 
（１）検討委員会設置期間は何年を考えているのか。 
（２）公共施設個別施設計画策定スケジュールについて伺う。 
（３）各部署の所管する公共施設があるが、それぞれどのような視点で検討を行うのか。 
（４）公共施設を減らすことが前提の検討委員会か。  
○ 通告第６号 杉野  修 議員 
（１）6P 第 3条の（組織）において「委員 10人以内で組織し」とあるが、第 1号から第 3

号に掲げる者の内容と人数の説明を求める。10人では検討課題に耐えられないのではな

いか伺う。 

（２）6－7P 「公共施設個別施設計画」に関して国（総務省、文科省）は行政施設、教育施

設などについて長寿命化計画にも触れている。計画策定にあたって受託業者は国のガイ

ドラインに沿って行くと思われる。検討委員会の基本的スタンスはどこに置くのか、独

自性はどのように保たれるのかについて伺う。   

議案第１２４号 久喜市公共施設個別施設計画検討委員会条例 
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○ 通告第１０号 貴志 信智 議員 
（１）久喜市公共施設等総合管理計画には「新たな施設の整備にあたっては、現在の施設の

総延べ床面積を超えないよう、既存施設の統廃合を検討します。」と記載がある。そのよ

うな前提を考慮すると、本条例に基づく検討委員会では、公共施設の統廃合について議

論がなされると予想する。特に公共施設の存廃などに絡む議論の場合は「総論賛成、各

論反対」のような状態に陥りやすく、スピード感が失われかねない。長期的かつ全体的

な視点を持って公平な議論できるよう、委員の人選にあたっては、当該分野に関して公

に認められる専門知識を持った者が一定数は必要と考える。「学識経験を有する者」の基

準をどのように想定するか、市の見解を伺う。 
（２）「公募による市民」「市内各種団体を代表する者」「学識経験を有する者」の比率を伺う。    
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○ 通告第６号 杉野  修 議員 
（１）8P 第 1 条で個人住民税について、前年の合計所得金額が 135 万円以下の単身児童扶

養者（児童扶養手当を受けているひとり親）を非課税措置の対象者に加える改正として

いる。 

   ア 「現に婚姻をしていない、事実婚状態ではないこと」はどう確認されるのか伺う。 

   イ 対象の特定は「何月何日」をもって行うのか伺う。 

   ウ この改正の目的は何か伺う。   

議案第１２５号 久喜市税条例等の一部を改正する条例 
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○ 通告第１１号 石田 利春 議員 
（１）市町村が償還金の支払猶予、償還免除の判断のために貸付者又は保証人に対し、報告

や必要な書類の提出を求めることができるよう規定されたことを、改正の主旨としてい

る。規定されたのはいつからか。 

（２）貸付者又は保証人から報告や必要書類の提出を求めることができるようにした主旨は

どこにあるのか。 

（３）貸付者又は保証人に提出を求める報告や必要書類とはどのようなものか。また、その

内容によって、支払猶予、償還免除の判断が左右されることはあるのか。 

（４）保証人に報告や必要書類の提出を求めることは、できる規定であり、必ずしも保証人

が提出しない場合があると考えられる。そのことによって支払猶予、償還免除への影響

はあるのか。  
  

議案第１２６号 久喜市災害弔慰金の支給等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 春山 千明 議員 
（１）平成 26年に空家等対策の推進に関する特別措置法が制定され速やかに協議会が設置さ

れている自治体が多いように感じる。今になった理由を伺います。 

（２）平成 26年以降、現在まで、認定等などはどのように行ってきたのか。平成 25年 7月      

1 日に施行された久喜市空き家等の適正管理に関する条例により行ってきたのかお伺い

します。  
○ 通告第２号 猪股 和雄 議員 
（１）久喜市には空家の適正管理に関する条例がすでにあるが、空家対策を総合的に進める

ために、これと一体的な条例として策定するべきではなかったか。 
（２）他市では、委員に、不動産や建築関係者の他に「福祉関係」の方を選任しているケー

スがある。久喜市でも「福祉関係」者を選任する考えがあるか。 
（３）空家等対策協議会条例第 2 条第 1 号は法に定められた「対策計画」策定であるが、2

号、3号は何を行うことを規定しているか。 

    個別の空家対策の施策の推進についても審議対象とするか。 
（４）空家等対策協議会は、第 2 条各号の計画と方針を策定して答申した段階でその役割を

終えるのか。 
（５）適正管理条例で、所有者の責務を定め、市は助言、指導及び監督、命令、公表、警察

等との連携を行うことになっている。 
    適正管理条例の規定と空家等対策協議会条例第 2条第 2号、第 3号との関係を説明さ

れたい。 

    第 2条第 2号、第 3号は、適正管理条例に定められた市の施策と同じ、あるいは重複

することになるのではないか。どう違うのかを説明されたい。 

（６）これまで適正管理条例の適用は、助言が年間 50 件程度、指導は年間 0～1 件に過ぎな

い。有効に機能していると言えるのか。 

    空家等対策協議会条例第 2条第 2号、第 3号による施策は、どのような事項が想定さ

れるか。どのように有効に機能させるか。   

議案第１２７号 久喜市空家等対策協議会条例 



8  

○ 通告第４号 平間 益美 議員 
（１）久喜市空き家等の適正管理に関する条例があるが協議会との関連を伺う。 

（２）第 2条各号の所掌内容についてそれぞれ伺う。 

（３）現行の久喜市空き家等の適正管理に関する条例では第 4 条に助言、第 7 条に指導及び

勧告、第 8条に命令が明記されているが、平成 30年度は助言が 47件のみで指導、勧告、

命令は出されていない。強化することも協議会の中で検討されるのか。 

（４）空家等対策の推進に関する特別措置法第 7 条第 2 項には、協議会の構成メンバーが市

長のほか地域住民、議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者、そ

の他市長が認めるものとあるが、本議案の委員の内訳を伺う。 

 

○ 通告第８号 大橋 きよみ 議員 
（１）第 3条に「協議会は、委員 12人以内で組織し…」とあるが、今回提出された補正予算

の空家等対策協議会委員報酬は 11人となっている。 

   現在委嘱を考えている、法第 7条第 2項に適した者が 11人なのか伺う。 

   また、どのような構成を考えているか伺う。 

（２）台風 19号の後、危ない建物の相談を数件受けた。一日も早い対応が求められていると

考える。多数苦情が寄せられ危ない建物から調査することが、市民が求めていることだ

と思うが、協議会はどのような方針や計画を立てていくのか、今後のスケジュールを伺

う。 

 

○ 通告第１０号 貴志 信智 議員 
（１）本条例の根拠となる空家等対策の推進に関する特別措置法では協議会の人員構成に関

し「市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議

員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と

認める者をもって構成する。」と記載がある。これらの比率をどのように想定するか伺う。 
（２）（１）で記したように「学識経験者」における「学識」が「法務、不動産、建築、福祉、

文化等」と指定されている。法の趣旨に基づき、関係する分野において公に認められる

学識経験者を協議会に構成するべきと考える。市の見解を伺う。    
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○ 通告第１号 春山 千明 議員 
（１）所管が健康・子ども未来部の健康医療課、健康企画係となっていますが、スポーツで

健康にということなので大きく生涯学習課のスポーツ振興係での取り組みが必要ですが、

どのように宣言後の取り組みを進めて行くのかお伺いします。 

（２）宣言をそれぞれの世代に対応するには全庁が横断的な取り組みをしていくことが大切

だと考えますがいかがかお伺いします。 

（３） この宣言をもって市政運営全体でいままでと変わると考えられる内容をお伺いします。 

 

○ 通告第３号 渡辺 昌代 議員 
（１）「一 適度な運動、適量でバランスの良い食事、規則正しい生活習慣を実践する『健康

なまち』を目指します」では具体的にどのような活動を実践していくのか伺う。 

（２）「一 運動やスポーツを通じて、新たに挑戦する勇気と継続する強い意志を養う『常に

発展するまち』を目指します」では具体的にどのような運動やスポーツを通じて「発展

するまち」にしていくのか伺う。 

（３）「一 運動やスポーツに親しみ、他人を敬う謙虚な姿勢と仲間を思いやる優しい心を育

む『強い絆のまち』を目指します」では具体的に市民が親しみ絆が持てるスポーツは何

ととらえているのか伺う。 

（４）「私たち久喜市民は、誰もが」とある。これは、赤ちゃんから子ども、お年寄り、障が

い者の方まであらゆる方となるが、それぞれ全ての方に、様々な施策を（具体策を）提

供していくと捉えていいのか伺う。さらに、スポーツ施設の充実も行っていく予定なの

か伺う。 

 

○ 通告第５号 井上 忠昭 議員 
（１）宣言にあたってハードの部分（スポーツ施策の充実や改修、公園整備）等のところま

で含むと考えているのか。   

議案第１２８号 久喜市「健けん幸こう・スポーツ都市」宣言について 
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○ 通告第２号 猪股 和雄 議員 
（１）職員の給与改定は人事院（委員会）勧告を尊重するのは当然であるが、これを特別職

に適用する根拠も理由もない。市長、議員等の特別職に適用するべきではないと考える

が、市長の見解を問う。（市長給与、議員報酬について部長が答弁するのは適当ではない）。 

（２）特に、勤勉手当は市長や議員にはその規程自体がないので適用できないはずである。

勤勉手当の引き上げに適用するのは乱暴であるが、市長の認識を問う。 

（３）市長と議員の期末手当の率の引き上げは、月額報酬（給与）額の引き上げではないが、

年額報酬（給与）の引き上げとなるのであるから、特別職報酬等審議会に諮問して答申

を求める、またはその意見を聞くべきであるが、いかがか。 

（４）昨年 11月議会の市長答弁で、31年度中に特別職報酬等審議会を開く考えを明らかに

しているが、審議会の経過について伺う。 

（５）特別職報酬等審議会に、「本市の特別職の報酬や給料の額が妥当かどうか」（昨年の市

長答弁）、特別職の期末手当の月数の考え方についても意見を聞くべきであるが、いかが

か。 

（６）特別職の期末手当引き上げについて、県内各市の実態および対応方針を把握している

か。（調査していて、資料として整理されていれば、事前に提供されたい）。 

ア 今年度、特別職の期末手当引き上げを実施するか否かについて、県内各市の方針 

イ 職員の期末勤勉手当の月数と、特別職の期末手当の月数が連動していない市 

ウ 県内各市の、特別職の期末手当の支給月数 

エ 特別職の期末手当の引き上げについて、特別職報酬等審議会に諮問あるいは意見を

聞いている市  
○ 通告第１１号 石田 利春 議員 
  国家公務員に対する人事院勧告に基づき、一般職職員等の給与改定を行い、その一般職職

員の手当額との均衡を考慮し、議会の議員の期末手当ての支給割合を改定するものです。 
 （１）議員と公務員との勤務体系は、拘束時間などにおいても大きな開きがあり、著しく異

なると言えます。違いがある以上、議員報酬は一般職員と同等には扱えないのではない

か。 
   

議案第１４０号 久喜市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する
条例等の一部を改正する条例 
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○ 通告第１２号 川辺 美信 議員 
（１）第 3条では、59,200円以上の家賃に対しては住居手当が 100円～1,000円引き上げら

れますが、58,999 円以下では 100 円～4,000 円が引き下げられます。そこで、次の項目

についてお伺いします。 

   ア 今回の改正案理由を、国と県に準拠する（人事院勧告に基づく）と示されています

が、引き下げられる根拠をどのように理解しているのかお伺いします。 

イ 住居手当の改正によって、影響する人員（増額する数と減額する数）と増額の総額

と減額の総額及びその比較をお示し下さい。 

ウ 増額と減額の幅が大きいと感じます。減額の幅を縮小すべきと考えますがいかがで

すか。   

議案第１４１号 久喜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 
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○ 通告第１２号 川辺 美信 議員 
（１）入札者数をお伺いします。 

（２）職員用端末 280台の単価をお伺いします。 

 

  

報告第２６号 賃貸借契約の締結の報告について 
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○ 通告第１２号 川辺 美信 議員 
（１）入札者数をお伺いします。 

（２）仮想サーバ、ファイルサーバ、その他の機器（ファイアウォール、プロキシサーバ、

バックアップサーバ、無停電電源装置）、及び教職員用パソコン、図書管理用パソコンの

それぞれの金額と単価をお伺いします。 

 

報告第２７号 賃貸借契約の締結の報告について 


