２５

結果、市長提出議案全てが可決されまし
た。また意見書の提出を求める議員提出
議案 件の内９件が可決されました。
平成 年度より４年計画
で進められている「小・中学
校普通教室等空調整備事業」
に関して、平成 年度に予定
していた小学校３校（入谷
小・旭小・中原小）の設計委
託を、今議会に提案された
「平成 年度座間市一般会
計補正予算案」の中で一年前
倒し今年度中に実施したい
との提案が示されました。
（２頁に続く）
２６

１８

１５

３０

２４

３０

９月定例会閉会前、９月
日に開かれた議会運営
委員会において、議長、副
議長他役職改選について
協議が行われ、沖本の議長
続投が委員全員の賛意に
より決定しました。
月１日の神奈川新聞
には「座間市議会／異例の
議長続投」という見出しで
報じられました。確かに座
間市議会では“申し合わ
せ”で任期一年が通例であ
り、座間市議会での議長続

１９

活発な議論が交わされま
した。更に諸議案の細か
い内容については、９月
日から開かれた各常任
委員会の中で議論を重
ね、定例会最終日の９月
日には各常任委員会委
員長が付託案件の審査経
過・結果を報告した後、
討論を経て採決を行った

２４

２５

１７

台風第 号から変わっ
た温帯低気圧による９月４
日から５日にかけての大
雨。そして台風 号の接
近・通過に伴う９月 日か
ら 日にかけての大雨に
より、座間市内でも床上浸
水、床下浸水、土砂災害な
どの被害が発生しました。
これより前「大雨が降る
と自宅前の道路が冠水して
困っている。何とかして欲
しい」など、市民の方から
３件の相談が沖本に来てい
たところでした。対応とし
て、既存の側溝清掃や雨水
枡の整備、新たな雨水処理
設備の設置を市に求めてい
るところです。予算措置を
伴う改修については時間を
いただくことになります
が、今後も皆さんからの声
をもとに恒久対策に努めて
まいります。

２９

２５

１０

投は
年ぶりと
なります。いずれ
にしましても議長
という大役を続け
て任せていただく
ことを重く受け止
め、これまで以上
に議会の活性化、
議会機能の向上、
議会改革に向けて全力を傾注してま
いる所存です。皆様におかれまして
は、引き続きのご指導とご鞭撻を賜り
ますよう宜しくお願い申し上げます。

２６

９月定例会は８月
遠藤市長
日に開会し、市長提出議
案 件、議員提出議案
件、請願２件、陳情８
件を審議し、９月 日に
閉会しました。
８月 日の本会議初日に、
「平成 年度座間
市一般会計歳入歳出決算の認定について」をは
じめとする各会計決算の認定、道路の路線認定
や各種条例改正の議案など 件が当局から提
案されました。提案された議案に対して８月
日には会派代表者による「総括質疑」が行われ

２９

１１

３０

１０

１６

１３
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基地対策特別委員会

（１頁から続く）
設置。さらに小学校３校
そもそもこの事業は、平成 年３月 （東原小、相模が丘小、
定例会の「平成 年度一般会計当初予 立野台小）、中学校３校
算案」の中で、再編交付金を活用し小 （座間中、東中、栗原中）
中学校全校にエアコンをリース設置す の設計委託。平成 年度
るという事業計画として提案されたも には平成 年度に設計
のです。しかし、その直後発災した東 が完了した６校の施設整
日本大震災の影響から、同年６月定例 備工事及びエアコンの設
会で計画を一時延期、充当事業費を一 置を計画。そして小学校
旦基金化し、平成 年度から平成
３校（入谷小、旭小、中
年度の４年間で実施する計画に見直す 原小）の設計委託を予定
し、平成 年度にこの残
ことが決定されました。
その後、平成 年度には小学校３校 りの３校について施設整
（座間小、相武台東小、ひばりが丘小） 備工事及びエアコン設置
中学校３校（西中、相模中、南中）の が計画されていました。
設計委託を実施し、平成 年度にはこ
「学校間格差を是正す
の６校の施設整備工事及びエアコンを るためにも、エアコン設
置計画は前倒しすべき」
との意見は沖本が所属す
る会派「ざま大志会」も
「総括質疑」
「討論」で求
めてきました。こうした
ことからも今回提案され
た「平成 年度一般会計
補正予算案」にはおおい
に評価し、
「ざま大志会」
は採決で賛意を示しまし
た。

教育市民常任委員会

歳出（支出）
計

365 億 918 万円

355 億 4,591 万円
国民健康保険事業特別会計

141 億 464 万円

139 億 6,214 万円
公共下水道事業特別会計

29 億 3,593 万円

28 億 6,413 万円
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

60 億 5,136 万円

59 億 4,668 万円
後期高齢者医療保険事業特別会計

10 億 6,579 万円

10 億 1,251 万円
水

計

25 億 7,468 万円

33 億 7,856 万円
計

632 億 4,158 万円

627 億 993 万円

議場で行われる本会議や委員会室で行われる常任委員会は一般に公開され、個人でも団体でも傍聴
することができます。詳しくは当日市役所６階議会事務局でご案内させていただきます。

歳入（収入）
議会改革特別委員会

議会運営委員会

２８

木

本会議／開会・総括質疑

５

木

本会議／一般質問

６

金

本会議／一般質問

９

月

本会議／一般質問

１６

月

（委員会予備日）
１１

水

企画総務常任委員会

１８

水

議会運営委員会

健康福祉常任委員会

２０

金

本会議／決議・閉会

１２ １２

金
１３

総

一般会計の歳入総額は３６
５億９１８万円で、前年度に
比べて７億９１５万円（１・
９パーセント）減少しました。
歳出総額は３５５億４５９１
万円で、前年度に比べて４億
９５１５万円（１・４パーセ
ント）減少しています。平成
年度の歳入総額から歳出
総額を差し引きすると９億６
３２７万円となり、翌年度へ
繰り越すべき財源を控除した
実質収支額は９億２５６０万
円で、前年度に比べて２億３
９３１万円（ ・５パーセン
ト）減少しています。
財政構造の指標となる経常
収支比率（低い数値ほど財政
構造に弾力性がある）は、
・２パーセントで、前年度
に比べて１・７ポイント上昇
し、財政力指数（地方公共団
体の財政力を示す指数で、財
政力指数が高いほど財源に余
裕がある）は、０・ （３カ
年平均）で、前年度に比べ０・
ポイント低下しています。
８７

２４

９２

０２

会
業
事

会
般

木

一

１１ ２１

道

１２

２０

当局としてどのよう
に分析をしている
か、現状把握ができ
ているか、次年度予
算を踏まえ確認すべ
きポイントです。

月定例会に提出される「平成 年度
座間市一般会計補正予算」の中で、障が
い者福祉費、ハンディキャップをお持ち
の市民に対する給付及び援護に関わる事
業費に、１億７８７５万円の補正増が計
上されました。これは対象となる事業の
利用件数が軒並み増加していることによ
るもので、ハンディキャップを持つ方々
に、より充実した福祉サービスを提供出
来ているという意味で評価をするもので
す。ただ肝心なことは、こうした状況を

２５

木

２６

都市環境常任委員会

２５

２７

日
月

２３

２４

月定例会（第４回定例会）が下表
の日程で開会されます。 月 日に開
かれた「議会運営委員会」では市長提
出議案が確認されました。主な議案は
「平成 年度座間市一般会計補正予
算」はじめ「平成 年度座間市国民健
康保険事業
特別会計補
正予算」など
の特別会計
補正予算４
件。
「平成
年度座間市
水道事業会
計補正予算」
そして「座間
市市営住宅
条例の一部
を改正する

※ 既に１１月２１日より委員会は開会されていま
すが、本会議等は以下の日程で１２月２０日ま
で市役所６階議場および委員会室で開かれます

２３

２１

２５

１１

２４

２５

条例」などの条例関係４件、寄付、開
発行為による「道路の路線認定」７件、
「座間市立市民文化会館」及び「市立
市民体育館」の指定管理者の指定につ
いてなど 件が提示されています。
１９

２５

内 容
内 容

１２

２５

２７

２５

曜
曜
日
月

１２
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