
時間：午前10時～正午

場所：かすみ公民館



1. 開 会

2. 挨 拶

3. 議員の構成・議員紹介

4. 報告・質疑

・政策形成サイクル

・３月議会の主な議案と各常任委員会の活動計画

～ 休憩 ～

5. 意見交換会

6. その他

7. 閉 会
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町 長
（執行機関）

町議会
（議決機関）

選挙

町 民

行政サービス請願・陳情

意思決定（議決）

提案（予算・条例等）
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議

会

●議会改革等調査研究特別委員会（9人）
●予算決算特別委員会（全員）
●広聴広報特別委員会（６人）

議会運営委員会（6人）

一部事務組合議会議員
●龍ケ崎地方衛生組合（2人）
●牛久市・阿見町斎場組合（3人）
●稲敷広域市町村圏事務組合（3人）
●茨城県後期高齢者医療広域連合（1人）

●総務（6人）
●民生教育（6人）
●産業建設（6人）

常 任
委員会
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委員長 海野 隆

副委員長 難波 千香子

委員 野口 雅弘

委員 飯野 良治

委員 高野 好央

委員 石引 大介

3



2022/5/15 阿見町議会報告会

委員長 紙井 和美

副委員長 久保谷 実

委員 柴原 成一

委員 川畑 秀慈

委員 平岡 博

委員 栗原 宜行
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委員長 吉田 憲市

委員 久保谷 充

委員 樋口 達哉

委員 栗田 敏昌

委員 落合 剛
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❏予算決算特別委員会・・・・・・ 17名

当初予算，決算及び事務事業を一体的に審査・調査するこ
とを目的として設置しています。

◆委員長 飯野 良治

◆副委員長 落合 剛

◆委 員 他15名（全議員）
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３月定例会での主な審議内容

❏議案第７号 阿見町手数料徴収条例の一部改正について
（ 「らくらく窓口証明書交付サービス機」という専用端末機を設
置するにあたり、その手数料の徴収に関する現行条例の一部
について所要の改正を行うもの）

❏議案第14号 令和３年度阿見町一般会計補正予算（第９号）

（自動車盗難防止装置購入補助金の１,１２７千円の減額）
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今年度の活動計画
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１．所管事項
町長公室，総務部，町民生活部及び会計課の所管に関する事項及
びその他各常任委員会に属しない事項

２．活動テーマ
（重点調査事項）

市制施行に向かって共に生きるまちづくり

３．そのほか
委員会で
取り上げたい
事項

・空き家対策について
・地域おこし協力隊の受入れについて
・消防団の在り方について
・職員の働き方及び職員定数管理について
・女性の政策決定過程への参画について
・二所ノ関部屋との連携及び課題について

・広域避難計画の受支援における課題について



今年度の活動計画
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４．調査方法

・各種計画書の把握・進捗状況の確認
・事務事業の進捗状況の確認
・成果の確認と検証
・住民，関係団体への意見聴取・意見交換
・現地，先進地視察
・その他



今年度の活動計画
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５．スケジュール

年間スケジュールを作成し、定例的に委員会を開催

第１四半期（４，５，６月）
・所管各種計画書の把握（総合計画，行政改革大綱，行政改革実施
計画，男女共同参画プラン，国土強靭化計画等）
・所管の町内施設の現地視察を行う
第２四半期（７，８，９月）
・関係団体及び住民との意見聴取・意見交換
・活動テーマに基づく先進地視察（県内及び関東圏の日帰り）
第３四半期（１０，１１，１２月）
・関係団体及び住民との意見聴取。意見交換
・活動テーマに基づく先進地視察（宿泊を含む全国各地）
第４四半期（１，２，３月）
・年度報告書のとりまとめ



３月定例会での主な審議内容

❏議案第37号 令和３年度一般会計補正予算（第10号）

（ 3億9,479万7千円を追加し，実穀地区公民館整備のための
工事請負費と監理委託料を新規計上。財源として地方創生拠
点整備交付金，公民館整備基金繰入金，地区公民館整備事
業債を新規計上）
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今年度の活動計画
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１．所管事項 保健福祉部及び町教育委員会の所管に関する事項

２．活動テーマ
（重点調査事項）

【福祉】
子ども・子育て支援事業について（子ども・子育て支援事業計画，（仮
称）子育て支援総合センター，ワンストップサービス，放課後児童クラ
ブ，障がい児の保育，ヤングケアラー）
【教育】
学校教育環境について（コミュニティ・スクール，GIGAスクール構想の
推進，通学路の安全点検，学校施設及び備品，適応指導教室）

３．そのほか
委員会で
取り上げたい
事項

・高齢者の支援
・障がい者の支援（農福連携）
・生涯学習（阿見町地域拠点施設の充実）

・学校給食の充実



今年度の活動計画

2022/5/15 阿見町議会報告会 14

４．調査方法

・各種計画書の把握・進捗状況の確認
・事務事業の進捗状況の確認
・成果の確認と検証
・住民，関係団体への意見聴取・意見交換
・現地，先進地視察
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５．スケジュール

・年間通して
町内の現地視察（学校給食センター，教育相談センターやすらぎの

園，阿見第二小学校）
・４月～６月

重点調査事項について現状の把握
・７月～８月 所管事務調査①先進地視察
・１０月～１１月 所管事務調査②先進地視察
・１月 所管事務調査③先進地視察

※先進地視察は，障がい児の保育，コミュニティ・スクール，福祉関
係，学校給食について
・２月 中間報告のとりまとめ

そのほか，政策提言を行えるよう，随時先進事例等調査研究，事務
調査を行う



３月定例会での主な審議内容

❏議案第11号 阿見町下水道事業受益者負担に関する条例

の一部改正について

（下水道整備を行う地区に対し負担区の設定と受益者負担金
額の設定を行うもの）

❏議案第12号 阿見町下水道条例の一部改正について

（計画区域外からの下水道接続を認める場合の分担金額を改
めるもの）
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今年度の活動計画
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１．所管事項 産業建設部及び町農業委員会の所管に関する事項

２．活動テーマ
（重点調査事項）

実穀地区における土地利用・まちづくりについて

３．そのほか
委員会で
取り上げたい
事項

・都市計画道路廻戸・若栗線
・新規就農者支援事業
・特産品振興事業
・キャッシュレス決済を通じた地域通貨的な仕組みによる

商工業の活性化

・あみ観光協会の法人化
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４．調査方法

・各種計画書の把握・進捗状況の確認
・事務事業の進捗状況の確認
・成果の確認と検証
・住民，関係団体への意見聴取・意見交換
・現地，先進地視察
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５．スケジュール

・４月～６月 所管事務調査①
重点調査事項に係る町内の現地視察及び先進地の視察

・７月～９月 所管事務調査②
その他の事項に係る町内の現地視察

・１０月～１２月 所管事務調査③
住民，関係団体との意見聴取・意見交換
その他の事項に係る先進地の視察

・１月～３月頃 中間報告のとりまとめ
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【総務常任委員会 所管】

〇行政改革推進事業
（理由）
・時代の要請に合った事業なのか検証する必要がある。
・指定管理者等の活用など民間委託の進捗について確認したい。

〇交通安全対策事業
（理由）
・免許返納者に対する補助や助成の内容を充実させる必要がある。

〇不法投棄対策事業
（理由）
・不法投棄の状況など事業の現状について確認したい。
・未然に防ぐためにも調査する必要がある。

②
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【民生教育常任委員会 所管】①

〇子ども食堂事業

（理由）

・子ども食堂の団体への支援として、食材以外の備品保管場所の整備につ
いて

・事業内容が現場から求められるものにマッチングしているか。

・少額な補助金及び交付金となっているが、事業として成果があがったのか
調査したい。

・支援内容はニーズに適しているか？別目線での支援内容を検討すべきで
ないか。

・始まったばかりの事業なので調査が必要

〇福祉センター維持管理費

（理由）

・設備の改修内容、今後の維持計画

・福祉センターまほろばの今後の在り方を検討すべきであると考える。

③
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【民生教育常任委員会 所管】②

〇放課後子ども教室事業

（理由）

・費用対効果や制度そのものについて

〇学社連携事業

（理由）

・学校と社会教育活動は発展的に運営されているか。

〇総合運動公園維持管理費

（理由）

・他市町村の事業者に委託しなければできない事業なのか検証する必要が
ある。
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【産業建設常任委員会 所管】

〇産学官連携事業
（理由）
・進捗状況の確認
・農家に対する周知啓発と進捗状況

〇公共交通推進事業
（理由）
・現状課題から将来あるべき交通体系計画
・予算合計から一人１回あたりの経費をみると、非常に非効率であ
るため。

〇荒川本郷地区まちづくり事業
（理由）
・実穀地区開発との関係性など事業について詳しく知りたい。

⑤
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■岩﨑 弘宜（いわさき ひろまさ） 氏

●取手市議会事務局次長

旧藤代町職員を経て現職。議会事務局担当は通算27年目。

●『地方公務員が本当にすごい!と思う地方公務員アワード2021』 受賞

●令和３年度より 阿見町議会改革アドバイザー

●「議会愛」をモットーに、これまで様々な取り組みを行ってきた。

現在は取手市議会のオンライン議会構築で中心的な役割を担い、

国に対して地方自治法の改正を求めるなどの取り組みを進めている。

⑥
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■平岡 博（ひらおか ひろし）

議長

民生教育常任委員会

予算決算特別委員会

茨城県後期高齢者医療広域連合

■期数 ４ 期

■党派 無所属

■川畑 秀慈（かわばた しゅうじ）

副議長

民生教育常任委員会

議会運営委員会

予算決算特別委員会

広聴広報特別委員会

議会改革等調査研究特別委員会

■期数 ４ 期

■党派 公明党

(1)
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■吉田 憲市（よしだ けんいち）

産業建設常任委員会委員長

議会運営委員会

予算決算特別委員会

議会改革等調査研究

特別委員会委員長

龍ケ崎地方衛生組合

■期数 ７ 期

■党派 無所属

■久保谷 実（くぼや みのる）

民生教育常任委員会副委員長

予算決算特別委員会

■期数 ７ 期

■党派 無所属

■紙井 和美（かみい かずみ）

民生教育常任委員会委員長

議会運営委員会

予算決算特別委員会

広聴広報特別委員会

議会改革等調査研究

特別委員会副委員長

■期数 ６ 期

■党派 公明党

■柴原 成一（しばはら せいいち）

民生教育常任委員会

予算決算特別委員会

■期数 ５ 期

■党派 無所属
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■難波 千香子（なんば ちかこ）

総務常任委員会副委員長

予算決算特別委員会

広聴広報特別委員会委員長

稲敷地方広域連合事務組合

■期数 ５ 期

■党派 公明党

■久保谷 充（くぼや みつる）

産業建設常任委員会

議会運営委員会委員長

予算決算特別委員会

議会改革等調査研究特別委員会

龍ケ崎地方衛生組合

■期数 ４ 期

■党派 無所属

■海野 隆（うみの たかし）

総務常任委員会委員長

議会運営委員会

予算決算特別委員会

稲敷地方広域連合事務組合

■期数 ３ 期

■党派 無所属

(3)



2022/5/15 阿見町議会報告会

■野口 雅弘（のぐち まさひろ）

総務常任委員会

予算決算特別委員会

牛久市・阿見町斎場組合

■期数 ３ 期

■党派 無所属

■飯野 良治（いいの よしはる）

総務常任委員会

予算決算特別委員会委員長

議会改革等調査研究特別委員会

■期数 ２ 期

■党派 無所属

■栗原 宜行（くりはら よしゆき）

民生教育常任委員会

予算決算特別委員会

議会改革等調査研究特別委員会

稲敷地方広域連合事務組合

監査委員

■期数 ２ 期

■党派 無所属

■樋口 達哉（ひぐち たつや）

産業建設常任委員会

予算決算特別委員会

■期数 ２ 期

■党派 無所属
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■高野 好央（たかの よしお）

総務常任委員会

議会運営委員会副委員長

予算決算特別委員会

牛久市・阿見町斎場組合

広聴広報特別委員会

議会改革等調査研究特別委員会

■期数 ２ 期

■党派 無所属

■石引 大介（いしびき だいすけ）

総務常任委員会

予算決算特別委員会

■期数 ２ 期

■党派 無所属

■栗田 敏昌（くりた としまさ）

産業建設常任委員会

予算決算特別委員会

牛久市・阿見町斎場組合

■期数 １ 期

■党派 無所属

■落合 剛（おちあい つよし）

産業建設常任委員会

予算決算特別委員会副委員長

広聴広報特別委員会

議会改革等調査研究特別委員会

■期数 １ 期

■党派 立憲民主党

(5)



❏定例会と臨時会
町議会には，年4回招集される定例会と，必要がある場合に開か

れる臨時会があります。

❏本会議
議会の招集は，通常町長が行い，議員定数の半数以上が議場に

出席して開かれる会議をいいます。

この会議で町の意思が決定されます。
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❏委員会
委員会は提出された議案を分担して，専門的，能率的に審議する

機関をいいます。

常任委員会は３委員会が設置されています。

特別委員会は，特に重要な事柄について審査や調査するために，

必要に応じて設けられます。

❏閉会中の活動
議会の閉会中でも，各委員会では必要に応じて会議を開き，他市

町村の事業の実態などの調査研究を行い，また町民の声を町政に
反映させるための活動も行っています。

2022/5/15 阿見町議会報告会 (7)



阿見町議会では議員が３つの委員会にわかれて

所属します。

❏総務常任委員会

❏民生教育常任委員会

❏産業建設常任委員会

このほか，円滑な議会運営を図るため，議会会期

日程や議案の付託先を決める議会運営委員会，特

定の事案を審査する特別委員会，議会の運営に関し
協議・調整を行う全員協議会などがあります。
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❏総務常任委員会・・・・・・ ６名

町の行財政，広報公聴，企画，税務，戸籍，環境衛生，防災，地

域活動，その他各常任委員会に属さない事項についての一般行政
に関する事務の調査及び議案，請願，陳情等の審査を行います。

◆委員長 海野 隆

◆副委員長 難波 千香子

◆委 員 野口 雅弘 飯野 良治 高野 好央

石引 大介
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❏民生教育常任委員会・・・・・・ ６名

学校教育，生涯学習，文化振興，健康づくり，スポーツ振興，介護

保険，国民健康保険，社会福祉等に関する事項についての調査及
び議案，請願，陳情等の審査を行います。

◆委員長 紙井 和美

◆副委員長 久保谷 実

◆委 員 柴原 成一 川畑 秀慈 平岡 博

栗原 宜行
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❏産業建設常任委員会・・・・・・ ５名

農業，商工業，道路，都市計画，公園，上下水道，建築，区画整

理等についての調査及び議案，請願，陳情等の審査を行います。

◆委員長 吉田 憲市

◆副委員長

◆委 員 久保谷 充 樋口 達哉 栗田 敏昌

落合 剛
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❏総務常任委員会
一般会計

❏民生教育常任委員会
一般会計，国民健康保険特別会計，

介護保険特別会計，

後期高齢者医療特別会計

❏産業建設常任委員会
一般会計，水道事業会計，下水道事業会計
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❏議会運営委員会・・・・・・ 6名
議会が円滑に運営できるように，会議の進め方などを協議します。

◆委員長 久保谷 充 ◆副委員長 高野 好央

◆委員 吉田 憲市 紙井 和美 川畑 秀慈 海野 隆

▼主な所管事項
① 議会の運営に関する事項，議会の会議規則及び委員会に

関する条例等に関する事項，議長の諮問に関する事項について

調査を行います。

② 議案，請願等の審査を行います。

❏全員協議会・・・・・・ 17名
議会の運営に関し，全般的な協議や調整を行います。
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❏予算決算特別委員会・・・・・・ 17名

当初予算，決算及び事務事業を一体的に審査・調査するこ
とを目的として設置しています。

◆委員長 飯野 良治

◆副委員長 落合 剛

◆委 員 他15名（全議員）
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❏阿見町議会改革等調査研究

特別委員会・・・・・・ 8名
町議会の基本条例制定から5年が経過していること，制定後2回の

選挙を経ていることから，この基本条例の目的の達成状況，その他，
議会活動及び議員活動について見直しを行うため，調査研究をして
います。

◆委員長 吉田 憲市

◆副委員長 紙井 和美

◆委 員 久保谷 充 川畑 秀慈 飯野 良治

栗原 宜行 高野 好央 落合 剛
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❏広聴広報特別委員会・・・・・・ 5名

町議会の広聴機能・広報機能を充実させるために設置して
います。議会モニター制度や議会だよりの発行を所管していま
す。

◆委員長 難波 千香子

◆委 員 紙井 和美 川畑 秀慈 高野 好央 落合 剛
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❏龍ケ崎地方衛生組合・・・・・・ 吉田 憲市 久保谷 充
◆構成市町村 8市町村（龍ケ崎市，牛久市，取手市，利根町，

河内町，稲敷市，美浦村，阿見町）

◆業務内容 し尿処理に関する事務を処理

❏牛久市・阿見町斎場組合・・・・・・

野口 雅弘 高野 好央 栗田 敏昌

◆構成市町村 2市町（牛久市，阿見町）

◆業務内容 火葬場，斎場の設置，維持管理及び運営に関す

る事務や火葬場，斎場の周辺対策事業に関する

事務を処理
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❏稲敷地方広域市町村圏事務組合

・・・・・難波 千香子 海野 隆 栗原 宜行

◆構成市町村 7市町村（龍ケ崎市，牛久市，稲敷市 ，阿見町，

利根町，河内町，美浦村）

◆業務内容 消防に関する事項（消防団に関する事務，消防水

利の設置及び管理に関する事務を除く）を処理

❏茨城県後期高齢者医療広域連合・・・・・ 平岡 博

◆構成市町村 茨城県内44市町村

◆業務内容 後期高齢者医療制度の事務のうち，被保険者の

資格の管理に関する事務，医療給付に関する事

務，保険料の賦課に関する事務，保健事業に関す

る事務を処理
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