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「ぱしふぃっくびいなす」
は11月９日
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、
和歌山に向け木更津港を出港します。
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市内に展示されている浮世絵壁画を
シリーズで紹介します。
今回は「富士見六景 木更津海岸」
場所：中央２－３－19（岡埜栄泉堂）



平成２９年度決算の認定について

一般会計決算総額
歳入 ４５２億９，７９４万円
歳出 ４２６億６，４７８万円
差引
２６億３，３１６万円

決算審査特別委員会
決算審査特別委員会では、本会議に付託された決算の認定に関する議案について、現地調査及び書類
審査を３日間実施し、執行部の説明を求め質疑を行うとともに、事務事業に関する改善要望等を行いま
した。

歳入歳出決算の認定について（賛成者多数で認定）
各種施策の効果によるまちの魅力向上に伴い、
定住人口の増加

や企業立地が進展しており、
歳入の根幹をなす市税収入が増加し
ています。
このような状況の中、
基本構想に定めるまちづくりの基本方向に
沿って平成29年度に実施された事業の具体的な成果を確認すると、
防災行政無線のデジタル化への取り組み、
中郷小学校建設事業など

現地調査
（金田西雨水ポンプ場）

の学校施設の整備、
江川総合運動場の拡張に向けた取り組み、
道の駅
「木更津うまくたの里」
の開業、
土地区画
新火葬場建設に向けた基本計画の策定、
（仮称）
金田地域交流セン
整理事業の推進や道路・橋梁の補修・修繕、
ター建設工事の着手等、
喫緊の課題や多様化する市民ニーズへ的確に対応されており、
おおむね計画どおり
予算が効率的・効果的に執行されたものと認められることから、
賛成者多数をもって認定しました。

水道事業決算の認定について （全会一致で認定）

給水人口や給水件数は共に前年度を上回り、
節水意識の向上や大口使用者の使用水量の減少により年間

総配水量は減少傾向にあるものの、
有収水量は前年度より0.5％増加、
有収率は1.5％増加しており、
その結
果、
税引き後の水道事業収益は前年度より1.2％、
約4,800万円増の約40億300万円を確保しています。
一方、
水道事業費用は経費の削減に努めているが、
前年度より0.4％、
約1,400万円増の約35億7,600万円と
なっており、
結果として、
平成29年度の税引き後収支は、
差し引き４億2,700万円余りの純利益となっていま
す。
経営分析では４つの主要な指標を用いて判断しており、
いずれも、
おおむね適正な範囲内となっています。
水道は重要なライフラインであり、
災害に強く安全で良質な水の安定供給等を図るためにも、
引き続き施
設や管路の更新を進める必要があり、今後もより一層
の経費節減等の努力が求められるものの、平成29年度
事業の運営は適正に維持されており、予算の執行もお
おむね所期の目的に沿っているものと認められること
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・一般会計歳入歳出総体的事項
・一般会計歳入
（市税〜市債）
・一般会計歳出（民生費、衛生費、労働費、
農林水産業費、
商工費、
土木費、
災害復旧費）

決算審査特別委員会
員

査

・一般会計歳出
（議会費、
総務費）

から、
全会一致をもって認定としました。

委

審

・市内現地調査
（５か所）

１９日(水)

・国民健康保険特別会計
・後期高齢者医療特別会計
・介護保険特別会計
・公設地方卸売市場特別会計

平野
白坂
三上

卓義
英義
和俊

・一般会計歳出（土木費、消防費、教育費、
２０日(木)

公債費、
予備費）

・公共下水道事業特別会計
・水道事業会計

本 会 議
決算審査特別委員会の報告を受け、本会議で審議した結果「一般会計及び特別会計の平成29年度木更津
市歳入歳出決算」は、賛成者多数をもって認定し、「平成29年度木更津市水道事業決算」は、全会一致を
もって認定しました。
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平成２３年度主要事業
平成３０年度一般会計補正予算
平成３０年度一般会計補正予算（第２号）
一般会計補正予算は、歳入歳出予算の総額に１億3,164万円を追加し、補正後の予算総額は、443
億4,649万円となりました。主な内容は次のとおりです。
主な事業

市有地管理及び登記事務事業費 100万円
小学校施設改修事業費 653万円

県
49%

中学校施設改修事業費 413万円

国
33%

公民館各種施設整備費 30万円
この４事業は、大阪府北部での地震によるブロック塀倒壊
事故の発生を受け、調査を行った結果、危険と判明した木更
津駅西口再開発地区駐車場等、各施設のブロック塀改修工事
を実施するため、工事請負費を増額するものです。
木更津駅西口再開発地区駐車場

行政ポイント推進事業費 300万円

アクアコインとあわせて加盟店で使用できる行政ポイントについて、平成31年度から制度を導入
するためのシステム関係費です。

児童扶養手当支給事業費 1,500万円
国の制度改正に伴い、児童扶養手当が全額支給される対象者の拡大や、一部支給される方の額の
増加が見込まれるため、不足額を増額するものです。

（仮称）
第２期君津地域広域廃棄物処理事業費
1,409万円
地域計画等の策定業務、ＰＦＩ事業等の事務を４市による
広域事業として進めるため、平成30年10月から本市に準備室
を開設するものです。

鳥居崎海浜公園整備事業費 966万円
鳥居崎海浜公園の活用を図る事業者を公募するにあたり、
鳥居崎海浜公園

必要となる現況図等を作成するための測量委託費です。

公園緑地管理事業費 390万円
公園緑地除草業務委託において、請西千束台土地区画整理
事業から移管を受け、管理する公園面積や人件費が増加した
ため、委託料の不足額を増額するものです。

公民館管理運営費 780万円
中央公民館の仮移転に伴い、中央公民館で配付する駐車券
の配付対象者を拡大したため、駐車券購入費用を増額するも
のです。
中央公民館
（新）
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羅針盤代表

永原

利浩

議員

④行政機能の広域化について
⑤避難所の運営について

31

①これからの市政運営について

●問 市内にある２２０ほ
どの自治会の内５つの自治
会は︑ 歳を超える者が半
分を超える︑いわゆる限界
集落となっている︒
自由に移動ができないこ
とほど不便で辛いことはな
いが︑行政が手を差し伸べ
ることができるのは︑今の
段階では特定の要件を満た
した高齢者のみである︒
そこで︑特定の要件を満
たしていない元気な高齢者
も自由に移動できるよう︑
新しい交通システムの導入
を自治会に働きかけて欲し
い︒
次の質問に移るが︑きさ
らづ成年後見支援センター
について︑平成 年度中に
設置されるという中核機関
はどのような運営形態にな
るのか
●答 後見支援事業︑市民
後見人養成講座と同様に︑
業務委託を考えている︒
協議会や中核機関等の体
制整備自体がゴールではな
く︑判断能力が十分でない
方の権利擁護が図られ︑安
心できる地域生活が支えら
れるようにすることが制度
推進の目標である︒

自由民主クラブ代表
①ＬＮＧ交付金について

三上

和俊

議員

③自転車活用推進法について

ード対策のみならず︑市民
の防災意識の高揚等のソフ
ト対策が非常に重要である﹂
と聞いている︒
市としても関係機関と連
携しながら︑避難行動につ
ながるリスク情報の周知や
的確な水防活動に取り組ん
でいく︒
●問 小櫃川や矢那川には
水位局があり︑住民への避
難情報発令の判断基準に活
用していると思うが具体的
な判断基準はあるのか︒
また︑河川周辺の土地も
宅地化が進み︑市民の安全
を守る上で現行の水位局数
で十分な判断が可能なのか
●答︵総︶ 小櫃川には３
か所︑矢那川には２か所に
水位計が設置されており︑
降雨時は県からの情報を︑
インターネットを経由して
リアルタイムで得ている︒
これらの情報により避難
勧告等を発令している︒
観測地点が多いほど︑発
令する範囲を限定する等︑
きめ細やかな対応が可能だ
が︑現状では︑気象庁の情
報や８か所の降雨観測情報
等も発令の判断材料として
補足的に活用している︒

︵答弁者 総務部長 都市整備部長︶

②防災行政について

●問 昭和 年７月の大雨
で南房総一帯が被災し︑本
市も小櫃川の氾濫を主に甚
大な被害があった︒
県は大規模な河川改修を
実施し︑以後 年ほどが経
過している︒
想定外の降雨量に対応す
るため︑蛇行箇所を重点に
流下能力を確保するなど２
回目の河川改修を考える時
期と思うが︑見解は
●答︵都︶ 小櫃川は︑災
害後河口から君津市浦田地
先までの約 ｋｍ区間で県
が河川改修を行い︑整備が
完了している︒
県からは︑﹁河川改修の
計画規模を超えるような想
定外の降雨に対しては︑ハ

地域特性を加味した防災マップ等

︵答弁者 福祉部長︶

●問 介護分野の求人倍率
が異常に高いのは︑ニーズ
に追いついていないという
ことだと思う︒
続いて︑移動補助につい
て︑公的な補助がある者︑
また︑元気な高齢者につい
て移動補助はどうなってい
るか
●答 移動に関して公的補
助がある者は︑障がい者手
帳の所有者や人工透析が必
要な方である︒
また︑ある要件を満たし
た高齢者に対して﹁訪問型
サービスＤの移動支援﹂と
いう補助がある︒
要件を満たさない元気な
高齢者に対する移動補助は
無い︒
●問 ３地域において平成
・ 年度に検証をする住
民等が主体の移動支援バス
があり︑特定の要件を満た
した高齢者が移動を希望し
た場合︑金銭的な支援を投
入できる用意があるという
ことか
●答 住民主体による移動
支援が確保でき︑要件を満
たした高齢者が移動補助を
希望すれば︑本サービスの
対価が支払われる︒
30

②福祉行政について

自治会バス
（福岡県 小郡市）

③駅東西の利活用について

●問 大変ニーズの多い福
祉行政の︑特に高齢者に絞
って質問をする︒
入所介護を希望している
待機者が３００名以上いる
ことは承知している︒
この現状で︑施設を新規
に建設しても介護人材が確
保できるのか危惧する︒
﹁介護人材の確保﹂への
見解は
●答 平成 年の全産業の
有効求人倍率１．５倍に対
し︑介護分野は３．５倍と
いう統計もある中︑介護人
材の確保については︑国が
受入体制の整備を進める外
国人の労働力を借りるとい
うことも現実的な選択肢で
あると考えている︒
29

●問 ８月８日に台風 号
のため自主避難所を設置し
たと報道があり︑富来田公
民館を視察した︒
台風の進路等の情報を得
ようとテレビを見ようとし
たが映らない︑ラジオはあ
るが電池が無いという状況
だった︒
避難所には︑誰にでも分
かりやすい情報の入手手段
としてテレビは非常に有効
だと思うが︑見解は
●答︵総︶ 避難所は様々
な方が避難され︑誰にとっ
ても分かりやすい情報の入
手手段であるテレビは︑情
報伝達手段の多重化の観点
からも有効と考える︒
今後︑公民館等避難所へ
のテレビ設置について関係
部局と検討する︒
●問 地域特性を加味した
防災マップ等があるが︑公
民館の目につく位置に掲示
がない︒
防災意識高揚のために活
用する考えは
●答︵総︶ 市庁舎︑公民
館等に配備しているが︑今
後は︑分かりやすい場所に
掲示し︑防災意識の高揚に
努める︒
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◆代表質問 ４人◆

◎９月定例会 一般質問と答弁の概要

65

31

13

4

9月定例会では、14人の議員が市政に対する一般質問（代表4人、個人10人）を行い、大綱41点・
228項目にわたり市当局の見解や方針などをただしました。
紙面には、各議員の質問趣旨（大綱）と、質問議員が選択した大綱１点について質問と答弁の概要
を掲載しました。

貴志

議員
一新︵あらた︶の会代表

大村

53

岡田

富良

議員

①歳入の確保について
④オスプレイの定期機体整備等について
② オリンピックのキャンプ誘致について ⑤富岡小学校の統合について

31

公明党代表

43

①安心・安全でいきいき
とした暮らしづくり

技場の整備区域が陸上自衛
隊木更津駐屯地の飛行路に
あたるため制限があり︑ナ
イター照明を設置すること
ができない︒
ただし︑江川総合運動場
は︑災害時の一時避難場所
及び木更津駐屯地における
飛行事故等の際の緊急避難
所となっているため︑避難
時のみに使用する照明設備
を整備する︒
トイレについては︑男子
トイレに大便器１︑小便器
３︑女子トイレに大便器３
のほか︑多目的トイレの整
備が予定されており︑平成
年１月末に工事が完了す
ると聞いている︒
駐車場については︑トイ
レと同時期に工事完了し︑
駐車台数は大型車９台︑車
椅子専用駐車２台を含む普
通車 台である︒
●問 野球場とサッカー場
の整備について現状と今後
のスケジュールは
●答 北関東防衛局が行っ
ている第３期工事で︑野球
場の雨水・排水工事︑サッ
カー場の造成工事が行われ
ている︒
●問 多目的広場は︑少年

野球場の規格を満たしてい
ないため拡張整備を行って
いるが︑現状は
●答 拡張予定区域には国
有地と民有地があるため平
成 年度は境界確定を目指
している︒
確定後︑国有地について
は使用許可を︑民有地につ
いては取得又は借用の協議
を行う︒
●問 陸上競技場の照明に
ついて︑仮に東京オリンピ
ック・パラリンピックのキ
ャンプ誘致先から夜間練習
の希望があった場合︑仮設
照明の設置は可能か
●答 陸上自衛隊木更津駐
屯地から許可を得る必要が
あるため︑関係各課と連携
し︑協議する︒
●問 男女ともにトイレの
数が少なく︑各種大会等の
際に不足が生じると考えら
れるがどうか
●答 当面は︑既存のトイ
レや仮設トイレの対応を考
えている︒
今後は︑野球場等の整備
にあわせ︑各施設に同規模
のトイレを設置するほか︑
新たに建築する管理棟に設
置を予定している︒

30

10

59

⑥観光振興について⑦道路整備について
③江川総合運動場の整備
について ︵答弁者 健康こども部長︶

31

②子どもを育む環境づくり
③まちのにぎわい・活力づくり
④まちの快適・うるおい空間づくり

●問 陸上競技場は平成
年６月の供用開始を目指し
整備が進められていると聞
いているが︑工事の状況は
●答 平成 年度から防衛
省北関東防衛局による公園
的基盤整備工事が進められ
ており︑第１・２期工事が
完了し︑第３期工事に着手
している︒
陸上競技場については舗
装工事等が行われ︑平成
年４月に整備が完了した︒
今後は︑平成 年５月末
までを工期とした市による
陸上競技場の整備工事を実
施する︒
●問 照明設備︑トイレ及
び駐車場の整備予定は
●答 照明設備は︑陸上競
27

︵答弁者 健康こども部長 市民部長︶

10

休日・夜間の緊急時に対
応できるように︑屋外設置
型のＡＥＤを配備すべきと
考えるが︑見解は
●答︵健︶ 屋外に設置す
ることで更に活用の幅が広
がるものと考える︒
一方で︑ＡＥＤは精密機
器であることから︑屋外設
置に合わせた機器の管理・
保全を図る必要がある︒
引き続き研究する︒
●問 現在︑消防関係車両
には 台のＡＥＤが配備さ
れていると聞いている︒
更なる市民の安心・安全
向上のため︑公用車へも配
備してはどうか︒
市内をまわる機会の多い
防犯パトロール車への配備
の考えは
●答︵市︶ ＡＥＤを配備
することにより早期の処置
が可能となり︑傷病者や要
救護者の救命の可能性を大
きく高めることから︑まず
は︑職員が使用する青色回
転灯防犯パトロール車に配
備を検討する︒
木更津市防犯指導員への
貸出車両については︑配備
後の有効性を充分検証した
上で検討する︒

31
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●問 ＡＥＤ 時間対応ス
テーション設置について︑
コンビニ等への設置実現に
向けて検討するとのことだ
ったが︑その後の状況は
●答︵健︶ 多くの民間事
業者が自主的にＡＥＤ設置
に取り組んでおり︑コンビ
ニのみ公費導入し設置する
ことは事業者間のバランス
に欠けるとの懸念もある︒
そのため︑コンビニ事業
所自らがＡＥＤ設置を推進
していただけるよう働きか
けていく︒
●問 ＡＥＤの設置場所や
数量は適切か

設に 台︑民間施設 施設
に 台が設置されている︒
一般財団法人救急医療財
団が発表したガイドライン
に示される施設には既に設
置されており︑おおむね適
切な設置がされているもの
と考えている︒
●問 以前の質問でＡＥＤ
の保守整備メンテナンスに
ついて︑使用期限のある予
備パットの常備を図り︑常
に非常時に備えた点検整備
と効率的な運用に努めると
の答弁があった︒
現在はリース対応のＡＥ
Ｄも増えているが︑保守整
備の現状は
●答︵健︶ 公共施設のＡ
ＥＤについては︑購入とリ
ース契約の２種類の方法を
採用している︒
リース契約はバッテリー
やパットの交換等の更新費
用が含まれており︑期限内
に交換整備している︒
購入した機器は現在３台
あるが︑随時︑点検を行い
適切に管理している︒
●問 公共施設に配置され
ているＡＥＤの大半が平日
の業務時間内のみ利用でき
る状況である︒

5
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右：民間施設）
ＡＥＤ
（左：市役所庁舎

24

● 答︵ 健 ︶ 平 成 年 ５
月末現在︑市有施設 施
設に 台︑公共施設７施

71

議員

70

渡辺 厚子 議員
①自助・共助・公助の強化を
目指して

鈴木

秀子

議員

①医療福祉行政について

②子育て支援について

③教育行政について

30

準は児童 人に２人以上の
支援員で本市は順守されて
いるが︑生活の場である学
童クラブの適正規模は 人
と考えるが見解は
●答 各学童クラブの安全
と安定した運営を確保する
ことが重要である︒
補助金の交付により運営
の基盤を支援し︑事業計画・
実績報告等で学童クラブの
質の確保に努めている︒
あわせて︑学童クラブの
希望者も増加していること
から︑施設が充足するよう
事業者に働きかける︒
●問 保育の質を確保する
ため支援員の質の向上につ
いての取り組みは
●答 県が実施している支
援員の認定資格研修や資質
向上研修に参加するよう働
きかけている︒
●問 認定資格研修は全員
受けているか
●答 平成 年までに全員
受講できるように計画的に
参加申し込みをしている︒
●問 学童の怪我等に係る
応急手当・救急措置の研修
は行っているか
●答 認定資格の研修項目
に位置付けられている︒

40

31

多美男

いっせんぼく

︵答弁者 健康こども部長︶

●問 政府は︑平成 年
月から幼児教育・保育無償
化の実施を目指している︒
﹁無償化で保育需要が増
え待機児童も増加するので
は﹂と懸念の声もある︒
保育の待機児童が増える
と学童クラブの待機児童も
増加する︒
学童クラブは現在 か所
あるが︑児童数・支援員数・
施設規模・保育料の現状は
●答 児童数１３０８人︑
支援員は１クラブ２〜７人
で︑施設規模は児童１人に
つきおおむね１．６５㎡に
するよう指導している︒
保育料は月額７千から１
万３千円で平均は１万円︒
●問 学童クラブの国の基

10

学童クラブ

佐藤

32

︵答弁者 市長 福祉部長︶

●問 防災・減災の視点で
考える強化については︑い
ずれ起きるであろうではな
く︑必ず起きる大地震に備
えて自分たちができる準備
を一歩でも進めるべきと考
える︒
自助の強化としては︑ロ
ーリングストック法や簡易
トイレの作り方等︑家庭に
おける防災対策の啓発が必
要では
●答︵市長︶ 家庭におけ
る防災力の強化は︑大規模
災害時︑自助の観点から大
変重要である︒
広報きさらづやホームペ
ージ︑出前講座を通じて広
く啓発していく︒
●問 大規模災害発災時に

29

より円滑な避難所運営を行
うためには︑地域の誰が中
心者になっても進められる
ように﹁避難所開設キット﹂
を導入すべきでは
●答︵市長︶ 今後︑開設
指示書や必要な筆記用具等
をまとめたボックスを準備
し︑避難所運営マニュアル
等とともに整備していく︒
●問 合理的配慮の視点か
ら考える強化策として︑民
間事業者の協力を得られる
ように︑具体的な配慮のポ
イントが分かる啓発用の冊
子があると良いのでは
●答︵福︶ 地域自立支援
協議会と協議し︑作成に向
けて検討していく︒
●問 平成 年８月に配布
が始まった﹁ヘルプカード﹂
は︑利用希望者が携帯し︑
周りの人が意味を理解する
ことが重要であるが︑配布
場所を増やすべきでは
●答︵福︶ 公民館や図書
館等へも配布し周知する︒
●問 駅や病院・郵便局等
にチラシを掲示することで
理解が広がるのでは
●答︵福︶ 駅や病院等多
くの人が行き交う場所への
掲示も検討していく︒

31

42

① オスプレイ整備の試験飛行並びに暫定配備について

認されている︒
古墳や住居址等の遺跡・
文化財の存在と貝化石層も
明らかになっている︒
文化財については現状保
存の措置がとられているは
ずだが︑重要生物は
●答 当該施設の建設にあ
たっては︑実施に先立ち︑
事業者において周辺地域の
自然環境調査が行われてい
る︒
調査結果を基に︑県と事
業者の間で自然環境保全協
定が締結されている︒
県からは﹁事業者から提
出されるモニタリング調査
結果等から協定は遵守され
ていると考えており︑新た
な環境保全対策は指示して
いない﹂と聞いている︒
●問 近年﹁いっせんぼく﹂
湧水のボクボク感がない︒
メガソーラー建設との因
果関係は
●答 ﹁いっせんぼく﹂及
びその周辺を保全管理する
団体に確認したところ︑﹁湧
水量の減少はメガソーラー
建設前からで︑原因は定か
ではないが︑長い年月の中
で減少してきているのでは﹂
とのことである︒
ヘルプカード

②メガソーラー建設と︑
﹁いっせんぼく﹂周辺の環境

93

保全 ︵答弁者 環境部長︶
③ 中央公民館の仮移転問題と︑公民館使用有料化撤回
●問 真里谷地先︑町原の
草競馬場跡地周辺と﹁いっ
せんぼく﹂を挟むように妙
泉寺西側台地を造成し︑太
陽光発電施設が建設中であ
る︒
開発面積は ・５ヘクタ
ール︑発電総出力 メガワ
ットというメガソーラーの
建設計画である︒
建設の進捗状況は
●答 事業者からは︑﹁今
までに道路や排水等を含む
造成工事が完了した︒現在
は︑ソーラーパネル設置に
伴う電気工事に着手してお
り︑平成 年末の稼動を目
指している﹂と聞いている︒
●問 環境調査では︑ 種
類もの重要生物の生息が確
30
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草刈

慎祐

︵答弁者 市長︶

議員

①教育行政について

竹内 伸江 議員
①子どもを育む環境づくり

近藤

忍

議員

12

●答 事業提案を審査した
後に地域説明会を行い調整
することが円滑な進め方と
考え︑一般公募は行わない︒
また︑高度な専門知識等
を要しないため学識経験者
も加えない予定である︒
●問 地域ににぎわいを生
み出すという意義は理解す
るが︑一方で学校を民間に
貸与することで行政が収益
を得て︑公共の福祉に回す
ことも考えるべきでは︒
跡地を有償で利用する申
し出がなかった場合は︑市
が事業費を支出して活性化
事業を展開することもあり
得るのか
●答 市が新たな財政負担
をしないことを条件に募集
する予定で︑跡地活用方針
に適した民間事業者の負担
による事業提案がなかった
場合は再検討したい︒
●問 今後想定される事業
の進み方は
●答 中郷中学校は 月︑
富岡小学校は 月に募集を
して︑今年度中に事業者が
決定できるよう準備する︒
事業開始は平成 年度中
を予定しているが詳細が分
かり次第︑周知する︒

①小中学校の再編について

②水道の広域統合について

中郷中学校

︵答弁者 総務部長︶

●問 平成 年３月をもっ
て︑富岡小学校と中郷中学
校が馬来田小学校と清川中
学校に統合される︒
跡地利用は鋸南町の道の
駅﹁保田小学校﹂のように
地域振興にもなるが︑募集
形式や決定方法は
●答 募集は公募型プロポ
ーザルとし︑職員等の委員
会で審査を行い︑最も優れ
た提案を行った事業者を優
先交渉者として決定する︒
その後︑地域説明会の意
見を反映させ︑理解が得ら
れたら跡地活用事業として
決定したい︒
●問 選定が公平となるよ
う︑一般公募や学識経験者
採用の考えは

31

︵答弁者 福祉部長 教育部長︶

子ども食堂

②オーガニックなまちづくりについて

える体制づくりが重要と考
える︒
●問 子ども食堂に関して
庁内関係部署の連携や情報
共有はどのようにするのか
●答︵福︶ 既存の会議や
協議会等を通じた一層の情
報共有を図る︒
ボランティア活動に対す
る側面からの支援として︑
協働のまちづくり活動支援
金の交付や職員が子ども食
堂に参加するなど︑連携を
図っている︒
今後も子ども食堂の活動
を支援していきたい︒
●問 現在子ども食堂は︑
子どもの孤食や食育︑居場
所づくりに留まらず︑高齢
者や障がい者を含む地域住
民の交流の場となることや
支援の必要な方を見つけ︑
行政の窓口へ足を運ぶきっ
かけづくりになればよいと
考えているとのことだが︑
民間主体の地域活動を広げ
後押しする意味でも︑ボラ
ンティア行事用保険に加入
するための助成については
どのように考えているのか
●答︵福︶ 保険料等を含
め財政的な支援のあり方に
ついて考える︒

7
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●問 小中学校の熱中症対
策のためのガイドラインを
整えるべきではないか
●答︵教︶ 熱中症の危険
性を理解し︑事故予防のた
め策定に向け取り組む︒
●問 家庭教育支援につい
て︑家庭教育学級や講座に
参加できる家庭は比較的に
心配ないと思われるが︑参
加できない家庭への対応は
●答︵教︶ 家庭教育が家
庭内のみではなく︑地域や
社会とのつながりの中で行
われることが重要である︒
子育て家庭の孤立化を防
ぐため︑親子と地域のつな
がりをつくる青少年育成地
区住民会議の取り組み等︑
地域ぐるみで家庭教育を支

全国2286か所
（平成30年４月現在）

③土木施設の安全について

●問 小中学校教室への早
期エアコン整備の考えは︒
また︑全国的な流れ︑近
隣市の状況は
●答 学校施設では扇風機
を設置し︑暑さ対策を実施
しているが︑全国各地で
度を超える記録的な猛暑の
中︑学校施設へのエアコン
設置の必要性は充分認識し
ている︒
今後︑全国の多くの市町
村で早期のエアコン設置に
向けて動き始めるものと考
えられ︑近隣市では市原市・
君津市・袖ケ浦市が︑来年
度の夏季から小中学校の全
ての普通教室等にエアコン
を設置できるよう取り組む
と聞いている︒

31
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●問 現状と課題は
●答 校舎を新設・増築し
た学校の特別支援教室を含
む普通教室に設置した︒
また︑全小中学校の職員
室・校長室・保健室及びコ
ンピュータ室の各諸室にも
設置している︒
それ以外の校舎は︑ほと
んどの普通教室において︑
未設置である︒
課題としては︑受変電設
備等の電気容量の検証︑コ
ストを考慮した空調方式︑
効率的な発注方法の選定や
授業に大きな影響を与えな
い工事日程等があり︑検討
を進めている︒
設置には多額の費用がか
かることが想定されること
から︑国の補助金の動向に
ついても注視していく︒
●問 補助金について国や
県への働きかけは
●答 報道では文部科学省
において平成 年度予算と
して空調施設設置を含む学
校施設整備費を︑平成 年
度予算の約３．５倍で概算
要求をしているとのこと︒
しかし︑県から具体的な
補助金に関する情報がない
ため︑動向を注視したい︒
地域住民の交流の場

35
エアコン設置教室
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議員

田中

紀子

議員

①﹁市立保育園の民営化で子
育て支援の充実︑待機児童
解消﹂なるか ︵答弁者 健康こども部長︶

減らし運営費を削減するこ
とで浮いた予算をどのよう
に使う予定か﹂との質問が
あったが︑市立保育園 鎌(足・
吾妻・中郷・久津間 の)民営
化後︑市の負担が減るのか
●答 施設の規模に見合う
定員を受け入れた場合で試
算したところ︑市の負担が
約１億８千万円程度削減さ
れる︒
●問 民営化に伴う削減費
用は︑子どもを育む環境づ
くり施策を強力に推進して
いくために充てられるとい
うことか
●答 市立保育園の民営化
で子育て環境が充実したと
実感できるような事業展開
を推進する︒
●問 学童保育拡充につい
ての考えは
●答 保育所の待機児童対
策と平行して取り組む︒
●問 継続する市立保育園
は︑支援が必要な児童でも
集団生活ができるよう受け
入れると聞いている︒
施設整備も必要では
●答 老朽化の程度や市立
保育園としての役割にあっ
た機能整備を精査する中で
検討する︒
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② 政策決定過程における開かれた市政の実現を検証
③ 子どもを育む教育環境﹁エアコン未設置﹂を検証

●問 市立保育園でも民間
の認可保育園でも保育料算
定は同じで︑市に納める︒
保育料は︑各園の保育園
運営費の一部となるが︑ 図(
参照 園)児一人あたりの保育
園運営費の市の負担は
●答 市立保育園は約１２
５万円︑民間保育園では約
１２０万円とほぼ同額の保
育料だが︑園児一人あたり
の市の負担額は︑市立保育
園は約 万円︑民間保育園
では約 万円である︒︵平
成 年度実績︶
●問 保護者説明会で﹁保
育園をただ民営化しただけ
では待機児童問題︑保育士
不足等の解決には結びつか
ないのでは︒公立保育園を

保育園運営費の財源内訳

座親 政彦

公民館で開催されているコミュニティカフェ

︵答弁者 市民部長 教育部長︶

●問 地域交流センターと
公民館は︑利用する市民か
ら見て法律上何が違うのか
●答︵市︶ 公民館は会議
やサークル活動の場として
利用でき︑センターは︑そ
れに加えて地域コミュニテ
ィカフェやギャラリー︑地
元特産物の販売等多目的に
利用できる︒
●問 法律上の公民館では
ないので︑公民館では禁止
されている営利事業︑特定
の政党活動︑特定の宗教活
動も利用可能になるとのこ
とだが︑利用料は同じか
●答︵市︶ 施設の維持管
理費が異なるので︑公民館
と同じ面積なら若干高くな
るものと考えている︒

●問 前川喜平氏の講演に
対し︑講演内容のテープの
提出等︑一部の政治的介入
があった︒
公民館は﹁教育は不当な
支配に服することなく﹂と
市民に直接責任を負ってい
るが︑交流センターでは法
に守ってもらえるのか︒
また︑﹁貸さない﹂と言
われる心配はないか
●答︵市︶ センターの設
置及び管理に関する条例で
許可しない要件に該当しな
ければ︑利用できる︒
●問 公民館で憲法学習会
はできるのか
●答︵教︶ 憲法学習会は
もちろん︑市民が暮らしを
豊かにするための知識を身
に付ける学び合いが大切と
考えている︒
問 ロビー等でコーヒーを
有料で提供できるのか︒
車座になって酒を飲みな
がら地域の課題を議論する
ことも可能か
●答︵教︶ 営利を目的と
した提供はできない︒
ただし︑地域住民が実費
負担で飲むのは可能である
が︑酒は遠慮していただい
ている︒
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①社会教育をどうする

また︑アプリの操作性向
上については︑パスワード
の省略を標準設定にするな
ど改良を進めている︒
利用者がメリットを感じ
られるような仕掛け等につ
いては︑コンビニやスーパ
ー等に対して︑参加の働き
かけを行うとともに︑多く
の方にまずはアクアコイン
を知ってもらう機会として
スタートアップキャンペー
ンを企画している︒
総額１億５千万円までの
チャージを対象として︑君
津信用組合とチャージ額の
３％分のポイントの提供を
行う︒
また︑ちばアクアライン
マラソン２０１８にあわせ
て︑木更津バルと連動し先
着２千名のランナーを対象
に︑千円以上のチャージで
バルセットメニュー１回分
にあたる６００ポイントの
提供を行っていく︒
さらに︑取り組みの趣旨
等の様々な情報を発信する
アクアコイン情報専用のサ
イトの構築を進めており︑
現在はアクアコインスター
トアップキャンペーンの予
告情報を発信している︒

29

①防災の取り組みとまちの
活性化施策について

アクアコイン情報専用サイト

︵答弁者 市長︶
②消防行政について

●問 電子地域通貨アクア
コインの実証実験結果等に
ついて︑最終的な参加店舗
数とアプリ登録者数及びチ
ャージ金額と消費金額は
●答 ２０３店舗の参加を
いただき︑最終的に９０１
名がアプリを登録し︑約４
１６４万円のアクアコイン
がチャージされ︑そのうち
の ．７％にあたる約４１
５０万コインが４８５２件
の決済で消費された︒
●問 本格稼働に向けた現
在の取り組み状況と課題は
●答 チャージの利便性向
上については︑観光案内所・
スーパー等︑多くの方が訪
れる場所への自動チャージ
機導入の準備をする︒
99
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本会議の全容を記録した会議録は、
行政資料コーナー・図書館・公民館等で閲覧することができます。
また、
インターネットによる検索・閲覧も可能です。
（平成30年9月会議録は平成30年12月初旬頃から）

俊夫
議員

28

50

15

國吉

●問 ブロック塀を調査し
たのか
●答︵都︶ 大阪府北部地
震の被害を受けて︑市有施
設におけるブロック塀の緊
急点検を実施した︒
市民が所有しているブロ
ック塀等の点検はホームペ
ージ等で呼びかけ︑６月
日から７月 日まで︑電話
で 件の予約受付をし︑立
合いの上点検した︒
●問 宅地造成法違反にあ
たる擁壁の対策は
●答︵都︶ いわゆるブロ
ック等増積擁壁と呼ばれる
ものは広報を活用し平成
年から 年︑ 年︑ 年︑
年に記事を掲載して危険
性を知らせている︒
平成 年には宅建協会に
対して書面にて通知し︑違
反防止の注意喚起をした︒
●問 今後の対応は
●答︵都︶ 危険性の周知
とパトロールを強化する︒
●問 法的措置への考えは
●答︵都︶ 違反是正命令
に従わない者は１年以下の
懲役又は 万円以下の罰金
等の規定がある︒
悪質な場合は法的措置の
適用が必要と考えている︒
30

︵答弁者 都市整備部長 教育部長︶

岩根小学校ブロック塀撤去

①大地震に備えた安心安全な
街づくりについて

18

② 開発行為申請地内の市有財産の処分等について

30

③消費生活センターの業務について

●問 平成 年６月 日の
寿栄小学校のブロック塀倒
壊による女児が亡くなられ
たことを受け︑どのような
教育部門の点検をしたか
●答︵教︶ 小中学校のブ
ロック塀等の危険個所を把
握するため確認点検を依頼
し︑報告に基づき教育部職
員により確認点検をした︒
●問 問題点はあったのか
●答︵教︶ 建築基準法に
基づき調査し︑結果は道路
に面したコンクリートブロ
ック塀で改修等が必要な８
施設 か所を確認した︒
都市整備部職員により危
険な状況であると判定され
た箇所は改善方法の指導を
受けている︒
12
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31

24
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請 願
番号

件名

請願者

審査結果

請願第１号

精神障害者も千葉県重度心身障
害者医療費助成制度の対象とす
る意見書の千葉県への提出を求
める請願書

「地域で心の病を支える家族
の集まり」
つくし会 会長 國分 栄樹

件名

陳情者

審査結果

移植ツーリズムを考える会
千葉県担当 高峰 一

不採択

採

択

陳 情
番号
陳情第８号

臓器移植の環境整備を求める
意見書の採択を求める陳情書

※請願と陳情
どちらも市政についての要望や意見を議会に提出することができる制度です。
請願は、地方自治法に規定があり、本市の議員の紹介が必要です。
陳情は、法律に直接的な規定はありませんが、内容が請願に適合すれば同様に扱い、議員の紹介は不要です。
受理後、その内容の実現を図ることが必要であるか所管の委員会で審査を行い、本会議で採決を行って議決します。

発議案
発議案第１０号

ゴルフ場利用税の堅持を求める意見書について

ゴルフ場所在市町村にとって重要な財源であるゴルフ場利用税の堅持を求める意見書を、地方自治法
第99条の規定により、関係機関へ提出しようとするものであり、全会一致で可決されました。

発議案第１１号 精神障害者も千葉県重度心身障害者医療費助成制度の対象にするこ
とを求める意見書について
請願第１号で採択された請願書の願意に沿い、意見書を、地方自治法第99条の規定により、関係機関
へ提出しようとするものであり、全会一致で可決されました。

第144号
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議案の審議

９月定例会では市長提案の議案20件、請願１件、陳情１件、議員
提案の発議案２件が審査されました。主な内容と結果を報告します。

議案の審議
議案第73号 木更津市行政不服審査法施行条例の一部
を改正する条例の制定について
木更津市行政不服審査会において、２人の委員の出席があ
れば会議を開くことができることとするため、関係条文の整
備をしようとするものです。

議案第76号 製造請負契約の締結について
40ｍ級はしご付消防自動車製造請負契約の締結に伴い、議
会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条
例の規定により、議会の議決を得ようとするものです。

40ｍ級はしご付消防自動車

議案第77号 君津郡市広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び君津郡市広域
市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について
君津郡市広域市町村圏事務組合規約に規定する視聴覚教材センターの設置及び管理に関すること
並びに結核対策委員会の設置及び管理に関することについて共同処理する事務から除くものとし、
同組合教育委員会の所管する事務がなくなることから、当該組合教育委員会を廃止することとし、
あわせて同組合規約第９条の２及び３を削除することに伴い、当該規約の一部改正を行うことにつ
いて、地方自治法の規定により、関係地方公共団体と協議するにあたり、議会の議決を得ようとす
るものです。

議案第78号 かずさ水道広域連合企業団規約の制定に関する協議について
千葉県、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市における、かずさ水道広域連合企業団の設置に
関するかずさ水道広域連合企業団規約を制定することについて地方自治法の規定により、千葉県、
君津市、富津市及び袖ケ浦市と協議するにあたり、議会の議決を得ようとするものです。

議案等の議員別表決結果一覧
９月定例会に提出された議案等のうち、賛否が分かれた案件は５件でした。
各案件に関する議員個人の表決は以下のとおりです。
なお、表に掲載していない議案等は、全会一致で可決しました。

※表の見方

○：賛成

2018年（平成30年）11月1日（木）

●：反対

−：議長のため採決に加わっていません。
第144号
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議会の活動状況
議員政治倫理条例策定特別委員会の進捗状況
議員政治倫理条例策定特別委員会では、委員長素案に
対し、全議員から意見聴取し、集まった意見もふまえ議
論しながら、条例構成の検討を行いました。
毎月委員会で議論しており、平成30年度は10月末まで
で、８回の委員会を開催しました。
議論が活発に行われており、９月には２回委員会を開
催し、現在は、各条項の検討が終了し、条例全体を見た
検討を行っています。
今後は、市民の皆さんからも意見を公募し、それを参
考に最終的な検討を行う等、平成31年４月の施行を目途

会議内容

開催日時

４月11日 年間スケジュールについて
５月21日
６月18日

条例構成の検討

７月９日
８月６日
９月３日

条項の検討

９月21日
10月12日

に取り組んでいきます。

条例案について
行政視察について

第２回議員研修会を開催
平成30年度から一般社団法人化した木更津市観
光協会を母体に本格始動した木更津版ＤＭＯにつ
いて、「木更津版ＤＭＯによる観光地域づくり」
と題し平成30年７月20日に研修会を開催しました。
木更津版ＤＭＯは観光地域づくりのための組織
であり、宿泊業・飲食・交通・農林漁業等の幅広
い事業者と住民、行政等の意見を取りまとめなが
ら木更津の魅力を発信し、地域経済を活性化させ
る仕組みを構築していくことが役目です。
地域を豊かにすることを目的に活動している組
織であり、様々な主体との連携が必要不可欠であることから、議員のみではなく市職員にも参
加を呼びかけ実施しました。

９月定例会の日程
日

程

８月３０日(木)
９月４日(火)

議

事

の

内

容

本会議（諸報告／議案等上程）
本会議（諸報告／一般質問）

５日(水)

本会議（一般質問）

６日(木)

本会議（一般質問）
本会議（一般質問／追加議案上程／議案等大

７日(金)

綱質疑／決算審査特別委員会の設置及び議案
等付託）

●声の議会だよりについて
視覚障がい者を対象に市議会だよりを録音したＣＤを貸し出しています。
また、市議会ホームページからも「声の議会だより」をお聞きいただけます。

●会議録の検索･閲覧について

１１日(火)

総務常任委員会

定例会の会議録は、朝日庁舎2階行政資料コーナー、最寄りの公民館・図書館
や、市議会ホームページ内の「会議録の検索と閲覧」でご覧いただけます。

１２日(水)

教育民生常任委員会

（平成30年9月会議録は、平成30年12月初旬公開予定です。）

１３日(木)

建設経済常任委員会

●本会議のインターネット中継について

１８日(火)〜
２０日(木)

決算審査特別委員会
本会議（諸報告／議案の訂正／議案等審議／

２７日(木)

追加議案上程・審議／発議案上程・審議／議
員派遣）

第144号
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次回定例会のお知らせ
次回定例会は、11月下旬から開催予定ですが、正式には11月20日（火）
に開催予定の議会運営委員会で決定されます。詳しくは、議会事務
局(23-7185)へお問い合せください。

本会議の映像（生中継及び録画中継）をインターネットでもご覧いただけます。

URL http://www.city.kisarazu.lg.jp/14,0,49.html
●傍聴者の状況について
9月定例会本会議の傍聴者は48人でした。
ぜひ、次回の本会議、委員会を傍聴してみませんか。

2018年（平成30年）11月1日（木）

Ｔｏｐ
ｉ
ｃｓ
タブレット運用への視察受け入れ
タブレット端末を導入し、１年が経過しました。
紙の削減、スケジュール管理、連絡・周知等情報伝達の
迅速化だけでなく、執行部と同様の会議システムを導入し
たことにより、会議にかかる事務が軽減されるなど、様々
な効果が現れています。
議会と執行部が同じ会議システムを効果的に活用してい
るタブレット運用例は、他の自治体から問い合わせも多く
平成30年度は、10月末時点で７市が視察に訪れており、注
目を集めています。今後も引き続き、各議員のレベルアッ
プを図っていくとともに、先進的な取り組みについての研
究等を行い、更なる活用を目指します。

視察月

視察自治体

人数

４月

大阪府松原市

９人

７月

東京都福生市

15人

７月

千葉県千葉市

３人

７月

千葉県館山市

６人

９月

愛知県豊田市

13人

10月

千葉県市原市

５人

10月

宮城県都城市

８人

第３回木更津ブルーベリーＲＵＮ
オーガニックなまちづくりの一環として、今回
で３回目となる木更津ブルーベリーＲＵＮが11月
18日（日）に開催されます。
（主催：きさらづスポーツコミッション）
２〜10人のチームで１周１マイル（1.6km）の周
回コースを３時間、タスキをつなぎながら楽しく
健康的にリレーマラソンをします。
海に面した潮浜公園で行われ、走る順番や個人
の周回数は自由で、日常的に運動をしていない方
もゆっくり走ることができ、チームでリレーマラ
ソンを楽しめます。

市議会のチームポロシャツ

編集後記
「今年の夏はいつもより暑い」と毎年口にしますが、全国各地で観測史上初となる記録もあり、「今
年の夏は本当に暑かった」ですね。また、今年は記録だけではなく、記憶に残る天災も多かったと感
じます。大阪での大地震、西日本豪雨、その被災地である西日本へ向かう通常と逆向きに移動した台
風 12 号、今世紀最大とも言われた台風 21 号では想定を超える高潮も発生し関西空港の滑走路が水没も
しました。会期中には北海道で震度 7 を記録する地震も発生し、一時的ではありますが北海道のすべて
が停電となる被害もありました。想定をたびたび超えていく自然災害ですが、今議会においても多く
の議員が市民生活の安全性向上、また皆様の暮らしが少しでも改善されるよう様々な角度から執行部
に質しました。任期もあと半年を切りましたが、24 人が力を合わせ、頑張っていこうと思います。

木更津市議会広報委員会

◎永原利浩

○石川哲久

2018年（平成30年）11月1日（木）

◎委員長 ○副委員長
石井徳亮
竹内伸江
座親政彦
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