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「木更津トライアスロン」
・
・
・平成29年度観光写真コンクール入賞作品

自衛隊の滑走路を走れる国内最大規模の
「2018木更津トライアスロン大会」
は８月26日
（日）
に開催。

紙 面 ガ イド

『金銅飾金具』

一般会計補正予算 ･････････････････２〜３

金鈴塚古墳から出
土した、副葬品です。
6世紀末～7世紀初頭
のもので、石棺の中
に納められていまし
た。裏側には布の痕
跡があります。
木更津の宝を見に
市内に展示されている浮世絵壁画を
きませんか。

議案等の議員別表決結果 ･･･････････････３
一般質問と答弁の概要 ･････････････４〜９
永年在職議員表彰、
陳情、発議案 ･･･････１０
議案の審議、本会議の日程 ････････････１１
Ｔｏｐｉｃｓ ･････････････････････････１２
こちらのＱＲコードから過去の
議会だよりを閲覧できますので、
是非ご覧ください。
木更津市議会

シリーズで紹介します。
今回は「こうもり安」
「切られ与三」
「郷土博物館 金のすず」の展示物などを順次紹介します。
「横ぐしおとみ」
（３枚続）
場所：中央築地１－４
検索

（イオンモール木更津１階レストラン街）



平成30年度一般会計予算額 442億1,485万円（対前年度当初比1.1％増）
一般会計補正予算９億5,485万円を追加し、総額442億1,485万円
平成30年度補正予算は、渡辺市長の再任に伴い、骨格予算に政策的経費を肉付けした予算と
して編成されたものです。一般会計補正予算額は、歳入歳出予算の総額に９億5,485万円を追
加し、補正後の予算総額は、442億1,485万円となりました。主な内容は次のとおりです。

主な事業

学校跡地活用事業費

500万円

庁舎建設基金積立金

２億円

平成30年度末をもって統合となる中郷中学校・富岡小学校につ
いて、統合後の跡地の有効活用を図ります。

新庁舎建設に向け、計画的に基金の積み立てを行います。

市民がつながる生活総合アプリケーション等整備事業費 2,700万円

スマートデバイスを活用し、市政情報を集約して発信する市独
自のアプリを開発します。併せて、アプリと連携するためホーム
ページを再構築します。

中郷中学校・富岡小学校

東京オリンピック・パラリンピック推進協議会負担金 215万円

様々な取組を官民一体となって検討、推進するため推進
協議会を設置し、大会に向けて機運を高めるためイベント
等の啓発事業を実施します。

スポーツによる地域活性化推進事業費 579万円

日常的に運動・スポーツに親しむ機会の少ない子育て世
代・勤労者を対象に親子教室・リフレッシュ教室等を実施
します。

江川総合運動場野球場

江川総合運動場拡張整備事業費 200万円

少年野球場としての要件を満たしていない江川総合運動
場の多目的広場の拡張整備に向け、用地測量業務を実施し
ます。

福祉会館施設改修事業費

300万円

３階トイレの一部を和式から洋式・温水洗浄式への改修及び老
朽化した駐輪場の屋根の撤去並びに非常口の誘導灯の交換をします。

鳥獣被害防止総合対策交付金事業費

3,500万円

捕獲したイノシシ等を有効活用するため、木更津市有害鳥獣対
策協議会構成員が行う、「獣肉処理加工施設整備事業」を支援し
ます。

道の駅施設改修事業費

1,980万円

市民総合福祉会館

出荷者の搬入口に屋根を新設するとともに、駐車場を拡充する
ための用地を取得します。
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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

主な事業

空き店舗活用支援事業補助金 300万円

空き店舗をリフォームして、新たに出店される方や店舗
併用住宅所有者に対して、改修工事費の一部を補助します。

第二館山街道踏切改良事業費

2,300万円

ＪＲ木更津駅北側、三好家前の第二館山街道踏切内をよ
り安全に歩きやすく整備します。

潮浜公園整備事業費 1,087万円

ローラスケート場をスケートボード練習場に改修するた
めの工事費用一部負担金です。

第二館山街道踏切

消防団新基準活動服等購入費 1,050万円

消防団員の活動服を新基準に合った活動服に更新します。

40ｍ級はしご付消防自動車購入費 ２億3,000万円
老朽化したはしご付消防自動車を買い替えます。

畑沢中学校屋内運動場整備事業費 5,850万円

老朽化し雨漏りが生じている屋内運動場の改修工事を実
施し、教育環境の改善を図ります。

畑沢中学校屋内運動場

議案等の議員別表決結果一覧

議案第52号
附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定
６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７件でした。

民営化する木更津市立保育園の事業者を選定するために調査、審議する委員会を新たに設置
各案件に関する議員個人の表決は以下のとおりです。
するため、関係条文の整備をしようとするものです。
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。

議案第55号 木更津市国民健康保険税条例の一部を改
正する条例の制定

国民健康保険税の所得割額の税率の変更及び資産割額の
廃止並びに持続可能な医療保険制度を構築するための国民
健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、関係
条文の整備をしようとするものである。

議案第59号 木更津市精神障害者医療費の助成に関す
る条例の一部を改正する条例の制定

精神障害者に対する医療費の助成に係る対象者を変更す
るため、関係条文の整備をしようとするものである。

※審議の結果については、11頁に掲載してあります。
※表の見方

○：賛成

●：反対

−：議長のため採決に加わっていません。

議案の内容については、11頁に掲載してあります。
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2018年（平成30年）8月1日（水）

6月定例会では、18人の議員が市政に対する一般質問（個人質問）を行い、大綱41点・226
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。

一般会計補正予算 ８,８５９万円追加し、４３８億８５９万円
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吉 英
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夫 議員
①一般財源としての財産の管理について

渡
篠辺
崎 厚
哲子
也 議員

︵答弁者

市長・環境部長︶
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見直しをしていく︒
●問 ＬＧＢＴ︵性的少数
者︶への配慮について︑申
請書等公文書で不要な性別
記載欄の廃止等の行政の取
組みが広がっている︒
本市でも申請書等の内︑性
別記載欄がなくても問題の
ない 件については廃止す
べきではないか
●答︵市長︶ ＬＧＢＴ等
の性の多様性に配慮した社
会づくりの推進や︑個人情
報は必要最少限の範囲で収
集するという観点からも︑
手続きに問題が生じない申
請書等の性別記載欄は廃止
していく︒
●問 民間事業者とのパー
トナーシップの推進につい
て︑食品ロス削減運動
︵ ・
運動等︶拡大の進め方は
●答︵環︶ 今後︑リサイ
クルフェアやオーガニック
フェスティバル︑出前講座
などの場を通じて食べきり
運動の普及・啓発を推進す
るとともに︑全国おいしい
食べきり運動ネットワーク
協議会やちば食べきりエコ
スタイルと連携し成果の情
報共有や情報発信に取り組
んでいく︒

10

②市民の安心安全について

性別記載欄のある申請書等の実態状況

①ＳＤＧｓ︵持続可能な開発
①小中学校の統合について
目標︶の視点にあわせて推進
︵答弁者 教育長︶
したい取り組みについて

●問 ﹁ＳＤＧｓとは﹂国
連で定められた２０３０年
までに世界の課題を解決す
るための の目標である︒
今回は目標１﹁貧困をなく
そう﹂︑目標５﹁ジェンダ
ーの平等を実現しよう﹂︑
目標 ﹁パートナーシップ
で目標を達成しよう﹂とい
う項目に関連づけて伺いた
い︒まず︑経済的困窮家庭
の子どもの支援について︑
本市の﹁就学援助制度﹂の
案内は申請を躊躇するよう
な心理的なハードルが幾つ
も有ると思うが改善はでき
るか
●答︵市長︶ より保護者
が﹁相談してみよう﹂と思
えるような案内となるよう

17

②環
①
教境
育整
行備
政づ
にく
つり
いと
て美しい生活

●問 講師未配置の学校で
の現場対応は
●答︵教育長︶ 教務主任
や副担任が代わりを務める︒
中学校においては所有免許
状に照らして︑他の職員が
分担するなど︑全職員で支
援し子どもたちの授業に支
障がでないようにしている︒
現状︑学級担任の不足や授
業が成立していないという
事態には至っていない︒
●問 部活動指導により︑
教員の健康や教育の質の確
保が危機的状況にあると言
われている︒静岡市では企
業や大学の支援を受けてい
ると聞いているが︑本市に
おける部活動の在り方の考
えは
●答︵教育長︶ 本市では︑
勤務時間の軽減に向けての
取り組みとして︑夏季休業
中に諸活動を原則禁止とす
る学校閉庁日を︑また︑一
週間に必ず１日はノー部活
動デーを設けている︒なお
ノー部活デーについては市
内全中学校で実施されてい
る︒静岡市の事例は量から
質への転換を目指す︑先進
事例であることから︑今後
の取り組みに注視したい︒

17

民総出のまちづくりの検証と今後
①①
行市政
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営
マ
ネ
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メ
ン
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②福再
祉構
政築
策の
の必
現要
状性
をに
検つ
証いて

未配置講師の変化（29年度）

環
境について ︵答弁者 環境部長︶
︵答弁者 教育長 教育部長︶
③安全な交通環境について
④ 住居表示実施区域の表示環境の整備について

●問 今年の４月６日時点
で︑９名の講師不足と聞い
ているが︑現状は
●答︵教育長︶ ６名の常
勤講師が不足している︒
●問 未配置講師は年間を
通してどの様に変化してい
くのか︒昨年度の状況は
●答︵教︶ 定数内欠員補
充講師は９月︑療養休暇補
助教職員は２月︑育児休業
補助教職員は 月でそれぞ
れ欠員がなくなった︒
●問 改善に向けての働き
かけは
●答︵教育長︶ 退職した
元教員への声掛け︑地域人
材の掘り起こし等工夫を試
みているが︑厳しい状況で
ある︒
11

︵答弁者 市長・福祉部長・総務部長︶
︵答弁者 総務部長・企画部長・財務部長︶
③男女共同参画推進の現状と今後

●問 行政評価は︑市民と
職員︑市長︑議員間のコミ
ュニケーションツールだ︒
行政評価をやめた理由は
●答︵企︶ 評価結果と予
算編成に時間の乖離が生じ
たので︑事業の進捗を評価
した進行管理に見直した︒
●問 やめた後の﹁総合計
画﹂と﹁予算﹂との連携︑
市民との情報共有︑職員の
目標管理はどうしているか
●答︵企︶ 総務︑企画︑
財務部でヒアリングし予算
編成に反映させている︒
●問 地方公務員法で必須
となった人事評価︒目標管
理制度も人事評価制度もや
めてしまい︑どのようにこ
の法律に対応しているのか
45
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●答︵総︶ 各個人の職位
に合わせた目標を設定し︑
その達成度を評価している︒
●問 マネジメントでは政
策決定の根拠︑プロセス等
を市民に提供するとしてい
た︒新規事業はどうやって
決まるのか
●答︵企︶ 総務︑企画︑
財務部でヒアリングし︑採
択の可否を判断している︒
●問 ﹁新規拡大事業と廃
止縮小事業は一体的に計画
する﹂というが︑やめた事
業を見たことがない︒新規
事業費 億円のために財源
不足 億円が生じて︑財政
が厳しい︑人手も足りない
のではないか︒予算の範囲
内で取捨選択ではないのか
●答︵財︶ 担当部署の検
討した予算要求に対し財政
課で査定する︒
●問 全て 年前のやり方
だ︒財政調整基金を取り崩
すのではなく歳入に見合っ
た事業運営﹂は次期計画期
間中に実現可能か
●答︵財︶ 歳入に見合っ
た歳出予算を編成すること
が重要だと承知しているが︑
今後も基金の活用を見込ん
でいる︒
廃止された施策マネジメントシート（抜粋）
土曜日保育の給食の有無

4

議案の審議 一般質問と答弁の概要
◎６月定例会
◆個人質問１８人◆
議案２件が審議されました。主な内容と結果を報告します。
6月定例会では、市長提案の議案29件、陳情2件、議員提案の発

田
座中
親 紀
政子
彦 議員
①市民総出のまちづくりの検証と今後

國
草吉
刈 俊
慎夫
祐 議員
①一般財源としての財産の管理について
①市税について

②地
環域
境経
整済
備の
づ活
く性
り化
とに
美つ
しい
いて
生活
②

篠崎

哲也

議員

①木更津市の子育て支援について

①
小中学校の統合について
②学習指導要領の改訂について

︵答弁者 教育長︶
︵答弁者 教育長・教育部長︶
③電子地域通貨アクアコインについて

②市民の安心安全について

●問 道徳教科化の理由は
部分の評価を含んでいるこ
●答︵教育長︶ 道徳教科 とから︑他の生徒との比較
化の背景としては︑いじめ や目標への達成度で評価す
の問題の本質的な解決に向 るものではなく︑道徳性の
け︑子どもの﹁心の教育﹂ 成長を数値ではなく︑記述
に視点が当てられたことや︑ によって評価する︒
かつて無いスピードでの少 ●問 高校入試での調査書
子高齢化の進行など︑著し での扱いは
く変化する中にあって︑課 ●答︵教︶ 道徳の評価は
題に対する解決策が見つけ 入試には馴染まないとされ
にくい社会状況であること ているため使用されない︒
等が挙げられている︒
●問 道徳教科化による本
●問 教科化にあたり授業 市の取組みは
●答︵教育長︶ これまで
内容の変化は
●答︵教︶ 検定教科書の 以上に質的な充実が求めら
活用︑新たな評価の実施︑ れるため︑校内研修や︑夏
子ども達が自身で考え議論 季教職員研修等を実施し︑
する道徳への転換を目指す︒ 指導力向上に努めている︒
●問 研修の内容は
●問 新たな評価の内容は
●答︵教︶ 人格に関わる ●答︵教︶ 理論的な理解
から具体的な授業展開の指
導方法まで教職員の要望を
取り入れ実施している︒
●問 今後の方向性につい
ての考えは
●答︵教育長︶ 本市にお
いても︑授業実践を通じて︑
一人ひとりの児童︒生徒が
他者と対話し︑協働しなが
ら自分自身の考えをしっか
りと持ち︑自立した人間と
して︑よりよく生きていく
力を育てていきたい︒

5
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環
境について ︵答弁者 環境部長︶
︵答弁者 市長・経済部長︶
③安全な交通環境について
③福祉行政について
④ 住居表示実施区域の表示環境の整備について

●問 公設地方卸売市場再
整備の取組状況と進捗は
●答︵市長︶ 民営化され
た先進事例の調査︑事業費
の試算︑費用対効果︑民間
企業へのヒアリング等を実
施し︑基本方針検討会議に
おいて素案を取りまとめた
ところである︒
●問 県内での公設市場の
建替え状況は
●答︵経︶ 船橋市場が平
成 年から平成 年度にか
けて管理棟を︑柏市場が平
成 年度に花木棟の建替え
を行っている︒また︑成田
市場において︑大規模な建
替えを行っており︑平成
年度から供用開始予定と聞
いている︒

●問 市場の再整備にあた
り︑市場利用者からの意見・
要望は
●答︵市長︶ 耐震性能の
不足等施設面への意見や食
堂施設設置・近隣商業施設
との連携︑取引先の信用面
から公設維持の希望︑現在
の位置での市場の存続等の
要望があったところである︒
●問 手続き的に公設市場
内に関連施設を設けること
は可能か
●答︵経︶ 施設再整備計
画に基づき︑都市計画の変
更手続き等の所定の手続き
を行うことにより︑市場関
連施設として建築すること
は可能と考えている︒
●問 市場の取扱高を増加
させるため︑一般消費者も
利用できる民間活力を導入
した﹁開かれた市場﹂の考
えは
●答︵市長︶ 南房総の生
鮮食料品を流通させること
が出来る立地特性を活かし︑
民間活力を積極的に導入し︑
一般消費者が利用できる施
設等の新たな機能により︑
賑わいの創出を図り﹁開か
れた市場﹂にしたいと考え
ている︒

道徳の教科書

32
卸売市場

26

29

︵答弁者 市長・福祉部長・総務部長︶
︵答弁者 総務部長︶
③男女共同参画推進の現状と今後

29

●問 人事評価制度につい していく︒
て︑効果や問題点等の検証 ●問 評価結果を給与に反
結果と運用状況は
映させるような見直しにつ
●答 効果としては︑能力 いて︑職員組合との協議は
評価・業績評価を行うこと ●答 評価結果の任用︑給
によって職員が発揮した能 与︑分限などの人事管理へ
力・業績を公正に把握する の活用については︑引続き
ことができ︑結果︑職員個々 職員組合と協議を行ってお
の能力に応じた細やかな指 り︑今後活用する段階にお
導が行え︑人材育成へとつ いては︑さらに詳細な協議
ながると考えている︒課題 を行うこととなる︒
としては︑評価者によって ●問 新たな人材育成基本
制度への理解度や評価結果 方針を平成 年度に策定す
にばらつきが見受けられ︑ るとのことであったが︑こ
今後︑評価者研修などを実 れまでの経過と運用開始時
施し評価の統一化を図って 期は
いく︒運用としては︑今後︑ ●答 昨年度︑中堅職員に
評価の統一化を図った後︑ よる検討会を設置し︑将来
任用︑給与︑分限などの人 において木更津市が求める
事管理への活用に向け調整 人材の育成に必要な方針の
検討をし︑今後は︑さらに
組織マネジメント力の強化
を目指し︑管理職の育成方
法について検討を行い︑今
年９月を目途に策定する︒
●問 策定完了が遅れてい
る理由は
●答 組織をマネジメント
するさらなる管理職の育成
方法についても︑別途で検
討することとしたことから︑
策定時期を延期したもので
ある︒
人事評価スケジュール

6月定例会では、12人の議員が市政に対する一般質問（個人質問）を行い、大綱26点・162
6月定例会では、18人の議員が市政に対する一般質問（個人質問）を行い、大綱41点・226
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。

三
鈴上
木 和
秀俊
子 議員
①オスプレイに関する問題について

②
①福
海祉
の医
日療
に行
よ政
せに
てついて

岡
渡田
辺 貴
厚志
子 議員
①まちのにぎわい・活力づくりについて

①各事業の充実と向上を
②まちを支えるひとづくりに
目指して

PR

産税を３年間免除したいと
考えている︒
●問 周知の考えは
●答︵市長︶ 木更津商工
会議所等が開催した公的融
資制度等説明会において︑
本市の対応方針について説
明をした︒また︑市のホー
ムページでも公表している︒
事業者にとってメリットが
大きいため︑様々な機会を
通じて に努めたい︒
●問 制度を利用するには
﹁先端設備等導入促進計画﹂
の策定が必要︒事業者には
ハードルが高いと感じるが︑
相談体制の整備は
●答︵経︶ 計画の相談機
関として商工会議所が位置
付けられている︑専門的知
識を有する指導員との連携
を密にし︑らづ︱Ｂｉｚ等
へ来た相談もつなげていく︒
●問 循環型の新たな産業
の創出に向け︑国の施策を
積極的に活用すべき︒地域
経済を牽引することが期待
される中小企業を集中的に
支援する地域未来投資促進
法に対する本市の考えは
●答︵経︶ 付加価値の高
い産業の創出に向け検討し
ていきたい︒

座内
竹
親

政江
伸
彦

議員

①保健・医療の充実について
①教育行政について

︵答弁者 健康こども部長︶
︵答弁者 教育長︶
②市営住宅について

15

●問 市内の肝炎ウイルス ●問 乳幼児死亡原因の第
累計陽性者 人の中には︑ ３位である乳幼児突然死症
Ｃ型肝炎陽性と判明された 候群対策のため︑保育園で
方で︑過去の治療で完治し は０歳児︑１歳児に︑少な
なかった方や︑治療を断念 くとも 分に１度︑首や額
した方︑インターフェロン 等に触れて子どもの状態を
治療の入院や副作用から治 確認する睡眠チェックを実
療を躊躇していた方︑外来 施しているとのことだが︑
通院だけでウイルス排除が 保育士にかなりの負担がか
できることを知らない方も かっているのではないか
大変多い状況があるようだ︒ ●答 各園で睡眠チェック
現在平成 年以降に発売さ 表という表を作り︑子ども
れた経口剤によって治療が の状況を確認した際︑様子
劇的に進歩している︒個別 を記入している︒当然︑保
通知にて受診状況等の把握 育士がその場を離れる場合
も含め︑最新情報を周知す は︑交代の保育士が見るよ
うな体制で臨んでいる︒
るべきではないか
●答 まずはホームページ ●問 ベビーセンサー等の
等を通じて広く情報の発信 機器を導入することで︑保
育士の業務︑精神的な負担
を図っていく︒
軽減︑保護者にとっても安
心感が増すのでは︒また︑
保育士の働きやすい環境の
整備にも繋がり︑保育士の
採用にとっても効果的であ
ると考えるが市の見解は
●答 機器の導入は︑保育
園の環境整備にも繋がり︑
保育士確保や待機児童対策
にも関係してくることだと
認識するので︑先進事例を
注視し効果を検証していき
たい︒

肝炎ウィルスに対する飲み薬

第143
139号

2017年（平成30
2018
29年）8月1日（水）
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ついて ︵答弁者 市長・経済部長︶
︵答弁者 市長・教育長︶
③まちの快適・うるおい空間づくり

●問 地元中小企業の生産
性向上に対する市の考えは
●答︵市長︶ 中小企業の
活性化が地域経済の核とな
ることから︑国の政策に歩
調を合わせ積極的に支援を
行い︑中小企業の持続的な
成長を支援していきたい︒
●問 国では︑中小企業の
生産性向上に向けた︑先端
設備等を後押しする︑生産
性向上特別措置法が成立し
たが︑本市の対応は
●答︵市長︶ 速やかに︑
先端設備等の﹁導入促進基
本計画﹂を策定し︑国から
同意を得たい︒また︑本市
の認定を受け新たに行った
生産性向上に資する設備投
資に係る償却資産の固定資

地域未来投資促進法の概要

︵
︵答
答弁
弁者
者 市
経民
済部
部長
長︶
︶
③市民の足を守るための政策

●問 この４月から︑国民 ％増とされた︒このことに
健康保険は︑都道府県単位 より影響を受ける世帯は何
化がスタートした︒これま 世帯か
では各市町村が単独で運営 ●答 去年の保険税と比較
してきたが︑今年度から﹁市 して減額が６千世帯・変更
町村と都道府県が共同で運 無しが６千世帯・増額が８
営する制度﹂となり︑国保 千世帯である︒
の財政は都道府県が管理す ●問 収入が無い児童生徒
る︒そのことで市民生活は にも均等割が掛かり被保険
どう変わるのか
者の負担は大きい︒この均
●答 新制度に変わっても 等割の軽減についての考え
国保税の額を決め︑市民か は
ら集めるのは市町村の仕事︒ ●答 軽減措置の導入につ
窓口対応は変わらない︒
いては﹁国民健康保険制度
●問 今年度から本市の保 の基盤強化に関する国と地
険税の賦課方式は今までの 方の協議﹂においての議論
４方式︵所得割・資産割・ を注視していく︒
被保険者均等割・世帯平等 ●問 国民健康保険は︑年
割︶から資産割が廃止され 金生活者・失業者・非正規
その分︑所得割が０・３４ 労働者などが多くを占める
ようになっている︒医療費
が増えている状況の中︑保
険税が高くて払えない人が
増えている︒これまでも決
算時に国保会計が︑歳入不
足の場合は一般会計からの
繰入れを国は認めているが︑
本市は︑歳入不足が発生し
た場合どうするのか
●答 国民健康保険は︑特
別会計内の収支の均衡を図
りながら運営していくこと
が原則と考えている︒
国民健康保険の広域化に伴う財政運営
金田漁港

6

佐村
大
藤 富
多良
美男議員
議員
①オスプレイ機体整備に関する覚書に
①港を活かした街づくりについて
ついて
②金田西の街づくりについて
②中央公民館の存続について

市長・都市整備部長︶
教育部長・福祉部長︶

102

32

︵答弁者
︵答弁者

③金田地域交流センターについて
③公共施設の利用改善について

三
竹上
内 和
伸俊
江 議員

②
︵道
答の
弁駅
者を拠
市点
長と
・し
総た
務取
部り
長組
︶みについて

Ｎ体
Ｇ交
付の
金に
いて
①①
防Ｌ災
制
充つ実

③②
市子街
調育整
域づの
ど化
もを
む区
環境
くま
り ちづくり
に持つ
てな︵
③
続い
可能
農答
漁弁
業者
の推市
進長︶

●問 昨年度より下郡湯名 体化した後に︑どこまで支
地区において︑地区計画制 援することができるのか︑
度活用に向けた取組が開始 整理したい︒
されているが進捗は
●問 地区計画ガイドライ
●答 地区の要請に応じ地 ン策定後７年が経過してい
区計画制度の説明等させて るが︑立ち上がった地区は
いただいた︒また素案づく 皆無である︒市街化調整区
りの検討会に職員も同席さ 域から都市計画区域外への
せていただき︑方針が具体 見直しがされれば解決する
になりつつある︒今後も地 ものと考えるが︑見直しの
区計画の素案づくりが円滑 考えは
に行われるよう︑引き続き ●答 都市計画法では首都
圏整備法に基づく規制市街
支援していく︒
●問 地区計画の導入を考 地及び近郊整備地帯内にお
える集落に対し︑水道︑道 いては︑市街化区域と市街
路︑緑地等の基盤整備を支 化調整区域との区分を定め
るものとしている︒本市で
援する方法は
●答 地区計画の素案に位 は︑中郷及び鎌足地区につ
置付けようとしている道路︑ いては︑近郊整備地帯に含
公園等︑地区施設の案が具 まれている︒一方︑富来田
地区は近郊整備地帯に含ま
れていないことから都市計
画区域外への見直しは可能
だが︑地域住民自らが︑地
域の将来像を真剣に検討し︑
まちづくりに対する機運も
高まっている︒このことか
ら︑﹁無秩序な市街化の拡
大の抑制﹂と﹁集落の維持﹂
を両立させるため︑地区計
画制度の活用という手法を
用いて︑まちづくりに取り
組んでいきたい︒

7
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●問 工事の現状と今後の
スケジュールは
●答︵市長︶ 建設工事に
ついては 月末の完成を目
指しており︑まもなく１階
部分のコンクリート工事が
完了する予定︒今後は指定
管理者選定と備品整備を行
う︒指定管理者の選定は
月議会での承認︑備品整備
については 月に入札を目
指している︒
●問 開館に伴い︑現在の
金田公民館は閉館されると
のことだが︑これまでの公
民館の利用状況は︒またセ
ンターへの継承や保管され
ている文化財資料は
●答︵市長︶ 昨年度︑金
田公民館が実施した事業は
487

事業で計 回︑サークル・
団体活動については 団体
延べ 件の利用があったと
ころである︒
これらの事業の継承も含め︑
地域コミュニティの活性化
に向け︑発展させていきた
い︒文化財資料については︑
金田地域に関係する資料は
展示等で活用できるよう︑
調整を図る︒
●問 周辺環境の整備も急
務と考えるが︑金田東１号
近隣公園の整備予定は
●答︵市長︶ 日常利用は
もとより︑地域交流の場︑
災害時の一時避難場所の役
割も期待できることから︑
センター完成後︑速やかに
整備したい︒
●問 具体的な予定は
●答︵都︶ 平成 年度上
半期に詳細設計︑下半期に
着工︑平成 年度の完成を
目指す︒
●問 街開きから６年が経
過し︑未だ大型公園が使え
ないのは残念である︑工事
を分け︑供用開始を早めら
れないか
●答︵都︶ 工事が完成し
た箇所から供用開始したい
と考えている︒
22

大
近村
藤 富
忍良議議
員員

待機児童解消の為に必要な保育士の算定

市事
の文
行つ
政に
いて
①①
保本育
業化に
いつて

30

②ク
ル弁ー
船康の
致部に
︵答
者ズ健
こ誘
ども
長つ
︶ いて
︵観
答光
弁事
者業に
市つ
長い
︶て
②
●問 人口減少社会により 努めている︒
待機児童問題はいずれ解消 ●問 前から保育士の数を
に向かう︒しかし国立社会 増やすと言いながら２年間
保障・人口問題研究所の人 で６名が減少している︒そ
口推計では本市の若年人口 の結果︑預かれる園児も減
は今後 年程度減少しない︒ っている︒さらなる考えは
今後の保育需要の予測は
有るか伺いたい
●答 入園認定基準の緩和 ●答 充分な周知期間を取
等で申し込みが増え︑待機 れなかったことを反省し︑
児童が増加している︒今年 採用に向け︑準備を進める︒
度策定する﹁子ども・子育 ●問 職員採用が叶うまで
て支援事業計画﹂の次期計 の緊急的な対策として人材
画の中で将来推計を行い待 派遣会社から保育士の派遣
を受けるような対策は検討
機児童対策に活かしたい︒
●問 市立保育園は施設に されているのか
余裕があるが保育士不足に ●答 効果的な保育士の確
より定員まで預かれない状 保策が見当たらないので︑
況に有る︒解決策はどうか 導入の検討をしてまいりた
い︒
●答 任期付職員採用制度
の活用や臨時職員の確保に ●問 民間保育園は待機児
童数の抑制に貢献している
が市立保育園の施設は充分
に活用されていない︒待機
児童問題の解決のため︑保
護者の理解を得て一年でも
早い民営化を目指すべきで
はないか
●答 今年度は民営化の対
象となっている４園の事業
者選定を行う予定である︒
民営化は︑丁寧に進めるが︑
状況が整えばスケジュール
を前倒しする可能性はある︒

湯名地区

12
金田公民館

11

10

◆個人質問１８人◆
２人◆

◎６月定例会 一般質問と答弁の概要

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・公民館などで閲覧することができます。
本会議の全容を記録した会議録は、行政資料室・図書館・公民館など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6月会議録は平成30年9月初旬頃
また、インターネットによる、検索・閲覧も可能です。（平成29年6月会議録は平成29年9月初旬
から）
頃から）

田藤
佐
中

紀美
多
子男議議
員員

國中
田
吉 紀
俊子
夫 議員
①①
い一ざ
いとう
き財の
め理の
般と
財源
しと
ての
産た
の管
について
②市
環民
境の
整安
備全
づ・
く安
り心
との
美確
し保
い生活

平
篠野
崎 卓
哲義
也 議員

①木更津駅周辺の活性化について

①
小更
中津
学市
校の
の新
統し
合い
に子
つ育
いてて
②木
支援

の意見交換会を実施してい
る︒外部研修等への参加等
最新の知識を得る機会を作
っていく︒
●問 非常勤特別職がいる
との事だが︑正規職員とし
て任用の考えは
●答 現段階では︑非常勤
特別職で対応可能な事業量
である︒今後︑事業の拡充
や利用者の増加等を踏まえ︑
正規職員としての確保も視
野に入れる︒
●問 具体的な事業内容は
●答 こどもの森において
個別相談を週１日８件の相
談に対応できる体制︑また︑
集団指導は月４回実施して
いる︒新規事業として巡回
相談事業も実施している︒
●問 本市にある︑幼児言
語教室との関係はどうなる
のか
●答 幼児言語教室は︑言
葉の発達状況などが心配な
児童を対象とした支援教室
である︒子ども相談では︑
児童の成長の様子を実際に
みた専門職からアドバイス
を行っている︒利用者が多
く︑年長児を優先して対応
している幼児言語教室の補
完的な役割も果たしている︒
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民プ
総出
のイ
まち
くり
検配
証と
今後
①①
オ市ス
レ
のづ整
備の︑
備
②福
のて
現状を検証
問祉
題政
に策
つい

こどもの森

︵
弁い
者 て教︵
育答
長弁
︶者 健康こども部長︶
に答つ
③
２民
０の
２安
０心
年安
東全
京に
オつ
リいン
②市
てピック・
パラリンピックへの対応について

●問 子育て支援関係セン
ターの充実は︑専門職を市
独自で雇用できるかが重要
と考えるが︑雇用体制は
●答 きさらづネウボラに
おける専門職は常勤の保健
師︑指導主事︑保育士︒非
常勤特別職の︑母子保健コ
ーディネーター及び訪問指
導員として︑助産師︑保健
師︒発達相談員として臨床
心理士︑言語聴覚士︑作業
療法士︒総勢 名を配置し
ている︒
●問 発達相談事業を担う
スタッフの人材育成につい
ての考えは
●答 職ごとに︑定期的な
事例検討等の勉強会を実施
しているほか︑関係機関と

30

環
に
い務て
︵境
答弁
者つ総
部長
︵・
答企弁
画者
部長環
・境
消部
防長
長︶
︶
③
②安
子全
どな
も交
を通
育環
む境
環に
境つ
とい
しての教育
住共
居施
表設
示の
実Ｐ
施Ｃ
区Ｂ
域廃
の棄
表物
示の
環保
境管
のと
整処
備理
について
④
③公
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●問 地域防災計画はまだ︑ ●答︵企︶ 現在︑確認中︒
見直し中︒進捗状況は
●問 陸上自衛隊のオスプ
●答︵総︶ 県の﹁津波の レイや航空機は︑航空法に
被害想定﹂発表が遅れ︑改 基づく飛行か
正素案の段階︒今後︑意見 ●答︵企︶ 原則︑航空法
公募し︑防災会議で審議︑ の適用︒任務の特殊性等で︑
検討︑本年中に策定予定︒
自衛隊法第 条において航
●問 その計画に︑オスプ 空法の一部規定が適用除外︒
レイの事故が起きた場合の ●問 場周経路内の江川陸
上競技場は航空機の着陸態
対応を新たに加筆するのか
●答︵総︶ 特定の機種を 勢だ︒場周高度を保つのか
●答︵企︶ 適正に飛行︒
限定した計画ではない︒
●問 オスプレイもオート ●問 曖昧な点を明らかに
ローテーション機能があり︑ し︑市民の安全・安心を確
防衛省ホームページに﹁低 保する対策が難しい場合は︑
高度におけるホバリングの 防衛省が決定する前に︑暫
ような適切な前進速度と降 定配備は反対と意思表示を
下率を得ることができない 求める︒では消防団の防火
高度や速度領域がある﹂と 衣が不足︒貸与の基準は
●答︵消︶ 本市は消防団
ある︒この高度とは
各個部に︑最低６着を配備︒
●問 防火衣の更新時期は
●答︵消︶ 消防団の車両
購入と同時期︒ 年で更新︒
●問 もっと早く︒では︑
消防団用の雨がっぱは
●答︵消︶ 今後︑出来る
だけ早く全団員に配備する︒
●問 波岡中学校区だけ︑
小中学校の避難場所に洋式
トイレがない状況だが
●答︵総︶ 前向きに検討︒
陸上自衛隊の木更津駐屯地の場周高度

市画
長部
・長
福︶
祉部長・総務部長︶
︵答弁者 企
③保
男育
女行
共政
同に
参つ
画い
推て
進の現状と今後
②

22

●問 米軍オスプレイの機 確認について︑要する期間
体整備状況の最新情報は
また︑回数等の情報は
●答 防衛省に確認したと ●答 防衛省に確認したと
ころ︑﹁現在︑塗装の塗り ころ︑﹁各種装置の点検や
直し等を行っているが︑進 地上滑走︑ホバリングチェ
捗状況については︑現在確 ックが１ヶ月程度かけて行
認中であり︑得られた情報 われる予定﹂とのこと︒な
については︑適宜共有して お︑﹁その時々の状況にも
まいりたい﹂と聞いている︒ よることから︑点検等の具
●問 試験飛行の予定日・ 体的な回数は答えることが
難しい﹂とのことである︒
内容は
●答 防衛省より﹁今後︑ ●問 陸自オスプレイの木
塗装の塗り直し等の終了後︑ 更津基地への暫定配備につ
整備された機体の機能・性 いて信憑性は
能を確認した上で試験飛行 ●答 本年３月末の暫定配
が行われる予定であり︑試 備に関する一連の報道後︑
験飛行の区域は︑東京湾南 情報収集に努めているが︑
部上空及び相模湾上空を使 ﹁防衛省としては︑Ｖ︱
用する予定﹂と聞いている︒ オスプレイの一時的な措置
●問 機体の機能・性能の については︑様々な選択肢
を検討しており︑木更津市
に暫定的に配備することを
決定した事実はない﹂との
ことである︒
●問 整備と配備の違いは
●答 他の航空機を含め︑
配備の場合は︑整備に比べ
航空機の離着陸回数の増加
が考えられる︒また︑訓練
も想定されるが︑航空機の
運用はそれぞれのケースに
よって異なるものと考えて
いる︒
市の公表内容

8

本会議の様子を、インターネット（生中継、録画中継）で配信しております。ぜひご覧ください。
URL http://www.city.kisarazu.lg.jp/14,0,49.html
◆個人質問１２人◆

◎６月定例会 一般質問と答弁の概要

石
近井
藤 徳
忍亮議議
員員

石野
川 卓
哲義
久 議員
平

鈴吉
國
木

秀夫
俊
子

議員

① 都心に一番近い田舎を活かして︑木更津力
のさ
なる
化の
取制
り組
みに
につ
いて
①国
民ら健
康強保
険
度
つ
いて

ス性も良い本市の立地特性
が評価され︑外資企業がス
ポーツ関連施設の立地に向
け協議を進めている︒
●問 本市の立地特性とは
●答︵経︶ 圏央道︑館山
道など高速道路へのアクセ
ス性等を評価いただいた︒
●問 施設の規模は
●答︵経︶ 事業者からは
大規模な施設と聞いている︒
●問 立地にあたり一般的
な手続きの流れは
●答︵経︶ 事業者から事
前の相談があり︑その後事
前協議申請︑協議が整った
段階で開発許可申請となり︑
基準等に適合すれば開発許
可となる︒
●問 スポーツ関連施設事
業計画の公表は︑また︑工
期はどのくらいか
●答︵経︶ 事業者からは
大規模な案件であるため︑
様々な法定手続きが完了後︑
公表すると聞いている︒工
期についても併せて公表さ
れるものと考えている︒
●問 外資系事業者のスポ
ーツ施設の開業はいつ頃か
●答︵経︶ ２０２０年の
春頃の開業を目指したいと
伺っている︒

③道路等の整備について ④市街地における公園について

︵答
答弁
弁者
者 市
市長
長・
・市
経民
済部
部長
長︶
︶
︵
②木
津行
市政
功労
彰い
につ
②
教更
育
に表つ
ていて

●問 東京オリンピック・
パラリンピックの契機をど
う考えているか
●答︵市長︶ ２０２０年
の東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会の開催
は千葉県においても︑レス
リング・サーフィンなど８
種類が会場であり︑国内外
から多くの観光客が訪れる
ことが期待される︒観光・
スポーツ関連産業等の企業
が設備投資を促進する絶好
の機会であり︑相談対応等
立地誘導に向け取り組みた
い︒
●問 企業進出の状況は
●答︵市長︶ アクアライ
ンにより都心に近接し︑羽
田・成田両空港へのアクセ

千葉県で開催される競技

①木更津駅周辺地区の賑わい
①安
の全
創で
出住
にみ
つ良
いい
て街づくり

交差点の名称表示（イメージ）

に
つ弁い
︵答
者て市長・企画部長︶
︵行
答政
弁間
者の広
市域
長的
・な
都連
市携
整に
備向
部け
長た
︶
②
取り組みについて

33
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●問 木更津駅前広場は︑ ●答︵都︶ 駅周辺の道路
自家用車からの乗降場所が 整備の検討の中で検討する︒
少なく不便で危険である︒ ●問 市内交差点に名称表
平成 年９月市議会でも質 示が少ない︒木更津警察署
問したが︑その後調査の進 管内︵袖ケ浦市内も含み︶
捗と改善計画は
信号機設置交差点 基のう
●答︵市長︶ みなと口で ち︑交差点名称表示は市内
の昨年 月の交通量調査で︑ で か所︒東京オリンピッ
自家用車利用は４年前と比 ク・パラリンピックに向け︑
較して１．８倍で︑一般車 国際クルーズ船の来訪等観
両とバスやタクシーの混雑 光客等への外国語表示を含
を改善する必要があると認 めわかりやすく表示するこ
識している︒西口駐車場の とはおもてなしの基本交通
分無料促進や︑乗降スペ 安全上も必要︒国土交通省
ースを新規に確保する等の の施策としても平成 年
月から︑交差点標識に観光
改善計画を立てたい︒
●問 タクシープールの移 地名所を表示する等の試み︒
設等により自家用車利用の 今後の改善策は
再整備が有効と考えるがイ ●答︵市長︶ 国でもわか
りやすい道路標識の取り組
メージは
みを推進︒本市も利便性向
上の為必要と認識︒今後警
察署等と連携し設置箇所や
デザイン等を検討したい︒
●問 駅前とかアクアライ
ンコースとか︑地点を絞っ
て改善を進めるべき︒国・
県等の道路管理者にも働き
かけるべき
●答︵都︶ 重要な箇所か
ら計画的に設置を検討する︒
国道・県道についても調整
したい︒

9
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より︑両親共に喫煙は 倍
になる︒妊婦の喫煙は有害
物質が胎盤を通して直接胎
児に移行し︑乳児の場合は
母乳で移行する︒喫煙者が
母乳を与えている場合︑乳
児の受動喫煙の度合いを示
す尿中コチニン値は︑通常
の 倍〜 倍になるそうだ︒
家庭内の対策をより深く進
める事が重要と考えるが
●答︵健︶ 妊娠届提出時
などから保健指導を実施し
ている︒今後も喫煙が子ど
もに及ぼす影響の知識を行
動に移せるよう︑禁煙支援
と健康教育を強化したい︒
●問 埼玉県熊谷市では受
動喫煙健診を全小学校の４
年生の希望者に対して実施
している︒家族の喫煙状況
把握目的の 項目のアンケ
ートや︑採尿による尿中コ
チニン検査の実施で︑家族
への禁煙指導や児童の小児
科受診等へつなげている︒
児童の健康を守る為に木更
津市でも教育委員会と協力
して実施すべきと考えるが
●答︵健︶ 検査の種類や
方法を保護者に紹介する等
の周知を図り︑子どもへの
健康被害を予防したい︒
30

つ
いて ︵答弁者 企画部長︶
︵答弁者 市長・健康こども部長︶
②持続可能な都市施策について
②市道の交通安全について
③持続可能な行政運営について

●問 市内の分煙環境整備
をどう進めて行くのか
●答︵市長︶ 市民の皆様
に対し︑たばこや受動喫煙
の害について︑より一層の
知識の普及︑啓発に努め︑
受動喫煙防止対策に取り組
める環境整備に努めたい︒
●問 子どもの病気で受動
喫煙との関係が明白な疾患
で︑受動喫煙を受けない場
合との相対リスクは︑急性
肺炎・気管支炎や気管支喘
息などが２倍前後︑乳幼児
突然死症候群においては約
５倍との数字が出ている︒
乳幼児突然死症候群の危険
因子の一つに両親の喫煙に
よる受動喫煙がある︒発生
頻度は︑非喫煙者の乳幼児

千葉県の禁煙・分煙店頭表示

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・公民館など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6月会議録は平成30年9月初旬頃
から）

永 年 在 職 議 員 表 彰
６月定例会初日の６月７日に、永年在職議員に対する表
彰状と記念品の伝達式が行われました。
今回の表彰は、
『永年にわたり、地方自治の進展と市政の
振興に貢献された功績が顕著である』として全国市議会議
長会から顕彰されたもので、次の議員が表彰されました。

○全国市議会議長会
（平成30年５月30日の総会で表彰）
在職35年 佐 藤
多美男 議員
在職15年 白 坂
英 義 議員
在職15年 大 村
富 良 議員
左から、佐藤、白坂、大村議員

陳 情
陳情番号

陳情名

陳情者

審査結果

陳情第３号

種子法廃止に伴う万全の対策をもとめる
意見書採択に関する陳情書

食糧・農業と国民の健康を守る千葉県連絡会
議長 長平 弘 他１名

不採 択

陳情第４号

「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する
意見書」
採択に関する陳情書

陳情第５号

「国における平成31
（2019）
年度教育予算
拡充に関する意見書」
採択に関する陳情書

陳情第６号

「上総高校と君津高校の『統合』による上総高校普通科の『廃止』等
は、当面凍結し、当該地域と旧君津郡市の声を汲み尽くしてから」
という意見書を千葉県に提出していただくための陳情書

陳情第７号

国に対する地方消費者行政の財政支援を
求める意見書提出に関する陳情書

採択

子どもたちの豊かな育ちと学びを
支援する教育関係団体千葉県連絡会
会長 齊藤 晟

小幡

勉

採択
不採 択

千葉県弁護士会
会長 拝師 徳彦

採択

発議案
発議案第６号

基地対策関係施策に関する要望書について

発議案第７号
発議案第８号

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について
国における平成３１年度教育予算拡充に関する意見書について

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、賛成者多数をもって可決
されました。※詳細については12頁に掲載してあります。

陳情第４号及び第５号で採択された意見書について、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９号 地方消費者行政に対する財政支援（交付金等）の継続・拡充を求める
意見書について

陳情第７号で採択された意見書について、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。

2018年（平成30年）8月1日（水）
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議案の審議

６月定例会では、市長提案の議案13件、陳情5件、議員提案の発議
案4件が審議されました。主な内容を紹介します。

議案の審議
議案第52号 附属機関設置条例の一部を改正す
る条例の制定

民営化する木更津市立保育園の事業者を選定する
ために調査、審議する委員会を新たに設置するため、
関係条文の整備をしようとするものです。

議案第55号 木更津市国民健康保険税条例の一
部を改正する条例の制定

国民健康保険税の所得割額の税率の変更及び資産
割額の廃止並びに持続可能な医療保険制度を構築す
るための国民健康保険法等の一部を改正する法律等
の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするもの
です。

民営化対象保育園及びスケジュール

議案第58号
例の制定

木更津市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

議案第59号
制定

木更津市精神障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等一部を改正する法律の施行に伴
い、関係条文の整備をしようとするものです。

精神障害者に対する医療費の助成に係る対象者を変更するため、関係条文の整備をしようと
するものです。

６月定例会の日程
日

程

議

事

の

内

容

次回定例会は、
８月下旬から開催予定ですが、
正式には８月２２日
（水）
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（電話２３‑７１８５）へお問い合せください。

６月７日(木) 本会議（諸報告／議案等上程）
１２日(火) 本会議（一般質問）
１３日(水) 本会議（一般質問）
１４日(木) 本会議（一般質問）
１５日(金)

本会議（一般質問／議案大綱質疑／
議案等付託）

１９日(火) 総務常任委員会
２０日(水) 教育民生常任委員会
２１日(木) 建設経済常任委員会
２７日(水)
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本会議（諸報告／追加議案上程／
議案等審議／発議案上程・審議）

●声の議会だよりについて
視覚障害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」をお聴きいただけ
ます。

●会議録の検索・閲覧について
平成30年6月定例会の会議録は、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。
（平成30年6月会議録【HP版】は平成30年9月初旬公開予定です。）

●本会議のインターネット中継について
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
6月定例会の傍聴者は145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）8月1日（水）

Ｔｏｐ
ｉ
ｃｓ
基地対策関係施策に関する要望書について
陸上・海上・航空の３自衛隊基地を抱える木更津市において、各種交付金の所要額の確
保と、江川総合運動場の早期整備を求めるとともに、永年の課題である騒音対策や基地に
よる地域活性化を要望し、さらには昨年２月１日より開始されている米海兵隊オスプレイ
の定期機体整備に関する対応として、７月９日に北関東防衛局へ基地対策関係施策に関す
る要望書を提出しました。
◎要望項目
１．基地に関する市民の安全・安心を確保し市民に情報を
提供すること
２．基地周辺対策経費の所要額を確保し江川総合運動場の
早期整備をすること
３．騒音対策等の充実強化を進めること
４．地域との共生に努め防災や産業活性化に寄与すること
左から、斉藤議長、吉田北関東防衛局長

※要望書の全文は市議会ホームページよりご覧ください

木更津市議会 発議案

検索



委員会の所管事項調査
教育民生常任委員会では、所管事項である以下の項目について現地調査を実施しました。
○平成３０年５月８日（火）
■小中学校におけるＰＣＢ廃棄物の保管状況について
・木更津第二・第三中学校の現地調査
基地対策特別委員会と合同で実施しました。
○平成３０年６月７日（木）
■江川総合運動場拡張整備事業の進捗状況について
・江川総合運動場の現地調査

木更津第二中学校での視察の様子

編集後記
７月上旬、中国、四国地方を中心に襲った記録的な豪雨で亡くなった皆様のご冥福をお祈りしますとと
もに、いまだ行方不明となっている方の一日も早い安否確認を願い、避難所での生活を余儀なくされてい
る皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皮肉にも同時期、筆者は千葉県災害対策コーディネーター養成講座を受講していました。講習では被災
後、避難所をいかに早く立ち上げ、また、集まってくださる災害ボランティアをいかにスムーズに適所に
充てていくか。その具体的な運営方法を学んでいました。行政は被災規模をできる限り小さくする施策を
進め、議会がそれを承認し、住民は互助の精神で乗り切るための地域づくりの大切さを感じました。

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）8月1日（水）

◎委員長 ○副委員長
石井徳亮
竹内伸江
座親政彦

田中紀子

鈴木秀子
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