
産業建設常任委員会  

 

日  時   平 成 ３ １ 年 ３ 月 ８ 日 （ 金 ） 午 前 １ ０ 時 ～  

場  所   第 ２ 委 員 会 室  

 

１ 開議 

２ 事務局日程説明 

３ 所管分付託議案審査（説明～質疑） ※付託表その１  

  （審査順：別紙審査日程） 

（１）第 60号議案 平成 30年度亀岡市一般会計補正予算（第 8号）所管分 

（２）第 63号議案 平成 30年度亀岡市地域下水道事業特別会計補正予算（第 3号） 

（３）第 66号議案 平成 30年度亀岡市土地取得事業特別会計補正予算（第 1号） 

（４）第 67号議案 平成 30年度亀岡市水道事業会計補正予算（第 4号） 

（５）第 68号議案 平成 30年度亀岡市下水道事業会計補正予算（第 3号） 

 

４ 討論～採決 

５ その他 

（１）行政視察について 



●３月８日（金）

◇補正予算（説明・質疑）

10:00～ 第67号議案 平成30年度亀岡市水道事業会計補正予算 上下水道部

第68号議案 平成30年度亀岡市下水道事業会計補正予算

第63号議案 平成30年度亀岡市地域下水道事業特別会計補正予算

10:40～ 第60号議案 平成30年度亀岡市一般会計補正予算（所管分） まちづくり推進部

第66号議案 平成30年度亀岡市土地取得事業特別会計補正予算

11:20～ 第60号議案 平成30年度亀岡市一般会計補正予算（所管分） 産業観光部

◇討論～採決　

11:50～

◇その他

11:55～ 行政視察について

（裏面に続く）

産 業 建 設 常 任 委 員 会 　＜審 査 日 程＞

（採決順：第60、63、66、67、68号議案）
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●３月１１日（月）

◇補正予算　委員長報告の確認

10:00～ 委員長報告の確認

◇条例・その他議案審査（説明・質疑）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13:30～ 第55号議案
亀岡市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定に
ついて

上下水道部

13:45～ 第57号議案 土地改良事業（災害復旧事業）の施行について 産業観光部

13:55～ 第53号議案
亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
の一部を改正する条例の制定について

まちづくり推進部

第54号議案 亀岡市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

第59号議案 市道路線の認定、廃止及び変更について

◇討論～採決　

14:20～

◇要望

14:30～ （要望）
市街化調整区域における運送事業者に対する開発許可の是
正措置に関する要望

（意見陳述）

14:55～ （要望） 事務処理の適正化についての要望 （意見陳述）

◇行政報告

15:20～ 行政報告 京都・亀岡保津川公園について まちづくり推進部

◇その他

15:40～ 議会だよりの掲載内容について

閉会中の継続審査について

（～16:10） 月例開催について

●３月２５日（月）

◇委員長報告の確認、その他　　　　　　　

10:20頃～ 委員長報告の確認等

産 業 建 設 常 任 委 員 会 　＜審 査 日 程＞

＜議会運営委員会（幹事会）～会派会議～本会議～特別委員会＞　　　　

（採決順：第53、54、55、57、59号議案）
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年度

福岡県大野城市 神奈川県川崎市 新潟県新潟市 愛知県岩倉市

統合型行政評価システ
ム（公共サービスＤＯＣ
Ｋ事業）

子どもの権利に関する
条例について

農業の１２次産業化、国家
戦略特区の規制緩和を活
用した農家レストラン

情報公開№１を目指す
取組み、議会基本条例
の検証等

福岡県筑後市 東京都調布市 新潟県村上市 三重県鳥羽市

定住促進事業について 子ども条例について
田んぼダムの取組み、
歴史的風致維持向上
計画

通年会期の採用、ＴＯＢ
Ａミライトーク、ＩＴ化の
推進等

佐賀県唐津市 愛知県岩倉市 山形県天童市

学校統廃合について、
ＩＣＴを利用した教育推
進事業

子ども条例について
ふるさと納税による市内
産業の活性化

千葉県習志野市 栃木県小山市 静岡県藤枝市 神奈川県横須賀市議会

公会計（バランスシート
探検隊事業）

子どもの貧困（子どもの
貧困撲滅５カ年計画）

「ふじえだ花回廊」事業、
民間活力導入による中心
市街地のまちづくり

議会の活性化（ＩＴ化の
取り組み）

千葉県いすみ市 東京都足立区 埼玉県川口市 岐阜県可児市議会

移住定住促進事業（空き家バ
ンク、お試し住宅・田舎暮らし
体験プログラム等）

子どもの貧困（未来へ
つなぐあだちプロジェク
ト）

地域貢献事業者認定
事業（中小企業振興条
例に基づく取組み）

議会の活性化（地域課
題懇談会について等）

神奈川県藤沢市 神奈川県藤沢市

中学校給食（選択制デ
リバリー給食、ミルク給
食）

地産地消推進事業（地
産地消推進条例に基づ
く取組み）

新潟県糸魚川市 福岡県古賀市 広島県福山市 岐阜県高山市議会

子ども一貫教育、新教
育委員会制度への移行

介護支援事業、高齢者
の外出促進について

自転車利用促進プラン 議会の活性化

福岡市：東平尾公園レベルファイブスタジアム（合同）

新潟県長岡市 佐賀県武雄市 福岡県糸島市 三重県議会

防災体制の強化、防災
センター

市民病院の民間移譲、
こどもの貧困対策課新
設

農力を育む基本条例・
基本計画、ＪＡ糸島産直
市場「伊都菜彩」

議会の活性化

新潟県妙高市 福岡県久留米市 山口県周南市

コミュニティスクール事
業、小規模特認校制度

子ども・子育て支援、子
育て交流プラザ

コンベンションシティ推
進事業

東京都練馬区 東京都町田市 神奈川県小田原市 三重県四日市市議会

小中一貫教育・学校給
食

ごみ減量の取組（小型
家電リサイクル）

中心市街地活性化基
本計画

議会機能の強化、市民
参加の拡充

東京都板橋区 東京都荒川区 静岡県御殿場市 石川県加賀市議会

防災行政
介護予防・日常生活支
援総合事業

観光ハブ都市づくり推
進事業

議会基本条例の検証等

埼玉県飯能市 千葉県松戸市 静岡県熱海市

小規模特認校制度・普
通教室へのエアコン設
置

利用者支援事業（子育
てコーディネーター、子
育てコンシェルジュ）

「営業する市役所」によ
る地域経済活性化

＜参考＞過去４年間における各委員会の行政視察実績

30

議会運営委員会

27

総務文教常任委員会 環境厚生常任委員会 産業建設常任委員会

28
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