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予算要望
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https://maebashi-koshikai.jp/HP027-898-6989TEL 027-212-2939FAX前橋高志会

令和４年度予算に対する要望書を山本市長に提出しました。
　前橋市第七次総合計画に掲げる６つの柱、「教育・人づくり」（人をはぐくむまちづく
り）「結婚・出産・子育て」（希望をかなえるまちづくり）「健康・福祉」（生涯活躍のまち
づくり）「産業振興」（活気あふれるまちづくり）「シティプロモーション」（魅力あふれる
まちづくり）「都市基盤」（持続可能なまちづくり）に則った各種施策に対する要望のほ
か、国が進めるデジタル化に関しては「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」の
具現化など、市政全般における50項目の要望と、中心市街地再開発事業の進捗や駒形町
第一区画整理事業の早期完成、ローズタウン団地の早期売却・整備、駒形駅前通線の早期完成、大室公園内への資料館・収蔵庫
の設置、第五コミュニティセンターへのエレベーター設置、CFS対策の拡充と旧合併町村地区の均衡ある発展などの地域要望
68項目、合わせて118項目の要望をさせていただきました。

　前橋市議会「前橋高志会」令和４年新春号発行にあたり一言ご挨拶申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症が収束に至らぬ中、最近になり全国的に変異ウイルス（オミクロン株）市中感染による感染症の
拡大が懸念され、予断を許さない状況であります。昨年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大から２年が経ち、ワクチン
接種を含めさまざまな対策を講じ、感染症対策に注意を払った年でありました。私ども前橋高志会は、市民に寄り添った立
場で、市民の声を本会議、各常任委員会に届け、関係各所と議論を重ね、更なる対策に取り組んでおります。
　また昨年12月の市長提出補正予算議案並びに専決処分（新型コロナウイルス対策、18歳以下への10万円給付金等）、市政
全般にわたり、会派として可決をさせていただきました。現在、３回目のワクチン接種実施へ向けて奔走しており、一人でも
多くの市民が安心安全を実感できるよう、市民の代弁者として今後も取り組んで参る所存です。

施設園芸農家への燃油購入費助成
燃油価格の高騰が続いており、冬期に加温が必要な施設園芸農家の経営安定を図る対策として前橋市
では燃油価格が一定基準を超えた場合の購入費の一部を助成します。
補助対象者（以下の全ての要件に該当する農業者）
❶ 前橋市内に居住する個人事業主又は前橋市内に事業所を置く法人であること。
❷  前橋市内の園芸施設で農産物を栽培し、施設内の農業用機械等でA 重油又は灯油を使用し

ていること。
❸ 令和2年以降の1年間の農産物販売額が50万円以上または認定新規就農者であること。
❹ 市税を滞納していないこと。

対象経費及び期間
施設園芸用のA 重油又は灯油の購入単価が基準単価（83.1円/L）を超えた場合、その差額に購入量を乗じた金額。

（ただし以下の全てに該当すること。）
❶  経営主若しくは経営主と同一経営体の従事者又は法人が購入したもの。（ただし、同一経営体で重複して申請することはできません。）
❷ 令和３年10月１日から令和４年３月31日までの間に納品及び支払いを完了したもの。

［補助率 ］ 対象経費の１/２以内
［上限額 ］  １経営体あたり200,000円（ただし、主として花きを栽培している場合は、

１経営体あたり300,000円）
燃油購入助成関連・市HP

新春号発行のご挨拶

（国重要文化財　臨江閣　別館　大広間） 撮影の為マスクをしておりません
令和４年１月４日から令和４年３月31日まで

補助額

受付期間
近藤 登笠原 久金井 清一小曽根 英明 山田 秀明富田 公隆  窪田 出

　前橋市が策定した「前橋市アーバンデザイン」の推進を担うのが前橋デザインコミッション（MDC）です。まちな
かの目指す姿を可視化するのが、「馬場川アーバンデザイン改修プロジェクト」になります。
　中央通りから、千代田通りまでの区間は市の遊歩道公園という「公共」空間ですが、これを「民間」で改修するとい
う全国的にも画期的な取り組みであり、幕末の前橋城再建や明治初期のまちづくりなど常に官民連携の歴史がある
前橋であるからこそ実現可能な事業です。
　民間だからこそできる自由で魅力的なデザイン、それ以上に重要なのは「まちの使い手」である市民が計画段階か
ら参画することです。工事を終わらせることでは、アーバンデザインは実現できません「まちづくり」の腕前をあげ
ていく継続的な取り組みにこそ価値があります。ここから、まちなか全体の魅力アップが波及することが期待され
ています。

民間主導のまちづくりを我々も応援しています！

前橋高志会　幹事長　笠原　久

※要望事項に関しては会派のHPをご参照ください

本誌の制作・配布には政務活動費が充てられています



▪ 所属議員紹介 ▪

山田 秀明 やまだ ひであき　◦城南地区　◦1期　◦教育福祉常任委員　◦ICT 利便性向上調査特別委員会

■ 教育福祉常任委員会 決算審査質問
教育福祉常任委員会

１．高齢者世帯エアコン購入費等助成事業について
２．遊び場利用推進事業について
３．AED設置・貸出事業について
４．子育て短期支援事業について
５．子どもたちの体験事業について
■ 令和３年 第3回定例会 総括質問

本会議
１．水産業振興事業について
　  （ヤマメの稚魚等放流事業・ワカサギ増殖事業）
２．スマートシティ関連事業について（未来技術社会実装事業）

■ 令和３年 第３回定例会 総括質問項目
本会議

１．予算の執行状況について（執行状況・令和２年度との比較・考え方）
２．清掃事業について（六供清掃工場の稼働状況・今後の予定・次期清掃工場）
３．マイナンバーカードについて
　 （交付状況・利用状況・今後の取組・保険証登録の状況・医療機関の端末設置状況・マイタク）
■ 建設水道常任委員会・決算審査質問項目
建設水道常任委員会

１．交通安全施設整備事業について
２．水道事業について
３．空き家対策補助事業について
４．駒形第一土地区画整理事業について　

■ 市民経済常任委員会  決算審査質問
市民経済常任委員会

１．ふれあい体験交流事業について
２．家畜飼料生産拡大事業について
３．養豚施設防犯対策事業について
４．農道等整備事業について
５．プレミアム付き商品券事業について
６．買い物利便性向上支援事業について
７．競輪特別会計について

３．防災活動について（自主防災会の活動状況）
４．農産物直売所支援事業について（支援状況と利用者数）
５．廃校の活用について（市街化調整区域内の廃校利用）
■ 令和３年 第４回定例会 総括質問
１．農業政策について（荒廃農地解消に向けた取り組み）
２．観光マップの更新について（更新状況・デジタル化）
３．立体駐車場の活用について（空きスペースを使ったイベント）
４．地域の諸課題について
　  （粕川地区の幹線道路・生活道路の整備状況）

第３回定例会
総括質問

R3年9月
総括質問

第４回定例会
総括質問

笠原 久 かさはら ひさし　◦幹事長　◦駒形町・永明地区　◦５期　◦建設水道常任委員　 富田 公隆 とみた きみたか　◦城南地区　◦４期　◦副議長 

■ 令和３年  第４回定例会  総括質問
本会議

１．産業団地の確保について
•上増田工業団地
•民間活力による産業団地開発
２．歴史文化遺産の活用について
•女堀の整備　•大室公園の活用　•歴史資料館建設
３．施設園芸に係る燃油価格高騰対策について
•施設園芸農家への影響　•支援制度　•本市の取組
４．道路整備について
•波志江スマートIC周辺道路整備　•駒形駅前通線 総括質問動画

総括質問動画

窪田 出 くぼた いずる　

　12月議会では「前橋市地球温暖化防止実行計画」についての質問をはじめ下記項目について質問させていただきました。
「ＩＣＴ利便性向上調査特別委員会」の副委員長として中間提言とりまとめを昨年12月に委員長とともに市長へ提出いたし
ました。デジタル化社会に向けて誰一人取り残さない行政サービスの構築に向け議会としても努力していきます。

小曽根 英明 おぞね ひであき　◦桃井小・一中地区　◦４期　◦市監査委員　◦建設水道常任委員

■ 令和３年 第３回定例会 総括質問
本会議

１．市庁舎一部改築工事について
•進捗状況　•今後
２．管理不全空き家の対応について
•対応状況　•対応件数と実績
３．平和資料の収集展示について
•検討会提言書　•提言に対する今後の展開
•民間からの資料受入れ
４．SDGsの推進について
•現状と認識　•今後

■ 令和３年 第２回定例会 総括質問
本会議

１．中心市街地の活性化について
•現状　•公社との連携　•事業者への支援
２．まちづくりについて
•千代田町三丁目土地区画整理事業　•河畔整備 等
３．競輪事業について
•現状　•今後の取組　•将来的な展望
４．赤城の恵ブランドについて
•販売促進　•認証制度
５．包括連携協定について
•目的と実績　•今後の取組

金井 清一 かない きよかず　◦桂萱地区　◦5期　◦総務常任委員

■ 令和３年 第３回定例会 質問項目
総務常任委員会

財政について
•実質単年度収支（５年連続赤字）、経常収支比率
防犯カメラについて
•設置、画像提供
防災について
•水防出動（内水氾濫）、救急救命講習、ドローン実績

■ 令和３年 第４回定例会 質問項目
本会議

ハザードマップについて
•６月の改訂、浸水想定区域の防災対応　
•内水ハザードマップ（内水氾濫）
歴史まちづくりについて
•歴史的風致維持向上計画、歴史まちづくりの方針
コロナ禍の不登校について
•不登校状況の変化、不安やストレスへの対応
ローズタウンについて
•開発の構想と経過、現在の状況（用途変更、ザスパ検討）
市道00-065号線（泉橋通線）について
•進捗状況（新泉橋完成）、今後の見通し

近藤 登 こんどう のぼる　◦富士見地区　◦４期　◦総務常任委員 

■ 第３回 定例会総括質問
本会議

１．前橋、高崎をはじめとした県央都市構想について　
２．防災、減災について　　 ３．図書館の整備について　
４．前橋工科大学について　５．ＣＳＦ対策について　
６． 県が進める県立赤城公園の活性化に向けた基本構想策定業

務について
■ 総務委員会の決算審査

総務常任委員会
１．頃中における税収減の状況について　２．広報について　
３．電子申請等推進事業について　 ４．防災対策推進事業について　

■ 第４回 定例会総括質問
本会議

１．管理不全の空き家・空地について　
２．移住施策について　３．ＣＳＦ対策について　
４．赤城山ミーティングについて　
５． 富士見地区における農業振興地域整備計画の

変更について

　令和３年の第３回および第４回の定例会ではいずれも総括質問を行い、第３回定例会では決算審査の質問も行
いました。詳細は下記の通りです。

R3年12月
総括質問

■ 第４回定例会 総括質問項目

◦副幹事長　◦文京・天川・六供地区　◦3期　◦教育福祉常任委員会（委員長）
◦ICT 利便性向上調査特別委員会（副委員長）

※ 受付開始からしばらくの間は電話回線が混雑することが予想されますので、できる
限りパソコン・スマートフォン・タブレットを使って予約サイトから予約してください。

※ ３月中旬以降の接種分については、２月中旬以降から予約受付を開始します。

平     日　 9：00～17：00
土・日・祝  10：00～15：00

新型コロナワクチン追加（３回目）接種のお知らせ

令和４年１月24日（月） 8：30から

令和４年２月１日（火）〜３月上旬の接種分

接種券を手元に用意し、次のいずれかの方法で予約を行って
ください。

1 前橋市ワクチン接種予約サイト 24時間受付 https://jump.mrso.jp/102016/

2 0570-0
ゼロ

5
コ

6
ロ

7
ナ

-0
ゼロ

2
ニ

❶、❷ともに、１月24日（月）は、8：30から受付を開始します。
前橋市ワクチン接種専用ダイヤル

予約対象期間

予約方法

予約受付開始日

1. おくやみ相談窓口について
（1） 開設後の状況 ←  令和2年11月よりおくやみに関

する申請窓口が設置されました。
（2）運営方法 ←  予約制ですが、各課の申請書を一括

作成できます。
（3）ＩＣＴ、オンライン化　（4）訃報状況
2. 前橋市犯罪被害者等支援条例

（1）条例制定の経緯　

（2）支援策 ←  見舞い金をはじめ日常生活、心身不調や居住、就業なども支援します。
（3）啓発活動
3. 前橋市地球温暖化防止実行計画について

（1） 本市の現状把握 → 本市は民生部門（家庭、業務用率）、運輸部門の比率が高い状況。
（2）将来推計　
（3）目標値 ← 2013年度比32.4％温室効果ガスを削減する目標です。
（4）施策の展開 ← 省エネ新エネ機器に対する新たな補助制度を検討します。
4.行財政運営面における民間委託等の推進の考え方について
5.公共交通政策について

（1）パークアンドライド ← 上毛電鉄各駅周辺の未整備駅についての取り組み

本会議

■追加接種の概要
・接種対象者 … ２回目接種を完了したすべての方（18歳以上）
・接 種 時 期 … ２月１日からは65歳以上の方を７カ月の接種間隔で接種
　　　　　　      ３月からは64歳以下の一般の方を含むすべての方を６

カ月の接種間隔で接種
■２回目接種が７月28日までに完了した65歳以上の方
　（医療従事者を除く）　
■２回目接種が令和３年７月29日以降に完了した方　
・接種券送付 … 令和４年２月９日以降順次発送します。
・予 約 受 付 …  今後、国による接種方針及びワクチン供給時期を踏ま

え、予約受付開始日、予約方法等について順次お知らせ
します。

■２回目接種が７月28日までに完了した65歳以上の方
　（医療従事者を除く）の予約方法

… 予約受付中


