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議案番号 
議   案   名 

議席番号／質問者／質疑の要旨 答弁者 

議案第 32 号 

 

平成 28年度瀬戸内市一般会計予算 

７番／厚東晃央 

歳出 57頁 款２総務費、項１総務管理費、目７企画費、 

節１報酬 市行政改革推進委員会委員報酬 120千円 

(1) 委員の構成は 

(2) どのような協議内容か 

(3) 開催回数の見込みは 

 

市 長 

副 市 長 

教 育 長 

担当部長 

63頁 同款、同項、目９錦海塩田跡地振興費、 

節 13委託料 錦海塩田跡地維持管理等委託料 43,158千円 

(1) 詳細は 

(2) 委託先は 

 

 

 

同款、同項、同目、 

節 13委託料 錦海塩田跡地関連施設整備設計委託料 1,981千円 

節 15工事請負費 錦海塩田跡地関連施設整備工事費 2,388千円 

(1) 詳細は 

(2) 委託先は 

(3) 工事期間は 

 

 

 132頁 款８土木費、項２道路橋りょう費、目３道路新設改良費、 

節 13委託料 長寿命化計画等策定委託料 53,000千円  

(1) 詳細は 

(2) 委託先は 

(3) 策定後の予定は 

 

 

 132頁、133頁 同款、同項、同目、 

節 13委託料 道路改良舗装等工事測量設計等委託料 14,500千円 

同節 道路舗装等測量設計等委託料 80,500千円 

節 15工事請負費 道路改良舗装等工事費 175,546千円 

同節 道路舗装等工事費 134,000千円 

(1) 豆田工業団地、錦海師楽線に関連する詳細は 

(2) 豆田工業団地線や錦海師楽線の関連の委託先は 

(3) 要望書が上がっているものへの対応は 

 

 

 133頁 同款、同項、同目、 

節 15工事請負費 交通安全施設工事費 8,000千円 

(1) 詳細は 

 

 

 134頁 同款、項３河川費、目２河川改修費、 

節 13委託料 沿岸部排水計画策定委託料 10,000千円 

(1) 詳細は 

(2) 計画策定後の予定は 
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議案番号 
議   案   名 

議席番号／質問者／質疑の要旨 答弁者 

議案第 32 号  

 148頁 款 10教育費、項２小学校費、目２教育振興費、 

節 13委託料 外国人講師派遣委託料 16,200千円 

151頁 項３中学校費、目２教育振興費、節 13委託料 

外国人講師派遣委託料 16,200千円 

154頁 項４幼稚園費、目１幼稚園費、節 13委託料 

外国人講師派遣委託料 5,400千円 

(1) 詳細は 

(2) 増員・導入決定の経緯は 

(3) 子どもたちへの関わり方や授業の関わり方はどのように計画し

ていくのか 

(4) 委託先は 

 

148頁 同款、項２小学校費、目２教育振興費、 

節 13委託料 学力調査委託料 638千円 

151頁 項３中学校費、目２教育振興費、節 13委託料 

学力調査委託料 371千円 

(1) 継続した理由は 

(2) どのような効果を期待しているのか 

(3) 委託先は 

(4) 現場への負担となっていないのか 

市 長 

副 市 長 

教 育 長 

担当部長 

11番／島津幸枝 

歳出 97頁 款３民生費、項２児童福祉費、目５保育所費、 

節 11需用費 賄材料費 43,798千円 

(1) 算出根拠は 

 

同款、同項、同目、 

節 13委託料 保育園施設整備工事設計監理委託料 2,787千円 

(1) 工事概要及び概算費用は 

(2) 設計内容に一時保育室とあるが、利用定員は 

(3) 設計内容に発達支援教育に寄与できる教室とあるが、具体的な

事業内容は。また、人事配置は 

 

136頁 款８土木費、項５住宅費、目１住宅管理費、 

節 19負担金補助及び交付金  

木造住宅耐震診断事業費補助金 1,560千円 

木造住宅耐震改修事業費補助金 1,250千円 

(1) 内訳と財源充当は 

(2) 木造住宅の耐震化を進めるための具体的な取り組みは 

 

 

 

市 長 

担当部長 
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議案番号 
議   案   名 

議席番号／質問者／質疑の要旨 答弁者 

議案第 39 号 平成 28年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算  

 ７番／厚東晃央 

歳入 319頁 款１財産収入、項１財産売払収入、 

目１不動産売払収入、節１土地売払収入 37,800千円 

(1) 詳細は 

(2) 経緯は 

(3) 金額の決定方法は 

 

市 長 

担当部長 

議案第 40 号 平成 28年度瀬戸内市病院事業会計予算 
 

 

11番／島津幸枝 

334頁 第５条 債務負担行為 事項 給食業務委託  

期間 平成 29年度から平成 31年度 限度額 188,925千円 

(1) 委託費の算出根拠は  

(2) 業務委託をすることになった経緯は 

(3) 現在、給食業務に携わっている職員の今後は 

(4) 委託することのメリット、デメリットは 

(5) 給食も医療の一環と考えるが、現場の指示伝達は問題ないか 

 

 

病院事業 

管 理 者 

担当部長 

議案第 41 号 平成 28年度瀬戸内市水道事業会計予算 

11番／島津幸枝 

377頁 第５条 債務負担行為  

事項 福山浄水場施設更新整備事業  

期間 平成 29年度から平成 32年度まで 限度額 3,819,000千円 

(1) 算出根拠は 

(2) 財源は 

(3) 事業者の発注方法と委託内容は 

 

支出 418頁 款１資本的支出、項１建設改良費、 

目１建設改良事業費、 

節 19委託料 浄水施設整備工事設計等委託料 56,602千円 

(1) 詳細と算出根拠は 

 

 

市 長 

担当部長 

 


