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平成31年4月21日執行
北本市長選挙結果

候補者名 得票数

三宮ゆきお 14,771票

現王園たかあき 12,022票

投票率 48.62％

順位 候補者名 得票数

1 たきせ光一 3,513票

2 すわ善一良 2,086票

3 今関まさ美 1,580票

4 加藤かつあき 1,496票

5 岡村ありまさ 1,424票

6 中村よう子 1,315票

7 くどうひでお 1,305票

8 ほずみ美代 1,291票

9 しまの和夫 1,281票

10 村田ひろこ 1,150票

11 湯沢みえ 1,144票

12 岸しょうじ 1,124票

13 まつしま修一 1,098票

14 大島たつみ 1,086票

15 金森すみこ 1,076票

16 桜井すぐる 971票

17 日高ひでき 944票

17 くろさわ健一 944票

19 わたなべ良太 871票

20 高橋のぶはる 645票

次 北原まさかつ 373票

ー かんだ庄平 272票

投票率 48.64％

北本市議会議員選挙結果

前回 今回

投票率 55.05％ 48.64％

投票者数 31,006人 27,554人

うち期日前 9,175人 9,285人

割合 29.6％ 33.7％

投票率・期日前投票率の推移



会派名 議員名（〇印は当選回数）

啓和会
（６人）

黒澤 健一⑦、岡村 有正①、松島 修一②、
渡邉 良太③、滝瀬 光一③、加藤 勝明⑥

公明党
（３人）

岸 昭二⑤、保角 美代③、島野 和夫⑥

みらい
（３人）

大嶋 達巳③、高橋 伸治③、諏訪善一良④

市民の力
（３人）

工藤日出夫⑤、日高 英城②、桜井 卓①

緑風会
（３人）

今関 公美②、村田 裕子①、金森すみ子①

日本共産党
（２人）

中村 洋子④、湯沢 美恵③

会派別名簿



議長 滝瀬 光一

副議長 保角 美代

監査委員 工藤 日出夫

総務文教
常任委員会

委員長：今関 公美（緑）、副委員長：岡村 有正（啓）、
黒澤 健一（啓）、保角 美代（公）、大嶋 達巳（み）、
桜井 卓（市）、中村 洋子（共）

健康福祉
常任委員会

委員長：松島 修一（啓）、副委員長：金森すみ子（緑）、
渡邉 良太（啓）、岸 昭二（公）、高橋 伸治（み）、
日高 英城（市）

建設経済
常任委員会

委員長：島野 和夫（公）、副委員長：村田 裕子（緑）、
加藤 勝明（啓）、滝瀬 光一（啓）、諏訪善一良（み）、
工藤日出夫（市）、湯沢 美恵（共）

議会運営委員会
委員長：大島 達巳（み）、副委員長：日高 英城（市）、
加藤 勝明（啓）、松島 修一（啓）、島野 和夫（公）、
今関 公美（緑）、湯沢 美恵（共）

広報公聴委員会
委員長：高橋 伸治（み）、副委員長：桜井 卓（市）、
松島 修一（啓）、岡村 有正（啓）、保角 美代（公）、
金森すみ子（緑）、湯沢 美恵（共）

議長・副議長・監査委員・各委員会名簿



北本地区
衛生組合

黒澤健一、岸 昭二、大嶋達巳（監査）、金森すみ子（議運）、
桜井 卓

桶川北本
水道企業団

加藤勝明（議長）、工藤日出夫、高橋伸治（議運）、今関正美、
中村洋子（議運副）

埼玉中部
環境保全組合

渡邉良太（議長）、松島修一（議運）、島野和夫（議運長）、
湯沢美恵

埼玉県央
広域事務組合

岡村有正（議運）、諏訪善一良（監査）、日高英城（副議長）、
村田裕子（議運）

鴻巣行田北本
環境資源組合

黒澤健一（議運長）、工藤日出夫（議長）、湯沢美恵（議運）、
桜井卓（新施設検討委員）

土地開発公社
理事・監事

理事：大嶋達巳、諏訪善一良、日高英城
監事：加藤勝明

都市計画審議会
委員

岡村有正、島野和夫、桜井 卓、今関公美、湯沢美恵

一部事務組合・議会選出各種委員

民生委員推薦会委員：松島修一・岸 昭二、社会福祉協議会：理事 保角美代、評議員中村洋子、
荒川左岸北部流域下水道事業推進協議会委員：島野和夫、青少年問題協議会委員：高橋伸治



令和元年度第１回臨時会 市長提出議案

専決
処分
３件

２４号 専決処分の承認を求めることについて（北本市税条例等の一部改正について）
２５号 専決処分の承認を求めることについて（北本市都市計画税条例の一部改正

について）
２６号 専決処分の承認を求めることについて（北本市国民健康保険税条例の一部

改正について）

条例
１件

２７号 北本市税条例の一部改正について

予算
１件

２９号 令和元年度北本市一般会計補正予算（第１号）

事件
議決
２件

２８号 副市長の選任について （吉野 一 ※）
３０号 監査委員の選任について （工藤日出夫）

※ 吉野 一 氏の経歴
Ｓ５５ 北本市役所入庁
Ｈ１６ 地域づくり課長
Ｈ１８ 産業振興課長・農業委員会事務局長
Ｈ２０ 政策推進課長
Ｈ２２ 教育部副部長兼教育総務課長
Ｈ２７ 市民経済部長、６月～総務部長
Ｈ２９ くらし安全課主任（再任用）



臨時会における三宮市長の所信表明 （抜粋）

私は、政策とは、総花的な美辞麗句のスローガンでなく、充分に考
え抜かれた、本当に実行可能なものを提言するものであると考えてお
ります。
そのため、まず始めに、北本市の緊急課題の打開に向け取り組み
を進めます。
本市において、喫緊に進めなければならない課題は、人口減少対
策と、公共事業の見直しです。
人口減少と少子高齢化、財政危機に対応するため、聖域のない行
財政改革を進め、巨額の費用を要する公共事業等の見直しにより生
み出される財源を活用して、未来に向けた投資を進めます。人口減
少はまちの活力を奪います。人口減少に対応したプロジェクトを行い
ながら、財政の健全化を図り、子育て支援、産業振興等、未来投資
予算へとシフトしてまいります。



令和元年度第２回定例会 会期日程

月日 曜日 開議予定時刻 摘要

６月１０日 月 午前９時30分
(全員協議会)
開会、会期の決定、 会議録署名議員の指名、市長提出議案の一括上程、
提案理由の説明、市政概要報告

６月１１日 火 議案調査日のため休会

６月１２日 水 議案調査日のため休会

６月１３日 木 午前９時
議案第40号、第41号 質疑・討論・採決
議案第31号～第39号、第42号、第43号 質疑・委員会付託
報告第2号～第5号 質疑

６月１４日 金 午前９時 常任委員会（総務文教・健康福祉）

６月１７日 月 午前９時 常任委員会（建設経済）

６月１８日 火 事務処理のため休会

６月１９日 水 午前９時30分 市政に対する一般質問

６月２０日 木 午前９時30分 市政に対する一般質問

６月２１日 金 午前９時30分 市政に対する一般質問

６月２４日 月 午前９時30分 市政に対する一般質問

６月２５日 火 事務処理のため休会

６月２６日 水 午前９時

各常任委員会委員長報告 質疑・討論・採決
委員会提出議案 上程・説明・質疑・討論・採決
議員提出議案 上程・説明・質疑・討論・採決
議員派遣
閉会



令和元年度第２回定例会 市長提出議案

条例
７件

３１号 北本市税条例の一部改正について
３２号 北本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について
３３号 北本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について
３４号 北本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について
３５号 北本市介護保険条例の一部改正について
３６号 北本市公共下水道使用料条例の一部改正について
３７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について

事件議
決
４件

３８号 市道の路線の認定について
３９号 和解をし、損害賠償の額を定めることについて
４０号、４１号 人権擁護委員候補者の推薦について

予算
２件

４２号 令和元年度北本市一般会計補正予算（第２号）
４３号 令和元年度北本市介護保険特別会計補正予算（第１号）

報告
４件

２号 平成３０年度北本市一般会計予算繰越明許費の繰越計算書の報告について
３号 平成３０年度北本市土地開発公社の経営状況の報告について
４号 令和元年度北本市土地開発公社の経営状況の報告について
５号 専決処分の報告について（和解をし、損害賠償の額を定めることについて）



市民の力 一般質問（予定）

工藤 日出夫 件名１ オンリーワンの北本について（市長）

件名２ 人口減少はピンチというが（市長）

件名３ ＥＢＰＭ（Evidence-based Policy Making：エビデンス）に基づく
政策立案と政策評価（ＰＤＣＡ）について

日高 英城 件名１ 誰もが暮らしやすい街北本の「共生社会」への取組みについて
（1）民間施設も含めた「バリアフリーマップ」作成への取組みについて
（2）車椅子ウォーキング開催について
（3）市内で開催される各種イベント等に於ける障がい者への配慮について

件名２ 職員の処分について
（1）「地域生活支援事業利用者負担上限月額の誤り」に対する職員の処分について
（2）100条委員会の報告を受け、関係職員の調査と処分方針について
（3）公職選挙法に抵触の可能性がある、関係職員の調査と処分方針について

件名３ 北本市の未来を見据えた条例策定について
（1）マンション管理推進条例について
（2）景観条例について

件名４ 北本市の課題に対する市長のお考えについて
（1）久保特定土地区画整理事業について
（2）計画道路について
（3）デーノタメ遺跡について



市民の力 一般質問（予定）

桜井 卓 件名１ 学童保育事業における保育の質の確保について （福祉部長）
（１）各学童保育室の専用区画の面積や支援の単位は条例に照らして適正な状態か
（２）支援員が長く働き続けられるよう、労働環境と処遇の改善が必要ではないか

件名２ ステーション保育について （福祉部長）
（１）保育ステーションの位置づけ（施設・運営主体）及び利用状況は
（２）平成３１年３月３１日付で実施要綱を改正した主旨は

件名３ 広聴に関する取り組みについて （企画財政部長）
（１）パブリックコメントの活用状況（実施件数と意見の件数）
（２）市長への提言に寄せられた意見の件数


