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合振興計画を基本として︑こ

予算編成にあたっては︑総

続いて︑総合振興計画の施

動車を購入し︑軽自動車税を

と同額の補助金を交付するこ

納めていただいた方に納税額

な行財政運営を図りつつ︑総

いきたいと考えている︒さら

市 熊谷﹄の実現に向けて︑一

来都市像である﹃環境共生都

目指し︑６つの政策分野にお

誇り︑笑顔﹄の３つの目標を
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第１回
平成24年

定例会

平成24年３月市議会定例会は、２月29日から３月19日
までの20日間を会期として開かれました。
この議会では、「平成24年度熊谷市一般会計予算」な
どの市長提出議案45件を審査し、44件を原案可決、１
件の人事案件に同意しました。また、議員提出議案２件
を原案のとおり可決しました。さらに、請願１件につい
て審査しました。

第１回

定例会

平成24年

全国屈指の快晴率を誇る本市
谷南小学校の﹃屋内運動場建
において︑先導的に環境共生
築事業﹄を前倒しして実施す
型のまちづくりに取り組むス
るための経費を追加するほか︑
マートタウンの整備を推進し
﹃中学校エアコン整備事業﹄
ていく︒
では︑全ての中学校の普通教
﹃地域に根ざした教育・文
室にエアコンを設置する経費
化のまち﹄として︑﹃第 期
を計上する︒この結果︑中学
本因坊熊谷対局実施事業﹄で
校のエアコン整備は夏休み期
は︑囲碁の本因坊戦が５月 ︑ 間中に実施ができ︑９月には
日の両日にわたり︑聖天山
利用開始の見込みとなった︒
歓喜院において開催される運
このほか︑一般議案として︑
びとなり︑開催市としてこれ
地方税法等の一部改正に伴う
に補助をする︒
﹃熊谷市税条例の一部を改正
﹃効率的でわかりやすい行
する条例﹄をはじめ︑﹃熊谷
財政﹄では︑効率的な施設の
市スポーツ振興審議会設置条
管理運営と利用者のサービス
例の一部を改正する条例﹄な
向上を図るため︑指定管理者
どを提案している︒﹂旨が述
制度の導入について︑新たに
べられました︒
体育施設５施設︑文化施設２
５日の本会議では︑条例案
施設に導入する︒
や予算案に対する質疑が行わ
平成 年度補正予算案では︑ れました︒そして各議案は︑
平成 年度に予定をしていた
所管の常任委員会に付託され
三尻小学校︑籠原小学校︑熊
ました︒
６日には︑総務文教常任委
員会及び福祉環境常任委員会
において︑また︑７日には︑
市民産業常任委員会及び都市
建設常任委員会において︑付
託された議案についてそれぞ
れ審査が行われました︒
日︑ 日︑ 日の３日間は︑
人の議員による市政に関す
る一般質問が行われました︒
最終日︵ 日︶の本会議で
29
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第６回夢・未来

熊谷ジュニア議会開催

１月 日︵日︶に市議会本
会議場において︑﹁夢・未来熊
谷ジュニア議会﹂が開催され
ました︒

ジュニア議会の様子

は︑各常任委員長から案件審 ◇熊谷市監査委員の選任につ
査の経過及び結果が報告され︑ いて︿同意﹀
質疑︑討論を行い︑市長提出
桜井 則彦 氏
議案をすべて原案どおり可決
しました︒また︑議員提出議
請願の審査結果
案について原案どおり可決︑
さらに︑人事案件についても
同意し︑３月定例会は閉会し
ました︒
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小学校に設置されているエアコン

◇国に対し﹁公的年金切り下
げ等に反対し︑拡充する意
見書﹂の提出を求める請願
︵審査結果・不採択︶

東京電力
︵株︶
へ
要望書の提出

平成 年３月 日︵水︶東
京電力㈱熊谷副支社長が熊谷
市議会に来庁し︑議長から東
京電力株式会社 西澤俊夫社
長あての﹁電気料金値上げに
対する要望書﹂が手渡されま
した︒
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会議では市内の の中学校
から選出された 名のジュニ
ア議員から︑危機管理や学校
の暑さ対策などについて︑子
どもたちの視点から幅広い質
問がなされ︑市長をはじめ︑
副市長︑担当部長が答弁を行
いました︒また︑今回初めて︑
ジュニア議員から﹁歩行者や
自転車にやさしい︑交通事故
が少ない安全なまちをつくる
決議﹂の議案が提出され︑可
決されました︒
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◇平成 年度熊谷市一般会計
予算︿多数﹀
歳入歳出予算の総額をそ
れぞれ５７５億円とするも
のです︒
◇平成 年度熊谷市一般会計
補正予算︵第５号︶
︿全会一致﹀
耐震診断でIS値が低い
議会棟一階部分の緊急補強
工事を実施する経費を計上
するためのものです︒
◇熊谷市税条例の一部を改正
する条例︿全会一致﹀
東日本大震災に係る雑損
控除額等の特例の適用期
間を延長するとともに︑退
職手当に係る所得割の特
例の廃止等を行うためのも
のです︒

東京電力㈱熊谷副支社長に要望書を提出
する礒﨑議長（中央）と山田副議長（左）
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