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第 26回 

大橋よしひさ 

町政報告会資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とき 4月 20日（金） 午後 1時より 

場所 カルスタすぎと 
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Ⅰ 会期 

3月定例会日程（2/15～3/16）会期 30日間 

 

Ⅱ 一般質問 
 

1, みんなでつくるまちづくり支援制度について。 

まちづくりに携わる団体の活動に上限 10 万円とする補助が出る。毎年補助を得てい

る団体もあるが、それは適正と言えるのか。そしてその審査の方法は。 

Ｑ：審査は厳密に行われているのか。  

Ａ：審査委員会において審査している。 

Ｑ：審査委員会のメンバーと審査時間は。  

Ａ：公募した町民 5名と、庁内の職員 5名の計 10名。審査は 3月

に 1回行う。 

Ｑ：事業の効果の確認はどのように行うのか。 

Ａ：事業は担当課で受け付けて確認をし、時に現場で確認すること

もある。 

Ｑ：一日ですべての団体の審査ができるのか。  

Ａ：分かりづらいときは後日その団体を呼んでレクチャーをしてもら

うが、近年はそのような団体はない。 
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Ｑ：以前は財源が町長給与の減額分だったが、今は一般財源であ

る。貴重な税金なのだからもっときちんと審査すべきでは。 

Ａ：原則報告書に基づいて行っているが、必要であれば委員と見

学している。 

Ｑ：途中で補助額や補助割合などが変わったのはなぜか。 

Ａ：継続事業や地域でしかやっていない団体がでてきたため、その

都度委員会で審査基準の見直しを行っている。 

Ｑ：毎年支援金を受けないと継続できないのならば、延命という

のではないか。 

Ａ：しっかり支援をしているので、育たないという認識はない。 

Ｑ：まちづくり支援金と補助金との違いは。 

Ａ：補助事業として補助金が支給されていない団体を対象に支給

している。二重の補助はない。 

Ｑ：何年も支援金を支給しているのは、この制度と趣旨がずれて

いるのでは。 

Ａ：1年、2年、3年かけてまちづくりにつながる形の事業もあるので、

ご理解願いたい。 

Ｑ：新規支援団体を増やすことを目標だとしているが、どのように

周知しているのか。HPや広報に頼らないものが必要では。 
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Ａ：この制度が始まり 8年も経過しているため、町内には広く周知さ

れているものと考えている。 

Ｑ：この制度ができて年数が経ったが、町長の見解は。 

Ａ：自分のふるさとこんなことがあったと思ってもらえるような制度

に本当はしたいなと思っている。しかし、見直しも必要だと考え

る。 

 

2, シニア世代の活動について 

シニア世代が増大しているが、その世代の活力を活用することについてどのように考え

ているのか 

Ｑ： どこの課が担当となるのか。 

Ａ：高齢介護課が担当課となる。 

Ｑ： 現実問題を考えると、高齢介護とアクティブシニアというの

は、相反するものであると思うが。 

Ａ：一旦高齢介護課で話を聞きながら県との調整をした。その過程

で私（副町長）も間に入っている状況だ。今後は、県が推進して

いく中で一緒に何らかの方法をとっていかなければならないと認

識している。 
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② 議員一般質問 

 3月議会では、12人の議員が一般質問を行いました。 

伊藤美佐子 住民の足となる公共交通の今後は 

 町の学校給食費無償化の考えは 

 町外から多くの人を呼び込む体制づくりを 

森山哲夫 子育て世帯の負担軽減を 

 臨時・非常勤職員の処遇改善を 

平川忠良 通学路の安全対策の推進を 

 空き家対策の今後は 

 災害時要配慮者への支援は 

原田壽々子 町民サービス向上について 

 子育て支援センターの役割について 

 中学生の学力向上について 

 道路交通安全対策について 

坪田光治 所有者不明土地の実態と対策は 

 個人情報の取り扱いについて 

石川敏子 西放課後児童クラブは２分割に 

 住宅リフォーム制度の創設を 

 除雪の取組は 
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須田恒男 賑わいを実感できる町づくりについて 

 市街地の活性化について 

 安心な道路に 

仁部前崇 杉戸町の将来について 

阿部啓子 安心して高齢者が暮らし続けられる計画に 

 人口減少に歯止めをかける効果的な施策を 

 杉戸町障がい者福祉計画で障がい者施策の進展は 

勝岡敏至 町の寒さ対策について 

窪田裕之 防犯体制の整備について 

大橋芳久 みんなでつくるまちづくり支援制度について 

 シニア世代の活動について 
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 Ⅲ 議案 

 3月議会では、議案など 37件を審議しました。 

 

番号 議案名 結果 

1 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少について 

可決 

2 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 可決 

3 杉戸町道路線の認定について 可決 

4 杉戸町道路線の廃止について 可決 

5 杉戸町道路線の変更について 可決 

6 杉戸町地区計画区域内における建築物の制限に関する条

例の一部を改正する条例 

可決 

7 平成２９年度杉戸町一般会計補正予算（第８号） 可決 

8 平成２９年度杉戸町水道事業会計補正予算（第３号） 可決 

9 平成２９年度杉戸町公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

可決 

10 平成２９年度杉戸町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 

可決 

11 平成２９年度杉戸町後期高齢者医療特別会計補正予算 可決 
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（第２号） 

12 平成２９年度杉戸町介護保険特別会計補正予算（第３号） 可決 

13 杉戸町職員の給与に関する条例及び杉戸町企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

可決 

14 杉戸町課設置条例の一部を改正する条例  可決 

15 杉戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例  可決 

16 杉戸町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例  

可決 

17 杉戸町都市公園条例の一部を改正する条例  可決 

18 杉戸町町営住宅条例の一部を改正する条例 可決 

19 杉戸町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

の定数を定める条例  

可決 

20 杉戸宿魅力発信拠点施設設置及び管理条例  可決 

21 杉戸屏風深輪産業団地企業誘致条例の一部を改正する条

例  

可決 

22 杉戸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  可決 

23 杉戸町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例  

可決 

24 杉戸町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を 可決 
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改正する条例  

25 杉戸町介護保険条例の一部を改正する条例 原案可決 

26 杉戸町地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める

条例の一部を改正する条例  

可決 

27 杉戸町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例  可決 

28 平成３０年度杉戸町一般会計予算  可決 

29 平成３０年度杉戸町水道事業会計予算  可決 

30 平成３０年度杉戸町公共下水道事業特別会計予算  可決 

31 平成３０年度杉戸町国民健康保険特別会計予算  可決 

32 平成３０年度杉戸町後期高齢者医療特別会計予算  可決 

33 平成３０年度杉戸町介護保険特別会計予算  可決 

34 副町長の選任について 同意 

35 杉戸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 可決 

36 平成２９年度杉戸町一般会計補正予算（第９号）  可決 

37 平成３０年度杉戸町一般会計補正予算（第１号）  可決 
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第 14号 杉戸町課設置条例の一部を改正する条例 

 住民参加推進課を住民協働課とくらし安全課に分割しました。 

 

第 20号 杉戸宿魅力発信拠点施設設置及び管理条例 

   旧埼玉農機跡に建造中の建物の活用について 

                 …トイレは 24時間利用可能です。 

     整備費用 

用地取得 4287万 4千円 

解体・建築等 7411万 5千円 

外構等 1165万円 

計 1億 2863万 9千円 

 

 

第 25号 杉戸町介護保険条例の一部を改正する条例 

   現在ある約 5億円の貯金のうち、2億 5000万円を取崩す。 

         →  保険料月額基準額が 4261円になります。 

           ※ 県内で下から 2番目の水準 

              今期に比べると 509円、10.7％減 

 

第 27号杉戸町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

   西放課後児童クラブ（学童保育）の定員が 90人へ。 

    長期休業日などには支援員を 1人増員へ。 

定員を増やすのではなく、2分割にすべきでは 
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第 28号平成３０年度杉戸町一般会計予算 

  総額 119億 9600万円 

 主な新規事業： 

東口通り線整備推進事業…196万円 

中央幼稚園保育棟建て替え…1億 5000万円 

小中学校普通教室エアコン設置工事設計…1325万円 

杉中管理特別教室棟トイレ改修工事…5894万円 

不妊治療、不妊検査に対する助成…60万円 

屏風深輪産業団地事業負担金…4000万円 

アグリパークトイレ改修工事…130万円 

農村センター空調改修工事…1930万円 

※ レポートをご覧ください。 

 

第 34号副町長の選任について 

  坂田直人氏が県に帰任し、竹内康樹氏を選任 

 

第 36号平成２９年度杉戸町一般会計補正予算（第９号）・ 

第 37号平成３０年度杉戸町一般会計補正予算（第１号） 

  杉中管理・特別教室棟のトイレ改修工事が国庫補助で行うことができる見

込みがたったため、平成 29年度の予算として補正し、その分を削除しました。 
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Ⅳ 全員協議会より 

 

【 2月15日（木） 】 

（１） 平成３０年度杉戸町組織の改正について 

（２） 杉戸町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を 

定める条例について 

（３） 杉戸宿魅力発信拠点施設設置及び管理条例について 

（４） 国民健康保険広域化の進捗状況について 

 

【 2月16日(金) 】 

（１） 第５次杉戸町総合振興計画第８次実施計画について 

（２） 中央幼稚園保育棟改築工事について 

（３） 経営戦略の策定について 

（４） 杉戸町公共下水道事業特別会計における地方公営企業法の 

適用化進捗状況について 

（５） 杉戸町高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画について 

（６） 地域包括支援センターの増設（委託）予定について 
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【 3月16日(金) 】 

 （１） 第２次杉戸町地域福祉計画並びに第５次杉戸町障がい者福祉計画 

及び第５期杉戸町障がい福祉計画・第１期杉戸町障がい児福祉計画に 

ついて 

（２） 転入・転出等一覧表の紛失について 

（３） 杉戸町環境基本計画第4期実施計画について 

 

【 4月18日（水） 】 

（１）杉戸町税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

（２）杉戸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分 
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Ⅵ その他 

   ・ 先日のバス旅行、多くの方にご参加いただきありがとうございました。 

   ・ 5月19日（土） 午前10時より町役場文書庫にて 

議会報告会が行われます。 


