
平成２８年第１回 

 取手市議会報告会 

  ＆意見交換会 

日時：平成２８年５月１４日（土） 

     10時00分～12時00分 

場所：取手ウェルネスプラザ 

         １階 セミナールーム 

～ 平成２８年度予算審査報告～ 
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議会報告会 目次 

 目次                ２ 

 取手市議会の仕組み              ３ 

 取手市議会の構成                      ４              

 総務文教常任委員会        ５～６ 

 福祉厚生常任委員会        ７～８ 

 建設経済常任委員会              ９ 

 予算審査特別委員会    １０～１７ 

 最後に                                                                      １８ 
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取手市議会の仕組み 担当 議会運営委員会 

議員は必ず３つの常任委員会のいずれかに所属します。 

このほか円滑な議会運営を図るため協議・調整し、議案の付託先委員会   

などを決める議会運営委員会、特定の事件を調査・審査する特別委員会   

などがあります。 

本会議 

議会運営 

委員会 
常任委員会 

総務文教 

常任委員会 

建設経済 

常任委員会 

福祉厚生 

常任委員会 

特別委員会 

◆予算審査特別委員会 

◆決算審査特別委員会 

◇過去には「取手駅北土地
利用構想に関する調査研究
特別委員会」が設置されてい
ました。 

議長：佐藤 清 副議長：染谷和博   
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取手市議会の構成 担当 議会運営委員会 
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総務文教常任委員会 
出典：内閣府地方創生推進室 通知より 
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総務文教常任委員会 
出典：内閣府地方創生推進室 通知より 
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福祉厚生常任委員会 

【議案】 
  ●介護保険事業関連の条例改正（４本） 

  ●家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正 

  ●国保、後期高齢者医療、介護保険の特別会計について 

    平成２７年度補正予算及び平成２８年度予算 
  

      ⇒賛成多数で可決 
 

【陳情】 
 ●「国保負担金減額制裁措置の撤廃について意見書の提出を求める陳情」 

 ●「年金減額についての意見書の提出を求める陳情」 
        

       ⇒全員賛成で採択し、願意に沿った意見書を国に提出 

 

 所管の主な議案・陳情 
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要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業へ
の移行（介護予防・生活支援サービス事業） 

予防給付によるサービス 
 
 

 

 

 

 
・訪問看護 

・訪問リハビリテーション 

・通所リハビリテーション 

・短期入所療養介護 

・居宅療養管理指導 

・特定施設入所者生活介護 

・短期入所者生活介護 

・訪問入浴介護 

・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・認知症対応型共同生活介護 

・福祉用具貸与 

・福祉用具販売 

・住宅改修           など 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
・訪問型サービス 

 

・通所型サービス 

 

・生活支援サービス 

 （配食・見守り等） 

・多様な担い手による生活支援 

・ミニデイなどの通いの場 

・運動、栄養、口腔ケア等の教室 

・訪問介護 

・通所介護 

従来通り 

予防給付で行う 

○ 多様な主体による柔軟な取り組みにより効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、予防給付の訪問介護、
通所介護は、事業にすべて移行（平成２８年度末まで） 

○ その他のサービスは、予防給付によるサービスを利用 

・介護事業所による訪問型・通所
型サービス 

※多様な主体による多様なサービスの提供を推進 

※総合事業のみ利用の場合は、基本チェックリスト該当で利用可 

訪問介護、 
通所介護 

について事業
へ移行 

新しい総合事業によるサービス 
（介護予防・生活支援サービス事業） 
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建設経済常任委員会 

取
手
駅
北
土
地
利
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に
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平
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予算審査特別委員会   

平成２８年度一般会計予算 

３６５億５,０００万円 
 

  重点５分野について 

 

    １．地域活性化事業        ２．市民の健康増進 

     

    ３．子育て支援の充実 ４．中心市街地活性化 

     

    ５．安全安心のまちづくり     

10 
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予算審査特別委員会   担当 細谷議員    

民生費 36.3％ 

総務費 13.7％ 教育費 13.4％ 

土木費 12.8％ 

公債費 10.9％ 

消防費 5.1％ 

商工費 1.1％ 

諸支出金 0.8％ 
議会費 0.7％ 

農林水産業費 0.6％ 

予備費 0.1％ 
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 歳出割合 

衛生費 4.5％ 
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予算審査特別委員会  担当 加増議員 

●桑原周辺地区新市街地整備事業   
    ２,４７１万円 

 
市街地区域への編入、土地区画整理事業で進める。商業、業務施設の
立地を想定した新たな市街地を創出。本年度、地権者を積極的に支援、
実現可能な事業計画案の検討。 

 
○出された意見 

健康ウェルネス（取手駅西口開発）と 

連動した活性化。商業施設だけで人 

が定住するのか？他の計画は？ 

優良農地を失い、商業施設進出の 

保証は？市内業者の影響は？ 
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キリンビール㈱
取手工場

取手駅

JA取手総合
医療センター 警察署

消防署

桑原周辺地区 検討区域図

検討区域
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予算審査特別委員会  担当 加増議員 

● 通学路整備事業 
 １億９,２３８万円 
  
 （８事業） 
 ・下高井田向 
 ・井野下沼 
 ・井野前土井 
 ・下高井官上木 
 ・山王 
 ・米ノ井入口 
 ・本郷４丁目 
 ・双葉  

山王橋周辺通学路整備予定地区（市道4262号線他） 
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予算審査特別委員会  担当 結城議員 

● 個人番号カード交付等に係る事務 

     ２,５２５万円 
 

各機関において、分散されている個人情報をつなぐ役目や情報連携等
のメリットのため開始された個人番号情報について、個人番号カードの
交付等事務を行う。 

 

● コンビニ諸証明交付事業 

          ９８３万円 

 

個人番号カード持参で全国のコン 

ビニエンスストアでの、住民票・印鑑 

証明等の発行が可能になり、利便性 

が向上し、市役所の混雑緩和を図る。 
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予算審査特別委員会  担当 結城議員 

●５０人乗りバス購入 
     ３,４００万円 
 
走行距離49万キロ、初年度登録から 
23年以上経過。修繕に要する費用も 
増加傾向にあるため、新たに購入。 
 
 
●はしご車の購入 
 ２億１,４００万円 
 
23年以上経過し老朽化したはしご車を 
新たに購入。市民の安全を確保し、 
緊急時の対応に備える。 
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予算審査特別委員会  担当 落合議員 

● ウェルネスプラザ管理運営に要する経費 

 １億３,４７４万円 
 

本市の市民交流支援・健康づくり支援・子育て支援施策を展開する中核
的施設として、取手ウェルネスプラザ及びウェルネスパークの管理運営
を行い市民の健康づくり施策の推進と持続可能な中心市街地の活性化
を図る。 
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予算審査特別委員会  担当 落合議員 

● 生活困窮者学習支援事業 

      １５１万円 
 

生活保護世帯や生活困窮状態にある世帯の子どもたちに対し、学習支
援や子どもたちの悩み、進学に関する助言等を行い、子どもたちの学習
意欲の向上を図る。 
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最後に 
議会報告会を行うための委員会の紹介 
 
本日はご参加いただきありがとうございました。 
今回の議会報告会はいかがでしたでしょうか？ 

この後の意見交換タイム・アンケートにて活発なご意見を 

いただけますよう、よろしくお願いいたします。 
 

議会報告会運営チーム 
委員紹介 
座長 飯島 悠介  
 落合 信太郎・渡部 日出雄・山野井 隆・入江 洋一・佐藤 隆治・吉田 宏 
 加増 充子 （議長：佐藤 清・副議長：染谷和博） 
 

役割 
より分かりやすい議会報告及び活発な市民の皆さんとの意見交換会を検討・
準備する役割を担う、任意に組織されたチーム。 


