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>>かすみがうら市の今後 10年をつくる 総合 計 画 にも着目ください。
平成 19年3月議会において、平成 19年度一般会計予算案をはじめとして
国保税条例の改正、議員報酬額の改正などの議案が可決されました。
しかし、私たちはこれらの視点だけにとらわれず、市の地域価値を高めるために
同3月策定の市総合計画にも着目して、 1
0年計画の効果を生み出さなければなりません。
これらに応じた古橋ともきの 3月議会一般質問と主な事項についてお知らせします。

①税源移譲と歳入の安定について
税源移譲により財源不足との厳しい試算がある中、
住民税比率が増し、市の自主財源をどのように維持
するかについての考えは?

V答弁者:坪井市長
市民税としての実質収入に不透 明な部分が多々ある
ため注意する 。 収納課(納税推進課)については、税
の取り扱いを主に設置する。自主財源の確保は、平
成1
9年度自主財源予算の 3
5%を占める当市税が標準
税率のため、歳出削減を主に分担金、負担金、手数
料、諸収入の見直しにより維持を図る。長期的には
地域の活性化が重要である 。
② 三位一体改革と行政評価について
三位に歳 出削減を加えた四位一体の改革への対応が
求められる当市の歳出削減基準として行政評価を庁
内に定着させる考えは?

合併特例債による事業の執行にあたっては、旧町の
沿革も尊重しながら精査に努め、着手していない事
業については今後、議論を踏まえたいと考える。

①産業種別に応じた予算の配分について
第 3次産業の就業人口が増加する試算を踏まえ、市
内起業機会の支援策として、奨励措置による企業誘
致施策についての考えは?

V答弁者:坪井市長
事業拡張を検討している企業もあるが、活力ある地
域づくりのためには、積極的な企業誘致も必要とし、
担当部署に調査等を指示した。工業団地の土地利用
調査をすすめ、関係機関との連携を強化して情報提
供の迅速化を図り、各種融資制度の充実や優遇措置
なども検討し、新たな企業立地へ市の魅力向上努め
たい
。 個人事業者のためにも相談体制や各種融資制
度を検討し、消費者のニーズに対応した商店経営の
改善を図りたい。

V答弁者:坪井市長
市政運用も経営路線として民間手法の導入と時代に
即した施策の研究等により変革の時代に対応する。
事業の成果指標を重んじ、行政評価システムを早期
に導入して歳出削減を図り、限られた財源において
も市民に納得を得られるように行政評価を研究する。

②市内の第 1次産業ブランド化施策について
市内の第 1次産業資産について、 当市として広告事
業及び予算化を推進する考えは?

③道州制に対応する新たな市町村合併の動きについて
近隣の 5
0万都市をめざす動きに対して当市は、地域
価値として残る事業の絞込みの想定や近隣との対外
施策をする考えは?

産物の発展のために積極的な取組みが必要と考える。
ブランド化施策については、各生産団体への支援を
継続して、地域資源のネ ッ トワーク化、観光イベン
トの充実、情報発信体制の強化や観光マ ップの統一
化などによ り、多様で魅 力ある観光地づ くりをすす
めブランド化を図る。

V答弁者:坪井市長
県南都市の一地域として構想、を議論したい。地域の
価値を高めるためには、ハード事業ばかりではなく 、
ソフト事業も必要である。当市が対外的な評価を受
ける必要があることから、事業の計画から建設や運
用まで市民にも意見を求め、事業の価値を高められ
るものと考える。郷土愛を育てるためにもイメージ
ア ップ戦略等により地域の価値を高めたい。
④合併特例債による事業の変更と国・県政施策の招致
について
合併特例債による大型事業からの市負担軽減や費用
効果分析の考えと大型事業を招致するために国、県
との関係を育てる考えは?

V答弁者:坪井市長
総合計画が新市建設計画の考えを踏襲することから

V答弁者:菅谷環境経済部長
第 l次産業就業者の高齢化への対応も含め、地域特

③交通基盤整備と産業基盤整備との連携について
合併特例債による幹線市道整備を産業基盤整備とし
ても位置づける考えは?

V答弁者:坪井市長
幹線の整備にあたっては、地域特性や資源を活用で
きる事業と新しい産業誘致や振興による雇用の創出
や流通の拡大等、投資効果を期待するものとして今
後の検討課題とする。
④入札制度について
事業者規模を問わず市の発注事業の機会均等と事業
保証を図るため、プロポーザルを基準として選定す
る考えは?
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V答弁者 ・武田総務部長
最小の経費で、最大の効果を生み出す考えから、競争
性により地域の活性を図ることが狙いである。 しかし、
価格競争のみによるとダンピングにより各悪影響が
事業の履行に危倶される。市の入札制度は、公平公
正に競争が行われ適正な価格で契約に至るよう、地
元業者の育成も含め検討を重ねる。さらには価格以
外の要素も総合的に評価を行うプロポーザル方式 の
入札制度が茨城県においてもすすめられていること
も市の入札制度としても検討する 。

①学校統廃合による教育の充実について
少子化が進む中で、友達とより多く学べる環境を第
一 に学校維持管理費の節減をも図るべく、統廃合を
行う考えは?

V答弁者:大竹教育長
学校統廃合については、担当部門を中心に将来展望
として検討を重ねているところであり、校舎老朽化
に伴う改築や耐震への対応と地域の理解と協力が欠
かすことなく、限られた財政の中で、より充実した
教育環境の整備をどのように確保すべきか引き続き
考える。

①悪臭への対策について
糞等による悪臭問題について、改善に至らない場合、
公害として司法的解決と公害紛争処理制度に申請す
る考えは?

V答弁者・菅谷環境経済部長
，
特定悪臭物質濃度の分析を昨年実施し、対策の検討
に努めている。臭気を発生させる特定の事業所につ
いては、茨城県生活環境等の安全に関する条例に定
める悪臭特定施設に該当し、条例に定める管理基準
を充たしているとの茨城県の見解を得ており、施設
の確認は茨城県がしている。今後は、茨城県や近隣
との連携を図り、平成 1
6年に取交わした協定に基づ
き指導を行いたいと考える 。 また 4月からの稼動予
定の臭気対策装置の効果を見極めたいと考える。

①高齢者や障害者に応じた雇用や請負の機会について
障害者自立支援法、高齢者等の雇用の安定等に関す
る法律等に応じた事業の展開で事業所等へ機会につ
いて依頼する考えは?

V答弁者:山中保健福祉部長
障害者の雇用促進については、茨城県南部障害者雇
用支援センターを中心に、ハローワークと連絡調整
を図りながら雇用促進に努める。高齢者の雇用促進
については、受け皿の 一つであるシルバー人材セン
ターに対し就業機会の開拓を通して会員拡大を支援し、
促進に努めたい。

かすみがうら市議会議員報酬及び費用
弁償に関する条例改正について
平成 1
9年議案第 2
0号の市議会議員報酬の増額改正
については、市長の答弁において報酬審議会平成 1
7
年度から数度に及ぶ慎重審議からの答申であること、
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改選前市議会による法定議員数の大幅削減の可決が
9年度予算
なされたこと、議 員報酬関連総額が平成 1
，3
0
0万円の減額となるとの説明を受けま
において約 3
した。
付託を受けた総務委員会の質疑において、古橋と
もきは、当初、増額割合の見直し、当該条例に財政
指数等による適用条項を設置することなどを提案し
ましたが、各委員からは、選挙 を通して議員活動を
行うための経済的自立、以後の市議会議員選挙がま
ちづくりを担う意義の浸透、議員報酬外の議員費用
削減提案などの意見が出され、報酬増額改正に対す
る反対の請願 3件についての聴取も加え、当委員会
の採決としては異議なしとなりました。
その後、定例会最終日の審議において、反対討論
として議員報酬の増額分を国保税の増率に充てる提
案や市議会における登庁日数は旧町とほとんど変わ
らないということ、昨今の市の情勢を読むべきとの
討論がありました。一方、 賛成討論としては、市長
の答弁内容に賛同することに加え、合併に伴う人口
の増加と市の総面積拡大、そして、議員数の大幅削
減により議員一人あたりの職責が増額となる判断が
されているとのことや、増額に対する代替策を次期
に求めるという討論にまで至り、当該議案は賛成多
数で採決されました。
古橋ともきは、次のことから賛成としました。
1.平成 1
9年度一般会計予算において議員報酬総額が前
年度比約 3
，3
0
0万円減額となり、法定議員数より現定
数を大幅に減らした意義が予算額で証明されている
こと
2
. 市議会議員一人あたりの有権者数が 9
6
6人から改選後
1
，8
3
5人となっていること※ H
1
9年 3月現在
3.合併事務事業調整事項として平成 1
7年度から報酬審
議会で審議され、事務局を除く 8名の審議委員によ
り4回の開催で、 3案(①財政指数に基づく報酬額、
②人口劃に基づく報酬額、③近隣石岡市、土浦市と
の格差均衡に基づく報酬額)から審議された答申で
あること
4. 次年度以降の政務調査費等議員報酬外費用の削減意
向が総務委員で一致していること

平成 1
8年度市議会議員政務調査費報告
先般の市議会議員選挙後に、古橋ともきは平成 1
8
年度政務調査費の平成 1
9年 2月"
'
3月の 2か月分と
して 2万 5千円の交付を受けました。この費用は、
地方自治法第 1
0
0条第 1
3項に基づき、議会議員の調査
研究に資するため必要な経費の 一部として各市区町
村ごとに条例で定められているものです。
当市議会においては、過日行われた平成 1
9年第 l
固定例会の当市議会総務委員会において、議員報酬
額の改正に伴い次期の報酬外議員諸費用(政務調査費
等)は削減するとの意向が委員問で一致しました。
よって古橋ともきは、当初、調査研究のために購
入した平成 1
9年版六法全書、当市の都市計画図、出
島村史を政務調査費とする予定でおりましたが、こ
れらを自己費用の購入とし、平成 1
8年度政務調査 費
についても、市へ全額を返還しました。(※政務調
査費の残額返還は、例規で規定されるものです)

古橋ともき W
e
bでその他情報も配信中!
アクセスと問合わせばページ最下のアドレスまで
発行:古橋智樹かすみがうら市稲吉東 5-1-3

