
委員会名 委員数 参加議員 目的
活動内容

※平成３０年度の活動状況
報酬額 担当課

1 男女共同参画推進委員会
15人以内

（10名委嘱）
経済常任委員長

本市における男女共同参画に係る基本的な計画に関
する総合的な施策及び重要事項について調査審議す
るため

委員会を3回開催し，男女共同参画計画の事業計画について審
議を行い，市長に意見書を提出した。

6,000円/日 地域推進課

2

つくばみらい市農業再生
協議会
【事務局：茨城みなみ農業
協同組合】

23人
議長

経済常任委員長

経営所得安定対策の推進及びこれを円滑に実施する
ための行政と農業団体等の連携体制の構築，戦略作
物の生産振興や米の需給調整の推進，地域農業の
振興を目的とする。

総会（2回）において事業計画，活動計画，収支予算，水田活用
ビジョン，米の生産数量目標に相当する数値及び配分方法等
について協議し決定した。

無 産業経済課

3
伊丹地区湛水防除施設管理
運営協議会

16名
議長

経済常任委員長

伊丹地域湛水防除施設の管理運営を円滑に行い，湛
水被害を未然に防除し地域の農業経営の安定に寄
与することを目的とする。

総会において事業計画及び収支予算並びに負担金の賦課等に
ついて協議し決定した。

6,000円/日 産業経済課

4
つくばみらい市農業振興
地域整備促進協議会

21名

議長
副議長

経済常任委員長
総務常任委員長

教育民生常任委員長

農業振興地域の推進に関する重要事項について，そ
の合理的推進を図ることを目的とする

年3回（6月，10月，2月）協議会を実施し，つくばみらい市農業振
興地域整備計画について除外等の申し出の正当性を審議し，
適宜変更を行った。

6,000円/日 産業経済課

5
つくばみらい市特産品地域
ブランド推進協議会

６人 経済常任委員長
豊かな自然，文化，歴史のもとに生産されるつくばみ
らい市特産品のブランド化を推進し，地域産業の活性
化を図るため

みらいプレミアムの見直しや地域特産品の扱いについて協議を
行った。

6,000円/日 産業経済課

つくばみらい市議会議員による各種委員会等への参加状況について
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6
つくばみらい市国民健康
保険運営協議会

９人 議会選出の３人

市国民健康保険運営協議会は，国民健康保険事業
の運営に関する事項のうち，保険給付，保険料の徴
収その他の市町村が処理することとされている事務に
係る重要事項について，関係者により審議を行う場と
して設置されるものである。このため，都道府県による
財政運営の下で，地域におけるきめ細かな事業の実
施を担うこととなる市の運営協議会については，被保
険者代表，保険医等代表及び公益代表の三者を必ず
その構成員とする。

委員会を３回開催した。第１回では，「平成２９年度市国民健康
保険特別会計歳入歳出決算見込」についての報告等，第２回で
は，「市国民健康保険税の税率等」について審議し，平成３１年
度の国保税率は現行税率を据え置くことに決定した。また，「市
国民健康保険データヘルス計画及び第二期特定健康診査等実
施計画事業の実績報告結果」について報告を行った。第３回で
は，「平成３１年度市国民健康保険特別会計予算」及び「平成３
１年度国民健康保険の改正」について報告を行った。

6,000円/日 国保年金課

7 健康づくり推進協議会 13人 教育民生常任委員長
市民の生涯を通じての健康づくりを推進するための施
策を総合的かつ効果的に実施することを目的とする。

健康づくり推進協議会を年１回開催。「第２次健康増進・食育推
進計画」の進捗状況及び第３次計画について説明した。

6,000円/日 健康増進課

8
つくばみらい市地域公共
交通会議

25人
議長

経済常任委員長

地域の需要に即した乗合サービスが提供されることに
より地域住民の交通利便の確保・向上に寄与するよう
努めることを目的とする。

会議を4回開催し，コミュニティバスの再編等について協議を行
い，コミュニティバスの再編（案）を決定した。
また，病院バス事業について，行先となる市外総合病院を選定
した。

4,000円/日 都市計画課

9
つくばみらい市都市計画
審議会

13人
議長
副議長

経済常任委員長

都市計画法に基づき，都市計画に関する事項の調査
審議を行う。

審議会を２回開催し，都市計画道路守谷・小絹線，福岡工業団
地地区地区計画，伊奈・谷和原丘陵部地区地区計画の変更に
ついて，都市計画の慎重な審議を行う。（変更した）

6,000/日 都市計画課

10 景観審議会 ７人 経済常任委員長
景観法に基づき，景観に関する事項の調査審議を行
う。

審議会を１回開催し，年間の景観案件について，報告を行う。 6,000/日 都市計画課
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11

まちづくり検討委員会
（都市計画マスタープラン及
び立地適正化計画策定に係
る委員会）

15人 経済常任委員長
都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定に
係る必要な調査，研究，調整及び審査を行い，意見を
とりまとめる。

会議を3回開催し，都市計画マスタープラン及び立地適正化計
画に関するまちづくりの議論を行う。

6,000/日 都市計画課

12
つくばみらい市空家等対策
協議会

11人
総務常任委員長
総務常任副委員長

空家等対策の推進に関する特別措置法第７条第１項
の規定に基づき，空家等対策計画の策定及び実施に
関する協議を行う。

協議会を１回開催し，市内特定空家の認定について協議を行
い，市の特定空家判定基準及びつくばみらい市空家等対策計
画に従い一軒の空家を特定空家と認定した。

6,000/日 開発指導課

13 中通川改修促進期成同盟会 28人

議長
副議長

経済常任委員長
経済常任副委員長
地域代表議員2人

中通川の治水及び河川改修の整備促進を図り，災害
を除去し地域住民の生活安定並びに公共の安全と福
祉の増進に寄与することを目的とする。

総会を１回開催し，同盟会の事業・予算について協議したほ
か，県事業である中通川改修事業について県と意見交換を行っ
た。

無 建設課

14
つくばみらい市水道運営
審議会

12人

議長
総務常任委員長

教育民生常任委員長
経済常任委員長

　水道の健全なる発展と水道業務の円滑なる運営を
目的とする。
　・水道運営に関する事項について水道事業の管理
者の権限を行う市長の諮問に答え，また，必要がある
ときは市長に建議する。
　・この事業の加入者その他の利害関係者から，この
事業に関する意見の申出があったとき，これを受理
し，意見を付して市長に提出する。
　・水道職員の服務待遇及び水道施設改善その他水
道運営について市長に意見を述べる。

審議会を１回開催し，市長からの諮問により，消費税率引上げ
に伴う水道料金及び水道事業分担金の改正について審議し答
申を行った。 6,000円/日 上下水道課

15
つくばみらい市下水道
審議会

12人

議長
総務常任委員長

教育民生常任委員長
経済常任委員長

　下水道事業の円滑な運営を目的とする。
・審議会は，市長の諮問に応じ，下水道事業受益者
負担金及び下水道使用料に関すること，その他の下
水道事業について，市長が必要と認める事項に関し
審議を行う。

審議会を１回開催し，市長からの諮問により，消費税率引上げ
に伴う公共下水道使用料の改正について審議し答申を行った。 6,000円/日 上下水道課
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16
農業集落排水及びコミニ
ティ・プラント事業審議会

16人

議長
総務常任委員長

教育民生常任委員長
経済常任委員長

　農業集落排水及びコミニティ・プラント事業の円滑な
運営を目的とする。
・審議会は，市長の諮問に応じ，農業集落排水及びコ
ミニティ・プラントの事業分担金及び処理施設の使用
料に関すること，その他の農業集落排水及びコミニ
ティ・プラント事業について，市長が必要と認める事項
について審議を行う。

審議会を１回開催し，市長からの諮問により，消費税率引上げ
に伴う農業集落排水処理施設及びコミニティ・プラント使用料の
改正について審議し答申を行った。

6,000円/日 上下水道課

17

つくばみらい市立わかくさ幼
稚園及びすみれ幼稚園再整
備検討委員会

12人 議長

わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園は，建築から相当
の年月が経過しており，老朽化による施設の安全性
が懸念されている。また，幼児教育の課題と対策につ
いて整理し，わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園の存
続や統合も含めた公立幼稚園のあり方について調
査・検討を目的とする。

検討委員会は繰越事業で，平成２９年度は３回，平成３０年度
は１回の計４回開催し，わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園再整
備について協議を行い，再整備の方向性，中長期的な観点か
ら再整備の実現に向けて提案した。

6,000円/日 学校総務課

18
つくばみらい市義務教育施
設適正配置審議会及びつく
ばみらい市学区審議会

20人

　
議長

教育民生常任委員長

義務教育施設適正配置計画を作成するため，地方自
治法第１３８条の４第３項の規定に基づき各審議会を
設置し，教育委員会の諮問に応じ，義務教育施設の
適正配置に関する事項また、学区に関する事項に対
して，調査及び審議を行い，その結果を答申する。

審議会を３回開催し，複式学級で学ぶ子どもたちの教育環境を
改善するため，複式学級の早期解消に向けた第一次答申をま
とめて頂いた。
また，市立幼稚園から小学校・中学校までの10年，20年先を見
据えた適正配置の審議をいただいた。
（現在、最終答申のまとめを審議頂いている。）

6,000円/日 学校総務課課
適正配置推進

室

19
学校給食センター運営
委員会

15人

　
議長

教育民生常任委員長
給食センターの運営管理に関し審議をすることを目的
とする。

委員会を1回開催し，食物アレルギー対応について審議し，食
物アレルギー対応検討委員会で審議作成されたマニュアルを
基に食物アレルギーの対応をしていく決定をした。

6,000円/日
学校給食セン

ター

20 社会教育委員会 15人
議長
副議長

社会教育法に基づき，市の社会教育・社会体育・図書
館関係事業を審議することを目的とする。

委員会を2回開催し，市の社会教育・社会体育・図書館関係事
業について審議を行い，意見等をいただいた。

6,000円/日 生涯学習課
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21 公民館運営審議会 15人
議長
副議長

つくばみらい市立公民館条例に基づき，公民館関係
事業を審議することを目的とする。

委員会を2回開催し，公民館関係事業について審議を行い，意
見等をいただいた。

6,000円/日 生涯学習課

22
放課後子ども総合プラン
運営委員会

10人
議長

教育民生常任委員長

放課後に子どもたちが安心して活動できる居場所の
確保を図るとともに，未来のつくばみらい市を創る心
豊かでたくましい子どもの健全育成を支援することを
目的とする。

委員会を2回開催し，放課後子ども総合プラン事業（放課後子ど
も教室・児童クラブ）について審議を行い，意見等をいただい
た。

6,000円/日 生涯学習課
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