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〔太陽光発電設備整備事業〕

・諸支出金は、財政調整基

表示など環境施策について

２千円増額。

金への積み立てにより８

・庁舎の太陽光設置整備で

・大規模改修で進めている

消等衛生的な配慮について

・ 工事におけるにおいの解

業〕

〔小中学校洋式便器整備事

時期に行う意義について
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学校の洋式化率との相違

【結果】賛成全員で可決

について

備事業におけるアンテナ

◆国民健康保険特別会計
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・引き取りのサイクルや民

【結果】以上、賛成全員で

【結果】賛成多数で可決

◆後期高齢者医療特別会計
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間委託によるレンタルの
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検討について
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育て応援特別手当の支給

・民生費は、住宅手当緊急
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策の臨時交付金を充てる。

渉はすべきではないという

みどり環境部に再編して事
【主な質疑等】
務分掌について定めるもの。 問 保険証が市にとめ置か

日から平成 年３月 日ま
答 市民・団体の自主性、
【説明】市内の中小企業者
での間の出産が対象となる。 主体性を極めて尊重しつつ、 に対し、中小企業特別対策

第３回定例会で議決された主な議案等の審査の概要をお知らせします。

企画総務委員会
「スポーツ及び文化に係る
事務の管理及び執行に関す

推進機関で議論いただ

歳入の主な項目

「緊急対策」の実績と

【主な質疑等】

しての努力義務ということ

入れまたは従業員への給与

答

で規定に至った。

今回の組織改正は、①ス
ポーツ行政・文化事業の市
窓口で納付相談をしてもら
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今回の事業の利用見込みは。 問
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また、「緊急対策」のと
あっせんを行うもの。景気
の低迷が長引いているため、 きにも一日も早く融資でき
るよう保証協会等に働きか
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予算の審査から

・市税は、景気鈍化の影響
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ここでは、その主な内容についてお知らせします。
◆一般会計

文化芸術に関する施策の総
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文化芸術振興基本計画

る事務を、市長が管理、執

付されないと思っている人

滞納者には一時金が給
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市長は、部や課を縮小

【主な質疑等】
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行することを定めるもの。
本条例に基づき、教育部

する方向性を示していたが、 もいると思うが、周知は。
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スポーツ振興課と教育部所
管の文化事業を市長部局へ
中で組織を見直すという前
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移管する。

医療機関では相手が滞納者

医療機関と出産する被保険
第３回定例会では、９月 日と 日の２日間予算特別委
者が退院時等に直接支払方
式 の 合 意 文 書 を 取 り 交 わ す 。 員 会 を 開 催 し て 平 成 年 度 補 正 予 算 の 審 査 を 行 い ま し た。

※文教厚生委員会の所管事

配置になった。
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提で、行政課題の対応等を
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【主な質疑等】
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で学校にかかわる事務事業

第２次定員適正化計画

追加し、歳入歳出予算の総
で定めている平成 年４月
「文化芸術振興条例」
額を歳入歳出それぞれ 億
１日現在の目標値を原則に、 【説明】市民の自主性、主
体性を十分に尊重しながら、 ６千 万７千円とするもの。
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本理念、市民・市・団体等

推進機関の設置等について

文教厚生委員会

生涯学習または社会教
定していく。
育事業である公民館活動と、 【結果】賛成全員で可決
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伴う条文の改正を行い、ま

市の重点目標・基本施策、

会で所管する。生涯学習推

の緊急少子化対策として、

月１日から始まる出
産育児一時金等の医療機関
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密な連携を図っていく。

出産育児一時金の給付額を

年度一
般会計の確定により５億
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政との連携の仕方は。
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