
第１５回議会報告会
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開 催 日 時 間 場 所

5月18日（土） 9:00～11:30 町民ホール

5月18日（土） 13:30～16:00 ふれあい交流センター



第１５回議会報告会 次第

・開 会
・あいさつ
・議会からの報告（平成３１年度予算）
・委員会報告
・主な議案とその他の報告
・質疑応答

～休憩（１０分）～
・意見交換会
・閉 会

© 嵐山町2011
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予算特別委員会
委員長 森 一人

副委員長 長島 邦夫
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• 総額６３億７,０００万円（１万円未満切り捨て）
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自主財源
50.3％

依存財源
49.7％

町税

分担金及び負担金

使用料及び手数料

その他

地方譲与税

その他交付金

地方交付税

国庫支出金

県支出金

町債

地方
交付税
10.6％

26億7122万円

6861万円

4055万円

4億2609万円

9400万円

6億7500万円

6億6609万円

4億7986万円

8億2540万円

町税
41.9％

分担金及び負担金
1.1％

使用料及び手数料
0.6％

その他
6.7％

地方譲与税
1.5％

その他
交付金
6.6％

国庫
支出金
10.5％

県支出金
7.5％

町債
13％

4億1913万円

※合計が100％にならない
ことがあります



・総額６３億７,０００万円（1万円未満切り捨て）
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議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

その他

民生費
30.4％

商工費
1.2％

※合計が100％にならない
ことがあります

9377万円

8億3976万円

19億3476万円

5億4614万円

2億2061万円

7878万円

6億7309万円

7億2313万円

5億6491万円

6億7707万円

1795万円

総務費
13.2％

衛生費
9.1％

土木費
10.6％

消防費
11.4％

教育費
8.9％

公債費
10.6％

議会費
1.7％

農林水産業費
3.5％



地域活力創出拠点管理事業 元気回復会議補助金

「嵐なび」の機能向上を図る！

Ｑ 元気回復会議補助金について、

どの様な内容か。

Ａ 嵐なびの１階部分の運営に対して、

不十分な点の改善をすすめていく。

町おこしディレクターにも活躍して

もらう予定。
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家でも学校でもない第三の居場所とは...
様々な問題を抱える子どもと保護者に対しての
支援を進める！

Ｑ 第三の居場所事業の工事内容と
職員体制は、どんな予定か。

Ａ 新たに増やしたプレイルームの
空調工事と外構工事。 現状、
嘱託職員を募集したが応募がな
かった。町で２名は確保しており、事務員を
含めて４名での開設を目指す。
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学校教育ＩＴ推進事業... 教育格差の解消のために
必要最低限の新学習指導要領に対応できる

学校ＩＣＴ環境整備！

Ｑ 学校教育ＩＴ推進事業の機械器具借上料の内容は。

Ａ 学習用のＰＣ（タブレット端末）配備であり、

台数については小学校に１５０台（３校分）

を考えている。これは新規の物だけではなく

既存の物（小中学校）も含まれている金額。
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• 川口 浩史 委員

• 渋谷 登美子 委員

• 大野 敏行 委員

• 青柳 賢治 委員

• 長島 邦夫 委員
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Ｑ 学童保育室事業について、町職員が適宜に点検に行くべきであると思う

が。また、保護者会は開催されているのか、指導員が集まらないことを

どの様に考えているのか。

Ａ 学期に一度は各学童保育室を訪問し、実施状況について確認している。

保護者会については、学童保育室ごとに開催しており、今後においても

必要に応じて開催していく考えである。指定管理者の本部からの派遣に

より、人数が足りていないという事ではないが、児童の為にも同じ指導

員が勤務してもらえるように、引き続きの募集努力と早期に支援員確保

をしてもらうように、指定管理先に対応を促していく。
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Ｑ 公教育における保護者負担が大きい。小学生、中学生で保護者が学校に

納付する金額はどのくらいになるのか。公教育経費の軽減策は子育て

支援に必要な施策であると思うが。

Ａ 町内小中学校の保護者が負担しているおおよその金額は、小学校62,000

円、中学校88,000円となる。軽減策として、新たに取り組む事として

は、平成31年度からは町内小学校３校が合同で修学旅行を実施、中学校

でも今後２年間をかけて林間学校、修学旅行の実施学年を揃え、どちらも

合同で実施できるように準備していく。このことにより、宿泊代、バス代

等の軽減を図る。体操着においても町内小中学校同一の物に出来ないか、

校長会を通じて検討している。今後においても、軽減に向けて校長会と

連携して取り組んでいく。
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Ｑ 里山・平地林再生事業において、上手に利用するために伐採後の管理をどう

していくのか。また、伐採後の管理が出来ていない方がいるが、そこには公助

・共助も必要だと思う、タケノコがでる山であれば、ボランティア等に呼び

かけて整備を手伝うことでタケノコをもらえたりすることも良いと考えるが。

Ａ 伐採後の管理については、彩の国緑の基金 里山・平地林再生事業の実施に関

する協定により、所有者が適正な保全管理や森林以外への転用禁止を謳って

おり、期間は協定締結日からの５年間である。その状況について、町は翌年度

より現地確認をして県に状況報告をしていく。また、広報紙に里山の維持管理

を推進する記事と適切な管理のお願い等を掲載して、所有者の啓発に努めて

いる。提案された件については、体験型の取り組み事業として事業化が出来る

ように検討していく。
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Ｑ 嵐山町が推し進める大胆な事業展開において、町が未来のために求められる

意義についてどの様に考えているか。

Ａ 求められる意義については、過去を振り返って、花見台工業団地に投資された

お金が240億円、町としても30億円負担している。インターチェンジには

170億円掛かっており、町として10億円負担している。その効果として、町

に対する恩恵が年に約５億円とみて、20年間分のリターンが100億円になる。

雇用については、町内から約500人が雇用されている。また、平沢土地区画

整理事業において、新しいまち、新しい商業が出来て賑わい創出が出来ている

が、この区画整理事業には一般財源で24億円掛かっている、これを進められた

のも、先の花見台工業団地の恩恵がなければ難しかったと思う。超高齢化社会

に対する社会保障費の財源、若者の定住促進にも大きく貢献していくであろう。
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Ｑ 老人クラブの助成が毎年減少しており、高齢者コミュニティの低下につながると

思う。その対策については。

Ａ 老人クラブの状況は、新たな入会者が少なく全体の会員数も減り、平均年齢も高

くなっている。高齢化によりクラブの役員になる方がいなくて休止しているクラ

ブもある。老人クラブは、高齢者の地域コミュニティにとって大変重要なもので

あると認識しているが、以前のようにクラブの拡大を図っていくのは難しいと考

えている。対応策としては、介護保険の地域支援事業の中に生活支援体制整備事

業があり、生活支援コーディネーターも委託し、新たな地域資源の開発や多様な

主体の地域包括ケアシステムの構築に向け取り組んでいる。また、町事業の卒業

生が行っている自主活動グループへの参加や現在、力を入れて取り組んでいる

「ぷらっと嵐トレ」等にも参加していただくのも一つの方法であると考える。
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歳出における

• （2款）総務費総額 8億3,976万円を 8億3,945万円に減額する説明は（1項）
総務管理費（11目）人権対策費（19節）負担金補助及び交付金では部落解放同
盟嵐山支部補助金40万円を31万円削減し 9万円とし、62万9千円を31万9千
円とするもの。

• （3款）民生費総額 19億3,476万2千円を 19億3,888万円に増額する説明
は、（2項）児童福祉費（1目）児童福祉総務費に新規事業（11）高校生等医療
費給付事業411万8千円を加え（20節）扶助費を8,578万9千円とするもの。

• （4款）衛生費総額 5億4,614万7千円を 5億2,440万3千円に減額する説明
は、（1項）保健衛生費（4目）環境衛生費に新規事業（17）廃棄物減量等推進
審議会運営事業90万円を加える。
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• （2項）清掃費（1目）塵芥処理費（19節）負担金補助及び交付金の埼玉中部資
源循環組合負担金2,621万円を 356万6千円に減額するもの。

• （10款）教育費 5億6,491万円を 5億8,555万円に増額する説明は、（1項）
教育総務費（2目）事務局費（13節）委託料の（17）学習支援事業は新しい形
を検討するため、科目設定とし、376万7千円を減額する。同じく（2目）事務
局費に新規事業として、嵐山町町立小中学校の児童生徒の学習環境向上のため、
小学生1万1千円、中学生2万2千円とする。公立小中学校学習支援費 1,703万9
千円の計上とし、（22）学校給食費第３子補助事業として、（20節）扶助費に
351万7千円を計上するもの。

• （13款）予備費1,776万3千円を270万4千円減額し、1,505万9千円とする。

• 歳出合計は変更なく63億7,000万円とする修正案の説明がありました。



平成31年度 一般会計予算の採決について
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○ 修正案が提出されたため、修正案の採決を行った。

審議結果：賛成3 反対8 「挙手少数」により「否決」

○ 次に、一般会計予算原案の採決を行った。

審議結果：賛成8 反対3 「挙手多数」により

「可決すべきもの」



Ｑ 特定健康診査等委託料において、受診率はどのくらいだった

のか。

Ａ 平成３１年２月２７日現在において、

４２.５％となっている。

審議結果：賛成11 反対１「挙手多数」 により

「可決すべきもの」

歳入歳出 ２３億６３０万円
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Ｑ 後期高齢者医療広域連合納付金が増えている要因と疾病の状況は。

Ａ 積算の段階で単純に被保険者が増加というところであるが、まだ広域連合から

要因については、まだ示されていないので、今後において当初予算が固まって

くる中ではっきりしてくると思う。また、嵐山町において、件数が多い疾病は

循環器系、消化器系、目及び付属器、筋骨格系、内分泌・代謝疾患の順で多く、

費用額では循環器系、新生物、消化器系、

筋骨格系、損傷その他の順になっている。

審議結果：賛成11  反対１「挙手多数」により

「可決すべきもの」

後期高齢者医療 特別会計
歳入歳出 ２億２５６０万円
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Ｑ 嵐山町における介護保険料４,５００円／月は、比企郡内で比較しての状況

は。

Ａ 滑川町5,300円、小川町5,000円、川島町5,500円、吉見町5,300円、

鳩山町4,000円、ときがわ町5,600円、東秩父村6,955円、東松山市

4,900円という状況である、因みに 嵐山町の介護保険料は 県内町村で

保険料の低い方から数えて４番目になる。

審議結果：賛成11  反対１ 「挙手多数」により

「可決すべきもの」

介護保険 特別会計
歳入歳出 １４億６１４０万円
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Ｑ 下水道使用料、浄化槽使用料の平成３１年度予算の計上見込みについて

の内容は。

Ａ 下水道使用料は水道使用量に応じて２カ月に１回の徴収で、１回あたり

4,750件の ６回で 28,500件の算定になる。 大きな事業所については

申告事業所であり、こちらの金額も加味した使用料収入である。浄化槽

使用料においては、昨年度よりか 500万円近く 下げての計上で、基数

においては744基の６回で4,644基の算定をしている。

審議結果： 「挙手全員」により「可決すべきもの」

下水道事業 特別会計
歳入歳出 ６億５１１０万円
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水道事業会計
収益的収入 5億3335万円
収益的支出 4億8699万円 資本的支出2億4984万円
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Ｑ コンデンサーの処分・運搬の委託内容は。

Ａ 浄水場設立時の昭和46年から約34年使用された物で、平成17年に取り外して

から第１浄水場で今まで保管されてきた、PCBの処分は中間貯蔵環境安全(株)

というところで順番待ちをしなければならなく、平成31年度において処分を

お願いするものである。運搬については、指定業者が何社かあるが、極力、県

内の近い公共団体で、同じく処分を考えているところと合わせて４月以降に契

約をして進めていければと思う。

審議結果： 「挙手全員」 により 「可決すべきもの」



委員長 大野 敏行

副委員長 川口 浩史
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① 町商工会役員との意見交換会

平成31年1月15日 午後1時30分より

【参加者からのご意見】

・ミニ経済特区に指定（税制優遇、固定

資産税・償却資産など）

・２～３階に地主が居住し、１階は店舗と

して利用

・人が動いて、物が売れる事は重要

・外からの民間資本の受入れ

・自転車ツーリングのメッカになれば良い
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① 先進地「寄居町若者会議」を視察

平成30年10月16日 午後2時00分より

メンバーは全てボランティア 一般公募１８名・町職員６名

コーディネーターの指導を受けている。

講師 内閣官房地域活性化伝道師

藤田としこ氏

【課題】

・外部の専門家の協力が不可欠

・リーダーを育てることが必要

・最終的には自走する組織であること
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② 嵐山町観光スポットマーケティングの実施

平成31年3月30日 午前10時00分より

【目 的】 ・実験的な活動として、嵐山町観光スポットの問題点を調査

・知らなかった場所を知るきっかけづくり

・ツアーにより、参加者どうし

の親睦を深める

【参 加 者】 町に関心のある若者７名

委員会委員７名

事務局２名
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② 嵐山町観光スポットマーケティングの実施

【実施場所】

都幾川桜堤 → 鎌形八幡神社 → 班渓寺及び橋 →

嵐山パーキング（昼食） → 古里桜トンネル及び菜の花畑 →

鬼鎮神社 → 嵐山農産物直売所 → 杉山城跡

都幾川桜堤 班渓寺橋 古里菜の花畑
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① ６次産業化の先進地「越生特産物加工研究所」を訪問

平成31年2月8日 午前10時00分より

昭和55年 地方創生交付金 1億3200万円を利用し開設

昭和62年 農家・農協・商店・町などの出資で第３セクター方式で運営

運営上の課題： 設備の更新（設備の耐用年数

が８年程度）

嵐山町で考えた場合：

現在持っている素材、アスパラガス、竹の子、

のらぼう菜 などの 加工品を研究する。



委員長 松本 美子

副委員長 吉本 秀二
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【ＩＣＴ教育についての調査状況】
これまで
・平成29年10月27日 教育総務課長から教育環境全般の報告を受ける。
・平成30年 4月 5日 教育総務課長から嵐山町の公立学校におけるＩＣＴの

活用状況について報告を受ける。

・平成30年 5月11日 菅谷中学校・菅谷小学校におけるソーシャルメディア・
ＩＣＴ教育について現地視察を行う。

・平成30年 6月26日 ＩＣＴ教育先進市「つくば市」のＩＣＴ教育について
資料提供を受け、委員会において調査を行う。

今 回
・平成31年 1月21日 ＩＣＴ教育先進市「戸田市」を行政視察。

※各定例会において、文教厚生常任委員会報告により報告



－30－

【ＩＣＴ教育先進市・戸田市を視察】

視察日：平成３１年１月２１日

場 所：戸田市役所６階第１委員会室

説明者：戸田市教育長 戸ケ﨑 勤 氏

テーマ：戸田市の教育改革について

● 戸田市の概要（平成30年4月1日現在）

面 積：１８.１９キロ㎡

人 口：１３８,９６０人

小学校：１２校 ・ 約８,０００人

中学校： ６校 ・ 約３,３００人

※平均年齢が40.5歳 ・ 23年間連続で県内一若い街

略歴（平成２５年４月教育長就任）

●中学校教諭

●小中学校校長

●教育再生実行委員会議技術革新ワーキング・

グループ有識者会議委員

●中央教育審議会第３期教育振興基本計画部会

委員

●経済産業省「未来の教室」とエディテクト

研究委員 など

戸ケ﨑 勤 教育長
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【戸田市のＩＣＴ教育の背景】

●平成２５年４月、戸ケ﨑氏教育長に就任、「地方教育行政の組織及び運営
に関する法律」が改正され、 最初の教育長として 市民に 教育ビジョンを
示した。

【教育ビジョン】
●将来の戸田市の子どもたちが困らないための教育改革の推進
～ その中で現在のＩＣＴ教育に至る ～

【① 教育改革の視点】
◆今後の社会は、第４次産業革命（インダストリー4.0）や超スマート社会
（ソサエティー 5.0）の実現など、ＡＩ、ＩＯＴ、ロボット等の技術革新
が一層進展する。
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【② 目指す教育の方向性】
◆ＩＣＴツールを文具として使いこなしながら、人間ならではの感性や創造性
を伸ばし、ＡＩでは 代替できない 能力の育成と、ＡＩを活用できる 能力の
育成が必要。

【用語説明】
◎インダストリー4.0
（独: Industrie 4.0、英: Industry 4.0）は、ドイツ連邦教育科学省が勧奨
して、2011年にドイツ工学アカデミーが発表した、ドイツ政府が推進する
製造業の デジタル化・コンピューター化 を目指すコンセプト、 国家戦略的
プロジェクト。
◎Society（ソサエティー）5.0
日本が提唱する未来社会のコンセプト
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【戸田市のＩＣＴ教育状況】

● 学校情報化ランキング（平成２９年・日経ＢＰ社）関東地方で小学校は１位、中学校

は２位、両方を合わせると関東で１位。

● ＩＣＴ教育先進自治体といっても、世界と比較するとかなり遅れている。そこで企業

に入ってきてもらおうということをやってきた。現在連携している企業は７０社ある。

● お金をかけてやっているわけではなく、企業のＣＳＲ（社会貢献）をうまく活用する。

● マイクロソフト社のウィンドウズとグーグル社のクロームブックを、異なる小学校に

２年間無料で使わせてもらい検証を出した上で、クロームブックを2,000台入れた。

● ロイロノートも使ってみていただきたいということで使わせていただいた。児童たち
も自由に使いこなし、教員の評価も高く、学校に合っているということで、１年試し
て導入した。
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● プログラミング教育は、平成３０年度から始め

ている。学校ごとに会社が異なり、ソニー株式

会社、株式会社ベネッセコーポレーション、一

般社団法人ＣＥＥジャパン。試行でありお金が

かからず、会社同士が切磋琢磨してもらえるよ

うな仕組みを取り入れてやっている。

講師は、日本を代表するようなプログラミン

グ教育の指導者たちで、教職員の研修に無償で

来てくれている。

戸田第二小学校
４年生：プログラミング
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文教厚生委員会視察状況 ＝ Ｈ31. 1. 21

【委員の感想】
●５年先、１０年先の技術革新が想像でき
ないほど世の中は変動している。嵐山町
の子どもの教育も乗り遅れないように早
く対応することが重要。

●嵐山町と戸田市のＩＣＴ教育を比較し、
同じ公教育の中で、このような格差が
あるのだということを実感した。

◎今後、本視察を踏まえての検討を加え、
町への提言をまとめることとしている。



広報広聴常任委員会
委員長 長島 邦夫

副委員長 吉本 秀二
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広報広聴常任委員会
主な議案とその他報告



１．同意第２号～９号
嵐山町農業委員会の委員の任命
につき同意を求めることについて

〇 提案理由

農業委員の任期が平成３１年３月３１日に
満了することにつき、議会の同意を求める
もの。

・青木 美恵子 氏（再任、同意） ・安倍 美代子 氏（新任、同意）

・新井 進子 氏 （新任、同意） ・内田 公生 氏 （新任、同意）

・小澤 秀 氏 （再任、同意） ・杉田 健一 氏 （新任、同意）

・杉田 哲 氏 （再任、同意） ・瀨山 和令 氏 （再任、同意）
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主な議案

農地の番人、農業委員会委員 (南部土地改良区内)



２．議案第１号
嵐山町子ども家庭支援センター設置
及び管理条例を制定することについて

○ 施設設置目的

子ども 及び 子どもを育成する家庭に 総合的
支援を行い、安心して 子どもを産み 育て、
健やかに成長できる環境の形成に資すること
を目的とする

○ 子ども家庭支援センター ｂ＆ｇらんざん の主な業務

子ども及び子育て家庭における相談、支援サービス（有料による一時預かりを
含む）の提供。及び児童虐待の防止に関すること
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主な議案

子ども家庭支援センターｂ＆ｇ らんざん＝H31.3.22



３．議案第３号
嵐山町活き活きふれあいプラザ設置
及び管理条例の全部を改正すること
について

〇 目的
町民の健康保持・増進・介護予防等を総合的に
推進し、福祉の向上に寄与することを目的とする

〇 主な改正
・利用者のニーズに対応するため、トレーナーを１人から２人体制にするなど、
施設環境の充実に伴う利用料の値上げ（町内利用者優先により、町内1.5倍、
町外２倍）

・利用者の年齢が、おおむね１８歳以下に引き下げられた
－39－

主な議案

活き活きふれあいプラザやすらぎの
内部＝H31.4.15



４．議案第８号

嵐山町 健康増進センター 設置

及び管理条例の一部を改正する

ことについて

○ 主な改正点

健康増進センター内に

子育て世代包括支援センターを開設

休館日 を 土曜、日曜、国民の祝日に規定する休日に

開館時間 を 午前８時３０分から午後５時１５分までに

使用料 を 改正するもの
－40－

主な議案

改修された子育て世代包括支援センター内部 ＝H31.4.15



■ 歳 入

● 法人税 7624万円

企業、特に製造業が堅調

● 地方交付税 1900万円

交付見込に伴い補正

● 繰入金 1300万円

ふるさとづくり繰入金 (千年の苑関連)

● 町 債 △1920万円

埼玉県ふるさと創造貸付金 (駅西口地区 整備事業の変更に伴う補正)

● 町 債 150万円

新規に杉山城跡駐車場整備事業を起債 －41－

主な補正予算

花見台工業団地全景



■ 歳 出

● 介護給付・訓練等給付事業 300万円

障害者福祉サービスの利用者及び利用量の増加により増額補正

● 高齢者外出支援タクシー実施委託料 △146万円

年間委託料は 平成29年 １月末 7207万円、平成30年 １月末

7444万円と伸びているが、実績見込みにより減額補正

（北部、南部地区より市街地の利用者が多い）
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主な補正予算



● 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 △239万円

（保育士の利用対象者がなく、皆減額補正）

● 空き家利活用モデル事業補助金 △50万円

（利活用する空き家候補の見込みがないため、皆減額補正）

● 小学校施設改修事業 871万円

（空調設備設計委託料、工事請負費の新規計上補正、3校）

● 中学校施設改修事業 782万円

（空調設備設計委託料、工事請負費の新規計上補正、2校）
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主な補正予算



１．埼玉中部資源循環組合を脱退する決議

■ 提案理由

焼却中心政策でごみ処理が進んでいる。コストが高く、ごみを

常に必要とし、健康面・環境面にマイナスが大きい埼玉中部資源

循環組合の脱退を決議するもの

審議結果：賛成３名 反対９名「挙手少数」により「否決」
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議員提出議案（全１０議案）



２．嵐山町立幼稚園３年保育実施の決議

■ 提案理由

2017年度からの保育所保育指針・幼稚園教育要領・認定こど
も園教育・保育要領の３つの法令が同時に改訂された。これを受
けて、2019年度からの保育園・幼稚園・こども園等の無償化が
はじまる。嵐山町立幼稚園の３歳児保育実施を求める決議

審議結果：賛成３名 反対９名「挙手少数」により「否決」
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議員提出議案



３．体罰禁止の法制度の確立を求める意見書の提出について

■ 提案理由

虐待による死亡事件が後を絶たない。体罰およびその他の残虐

な又は、品位を傷つける形態の罰は、家庭を含めたあらゆる環境

において 改めるべきであり、 そのための法制度の 確立を求める

意見書の提出

審議結果：賛成３名 反対９名「挙手少数」により「否決」
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議員提出議案



４．公文書管理法の見直しを求める意見書の提出に

ついて

■ 提案理由
年金記録問題を皮切りに、公文書管理の不始末が続いている。

いずれも多額の税金を投入し行われた政策であり、適正な公文
書管理が必要である。適正に管理を行うため、公文書管理法の
改正と運用の見直しをもとめる意見書の提出

審議結果：賛成２名 反対10名「挙手小数」により「否決」
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議員提出議案



５． 嵐山町ゼロウェイスト調査・推進特別委員会を設置

することについて

■ 提案理由
ゴミは焼却しないで処理していく方策を進めることで資源循

環を進めることができる。分別をして循環させていく資源循
環のシステムに切る変えるべきであり、特別委員会の設置を
求めるもの

審議結果：賛成３名 反対９名「挙手少数」により「否決」
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議員提出議案



６．全国知事会の「米軍基地に関する提言」の主旨に基づ
いて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直し
を求める意見書の提出について

■ 提案理由

日米地位協定の考え方に「米軍は我が国の施政権下にある
領域であれば、どこにでも施設・区域の提供を求められる権
利が認められている。」日本全国どこでも米軍基地ができる
可能性がある。日米地位協定の見直しを求める意見書の提出

審議結果：賛成３名 反対９名「挙手少数」により「否決」
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議員提出議案



７．国民健康保険に対する国庫負担の拡充を求める

意見書の提出について

■ 提案理由

国保税が高騰した要因は、国保加入者の貧困化と国の予算
削減によるものである。したがって、国保の構造的問題を解
決するため、国庫負担率の大幅な引き上げを求める意見書の
提出

審議結果：賛成３名 反対９名「挙手少数」により「否決」
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議員提出議案



８．沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を

求める意見書の提出について

■ 提案理由
沖縄県辺野古の米軍基地建設をめぐって、沖縄県をはじめ地域

住民の 基地拡張 埋め立て反対の声は 厳しく、県民投票の結果は
７０％越える反対の民意となった。辺野古新基地建設工事を中止
することを求める意見書の提出

審議結果：賛成３名 反対９名「挙手少数」により「否決」
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議員提出議案



９．妊婦が 安心できる 医療提供体制の充実と 健康管理の

推進を求める意見書の提出について

■ 提案理由
妊婦は 診断が難しい疾患や 合併症に見舞われる 頻度が高く、

胎児の発育に悪影響を与える医薬品もあり、診療には特別の注意
が必要とされる。 平成３０年度 診療報酬 改定により妊婦加算が
実施されたが 問題が多く、妊婦に一律に 実施されることは 凍結
されている。妊婦が安心して医療を受けられる体制を求める。

審議結果：「挙手全員」により「可決」
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議員提出議案



１０．報道規制につながる閣議決定の撤回とともに、記者

会見での自由に質問ができるよう求める意見書の

提出について

■ 提案理由
菅官房長官は、事実上、特定記者の排除をもとめる文書を記者

会に送った。特定記者が特定の人物を誹謗・中傷するような質問
なら理解するが、質問によって国の方向性や中身がわかるもので、
自由に質問できるよう求める。

審議結果：賛成３名 反対９名「挙手少数」により「否決」
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議員提出議案


