委員会での主な質疑

新築戸数は平成

年度で１︐１６

０戸︑うち２１８戸︑約 ％が市外か
らの転入である︒

年度熊谷市一般会計補正予算

︵所管課・資産税課︶

平成
︵債務負担行為補正等︶について

前は基本的に３年だったが︑

環境産業常任委員会
財産の取得について︵粗大ごみ収集

以降︑３年から５年ということになり︑

年６月

車︶

とだが︑ごみ集積所を増設するための︑

集積所が増加傾向にあるというこ

図られているかということを見ながら︑

設があるため︑効率的・効果的運営が

ること︑また︑くまぴあ等の同様な施

今回の３施設がいずれも老朽化してい

現状の条件を伺いたい︒

今後のことを検討しなければならない

と考え︑３年ということで設定した︒

世帯の間で
お願いをしており︑増設の希望が出て

︵所管課・企業活動支援課︶

おおむね 世帯から

きたときはこちらで調査をして︑増設
合には︑世帯数が多ければ必ず集積所

平成

をしている︒また︑開発等があった場
を設置してもらっている︒

図書館の窓口等業務委託について︑
妻沼図書館が加わるとのことだが︑変

︵衛生費︶について

公の施設の指定管理者の指定について

か伺いたい︒

が︑どのように再資源化されているの

源化事業で︑業者に搬入された剪定枝

・３％︑セ

・９％︑その他の

用され︑製紙メーカーに

剪定枝は︑主に燃焼ボイラー等で使

業者に搬入され︑チップ化された

︵熊谷市勤労青少年ホーム︑熊谷市熊
労会館︶

谷勤労者体育センター及び熊谷市立勤

ごみ減量対策事業の剪定枝の再資

せ ん ていし

年度熊谷市一般会計補正予算

わる部分があるか伺いたい︒

︵所管課・環境美化センター︶

サービスの向上ということで︑平
日の開館時間を２時間延長して午後７
時までとする予定である︒
︵所管課・熊谷図書館︶
交付税が大幅に増えた理由につい
て伺いたい︒
年度は法人市民税が減

この施設の指定管理の期間が３年

主に平成

年度から制度を施

ということになっており︑ほかの施設

メントメーカーに

額になっているというところで交付税

製造業に

・８％︑バイオマス発電向
では︑５年というのもあるが︑指定管

％という内訳で販売されてい

︵所管課・廃棄物対策課︶

る︒

けに
指定管理者制度導入ガイドライン

か伺いたい︒

理期間については︑何か定めがあるの

算定に影響して交付税が増えたという
結果になっている︒
︵所管課・財政課︶

26

総務文教常任委員会

年度

19

熊谷市スポーツ・文化村条例の一部を
改正する条例について
多目的グラウンドの利用時間を夏
と冬で変える考えはあるか伺いたい︒
日までは午後６時まで

午後５時までと規定しているが︑
５月以降８月
利用できる︒
︵所管課・社会教育課︶

熊谷市定住人口増加のための固定資産

年１月２

税等の課税免除に関する条例について
対象者の要件で︑平成
日からとした理由について伺いたい︒
固定資産税の賦課期日が各年の１
年１月２日以降とすれば平成

月１日となっている︒したがって平成
に課税される建物から適用するという

40

25

年１月２

日からという規定にした︒

行するという意味から平成

ことになり︑平成
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20

があり︑指定管理期間については︑以

38

27

年間の市内の新築戸数︑そのうち

26

市外からの転入戸数はどれくらいか伺
いたい︒

33
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委員長
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修
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27

26
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26

委員会での主な質疑

市民福祉常任委員会
熊谷市ひとり親家庭等医療費の支給に

平成

年度までの指定管理者の

のご協力をいただきながら進めていき

目標で進めており︑引き続き︑関係者

都市建設常任委員会
市道路線の認定廃止について

３年間の指定管理料は１億３︐２１４

たいと考えている︒併せて︑残りの区

関する条例の一部を改正する条例につ

間についても︑現在︑招致活動を行っ

万２千円であった︒今回の東京ドーム

ている２０１９年のラグビーワールド

今回の議案の市道路線の認定と廃
通線﹂の全区間が市道認定となるが︑

グループの指定管理料は１億３︐３５
３万３︐７６０円であり︑この金額に
年 月から

カップという目標を持って︑関係者の

ついては消費税が平成

工事を平成

年度に終了するという

市議会の開催日程をメール等
でお知らせしています
熊谷市メール配信サービスメルくま

︵所管課・管理課︶

ぜひご登録ください︒登録方法は市

ホームページをご覧ください︒

また︑熊谷市公式ツイッター︑フェ

イスブックでも同様の内容をお知らせ

していますので︑ぜひご利用ください︒

◥熊谷市公式ツイッター

の﹁くらしの情報﹂で議会の日程をお
知らせしています︒
メールは開会の前日
に︑パソコン︑携帯
電話に送信されます︒

進めていきたいと考えている︒

第２北大通線の事業の現状と全線開通

いて
入院時食事療養標準負担額の平成
年度の支給実績について伺いたい︒

数が増えたことによるものであり︑平
び１︐８６６名の外来であったが︑平

・４％の

・３％の増加となり︑外来

成 年度の４月は１５８名の入院︑率
にし て

も２︐０６０名︑率にして
増加となった︒
︵所管課・福祉課︶

現在︑国道４０７号までの第２期

ご協力をいただきながら鋭意︑整備を

高くなっている︒なお︑現状の８％で
万円余り減額になる︒

年度熊谷市一般会計補正予算

である︒

て安くなっているのか伺いたい︒

指定管理料について︑前回と比べ

︵熊谷市立健康スポーツセンター︶

公の施設の指定管理者の指定について

成 年度の４月は１３７名の入院およ

前年に比べ︑入院および外来の人

いて伺いたい︒

が大きく増えているが︑その理由につ

生活保護費について︑医療扶助費

︵民生費︶について

平成

︵所管課・健康づくり課︶

り約

万６︐３００円である︒

％になる前提で積算しているため若干

27

試算すると今回積算した指定管理料よ

件数は１４１件︑支給額が１４１

10

10
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非核平和宣言都市・くまがや

委員長
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山田 忠之
委員
新井 清次
新井 正夫
福田 勝美
富岡 信吾
松浦 紀一

の今後の見通しについて伺いたい︒

止によって︑都市計画道路﹁第２北大

10

委員長
原口 健二
副委員長
小池
厚
委員
小林 甚一
松本 富男
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︵所管課・こども課︶
熊谷市国民健康保険税条例等の一部を
改正する条例について
課税限度額を引き上げるとのこと

月のデータによる試算

だが︑影響を受ける人数はそれぞれ何
年

人か伺いたい︒
平成

26

︵所管課・保険年金課︶

５世帯︑介護納付金分では２０１世帯

では︑後期高齢者支援金等分では８８
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