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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
きませんか。

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
「不二三十六景 上総 木更津 海上」
場所：富士見１－２－１

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
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平成３０年度当初予算
平成３０年度一般会計予算額 ４３２億６,０００万円（対前年度比１.１％減）
予算審査特別委員会

予算審査特別委員会委員

予算審査特別委員会では、本会議で付託された新年度予算に関
する７議案について、３月５日から７日までの３日間にわたり審
査しました。
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607点に及ぶ質疑を行い、執行部の説明を求めるとともに、事務
事業に関する改善など、57件にわたる意見・要望が出されました。

平成30年度予算は、市長選挙が執行予定であったことに伴い、
骨格予算として編成されたものです。
本市を取り巻く状況は、子育て・教育環境の充実や交通
利便性の向上に向けた取り組み、住環境の整備等を進める
中で、着実に人口が増加していることから、まちの活力が
向上し、市税収入も増加していますが、人口増加に比例し、
子育て支援・介護・教育など、行政需要も増加の一途をたど
っています。そのような中で、歳入においては、市税全体で
は前年度と比較して３億4,659万円の増収を見込んでいる
ほか、国庫支出金は５億5,444万円の増、財産収入は約５億

予算審査特別委員会の様子

663万円の減、財政調整基金等からの繰入金は６億3,483万円の減となっています。
一方で、歳出については、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を実施するための子育て世代
包括支援センター事業、耐震性能が不足している中央公民館の仮移転事業、消防本部庁舎整備事業など、市
民の安心・安全施策を確実に実施するよう予算措置をされており、骨格予算と言いながら、市民生活に支障
をきたすことのないよう、きめ細かい予算編成となっています。また、特別会計予算及び水道事業会計予算
についても、財源の効率的かつ適正な配分により、市民生活の充実と福祉向上に必要な各種施策を盛り込
んだ予算が計上されており、７議案とも原案を可と認めました。

本会議
予算審査特別委員会の審査報告を受け、３月13日の本会議で審議した結果、一般会計予算、特別会計及び
水道事業会計予算について、原案を可と認めました。
会 計 名
一

般

会

計

予算審査特別委員会の審査日程

比 較

30年度
当初

29年度
当初

増減額

432億6,000万円

437億2,000万円

△4億6,000万円

増減率（％）

日 程

審 査 区 分
一般会計歳入歳出総体的事項

△1.1

３月５日（月） 一般会計歳入（市税～市債）

特

別

会

計

364億8,957万円

395億1,375万円

△30億2,418万円

△7.7

国民健康保険会計

134億1,950万円

164億8,160万円

△30億6,210万円

△18.6

一般会計歳出（議会費、総務費）
一般会計歳出

内

（民生費、
衛生費、
労働費、
農林水産業費、
商工費）

後期高齢者医療会計

14億5,670万円

13億1,150万円

1億4,520万円

11.1

介 護 保 険 会 計

94億9,370万円

95億5,500万円

△6,130万円

△0.6

公設地方卸売市場会計

7,180万円

7,740万円

△560万円

△7.2

公共下水道事業会計

66億3,310万円

67億260万円

△6,950万円

△1.0

国民健康保険特別会計
３月６日（火） 後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

訳

公設地方卸売市場特別会計
一般会計歳出
（土木費、災害復旧費、消防費、教育費、公債費、予備費）

合

水 道 事 業 会 計

54億1,477万円

53億8,565万円

2,912万円

0.5

計

797億4,957万円

832億3,375万円

△34億8,418万円

△4.2

2018年（平成30年）5月1日（火）

３月７日（水）

水道事業会計
公共下水道事業特別会計
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平成２３年度主要事業
平成３０年度主要事業
●会議録作成支援システム導入事業費

661万円

庁内で開催される会議の会議録の作成にかかるシステムを導入し、業務
の効率化を図ります。

●市民会館市外利用等補助金

270万円

耐震性能不足により利用を停止している市民会館大ホールの代替施設と
して近隣市の施設を利用した場合に、利用料の一部を助成します。
ＪＲ巌根駅

●JR巌根駅整備事業費

1,325万円

駅のバリアフリー化に向け、測量・基本設計・地質調査を実施します。

●みなとの賑わい創出事業費

4,000万円

大型外航クルーズ船の誘致や内港部都市公園等への企業進出計画策定
業務を実施します。

●（仮称）金田地域交流センター整備事業費

２億9,573万円

平成31年のオープンに向け、引き続き、建設工事などを実施します。

●江川総合運動場拡張整備事業費

４億8,252万円

平成31年６月の供用開始に向け、陸上競技場整備工事を実施します。

整備中の江川総合運動場

●子育て世代包括支援センター事業費

622万円

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を実施するため、平成
30年４月から稼動する子育て世代包括支援センター事業を実施します。

●アサリ増産体制促進事業費

919万円

アサリの安定した漁獲を維持するため、漁業協同組合が実施するアサ
リ稚貝の放流事業に対し補助を実施します。

子育て世代包括支援センター
（左：福祉会館３階 右：朝日庁舎子育て支援課窓口）

●消防本部庁舎整備事業費

●空家バンク事業費

2,000万円

空家バンクに登録された空家のリフォームに対し助成することにより
空家の利活用の促進や、移住・定住、地域の活性化を促進します。

15億550万円

防災拠点の拡充整備を図るため、平成31年度早期の供用開始を目
途に、引き続き、建設工事などを実施します。

●小中学校統合関係事業費

420万円

中郷中学校と清川中学校、富岡小学校と馬来田小学校の円滑な統合を
推進します。

●中央公民館仮移転事業費

5,123万円

平成30年７月を目途に、耐震性能が不足している中央公民館をス
パークルシティ木更津に仮移転することにより、利用者の安全確保
を図ります。
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中央公民館

2018年（平成30年）5月1日（火）

３月定例会では、13 人の議員が市政に対する一般質問（代表４人、個人質問９人）を行い、
大綱 36 点・217 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。

近藤

忍 議員
市長︶

一新︵あらた ︶の会代表
①平成 年度の予算について

︵答弁者

國吉

企画部長︶

俊夫

議員

発から終発までの全便を対
象に︑上総清川駅で降車し
た人が駅の南北どちらに向
かったか人数を調査したと
聞いている︒
●問 調査期間は降雪など
天候が悪く︑地元住民の熱
意あふれる調査結果である︒
この結果をＪＲへ伝え︑市
でも精査すべきと考えるが︑
市の見解は
●答 利用者が減少傾向で
あり︑ＪＲによる施設整備
予定がない中︑市では地下
通路などの検討をしてきた
が︑多額の経費がかかるこ
とから課題があると認識し
ている︒
●問 南側のフェンスを通
路幅分だけ開口し︑人が通
れるようにできないか
●答 調査結果では駅の南
側からの利用者が約８割で
あり︑利便性向上につなが
ると考えるが︑こうした利
用形態についてＪＲに確認
したところ︑現時点では事
故防止の観点から新たに人
の通れるような通路の整備
はできないとのことであり︑
引き続き駅利用者の安全性
確保をＪＲに働きかけてい
きたい︒

③市民の健康推進と君津中央病
院について
④街なか商店会の活性化について
⑤教育現場の働き方改革について
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②住みやすい地域づくりの
方向性について
●問 上総清川駅は住宅地
の成熟とともに︑乗降客の
住まいが南側へとシフトし
ている︒乗降客の導線を見
ると国道 号の車両の通行
が多く︑歩道がなく危険で
あり︑安全と便利さで線路
内を歩いている人が見受け
られる︒
このような住宅環境変化
に伴う︑ＪＲ久留里線の利
用住民の意見を市は聞いて
いるのか
●答 上総清川駅を管轄す
る木更津駅及び久留里駅に
適宜尋ねているが︑特にＪ
Ｒからは示されていない︒
しかしながら︑いまだに一
部の利用者が線路上を歩い
たり︑線路を横断したりし

28

ているとのことである︒
●問 久留里線上総清川駅
の利用者の中には身体が不
自由な方がいると聞いてい
るが︑把握しているか
●答
年以上前から週２︑
３回の頻度で︑盲導犬を連
れた人がいると聞いている︒
●問 利便性を考えた施策
を検討したのか
●答 これまでも市議会等
で上総清川駅の現状につい
て取り上げられ︑市として
も︑駅の利便性向上に向け
た様々な方策を検討しつつ︑
利用者の安全面に考慮した
取り組みをＪＲに対し働き
かけてきた︒１月下旬に地
元の人が主体となり︑上総
清川駅の利用状況等を調査
したと聞いているので︑今
後︑調査結果を踏まえたＪ
Ｒに対する地域からの要望
事項があれば︑安全性の確
保を前提としつつ︑上総清
川駅を管轄する木更津駅及
び久留里駅に対し︑市から
も地域の声を届けたいと考
えている︒
●問 利用状況調査の内容
は把握しているか
●答 平成 年１月 日か
ら 日まで︑久留里線の始

30

︵答弁者

の可能性について研究し︑
他の管制方法も関係官庁な
どと協議したい︒
●問 津波避難所としての
築山の整備や国の基幹的防
災拠点の誘致という防災関
連施設の整備はどうか
●答 海岸線を有する本市
では築山の整備の必要性は
否定できないので引き続き
検討したい︒基幹的広域防
災拠点は県知事へ誘致に関
する要望書を提出し︑その
後も千葉県市長会を通じて
国へ要望した︒現時点で国
の動きは見られないが︑動
向を注視したい︒
●問 屋根付き多目的広場
の整備はどうか
●答 木更津港周辺公園の
再整備等について民間を活
用した開発の方向性を調査︑
検討中であり︑その結果も
踏まえながら広場整備の検
討を進めていきたい︒
●問 学生の駅前自習施設
はどうか
●答 スパークルシティ木
更津への中央公民館仮移転
にあわせ同じフロアへ学生
や若者の居場所づくりとな
る駅前自習スペースを整備
していきたい︒

10

30
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羅針盤代表

上海でのトップセールス

①これまでの政策について

担︑各観光地の大型バス収
容台数など︑交渉内容がよ
り具体的なものになってき
ている︒
●問 前回の選挙における
公約に添う形で４年間の市
政は行われてきたが︑いく
つかの項目は実現できてい
ない︒例えば︑自衛隊滑走
路の官民共同利用化を働き
かけることが提唱されてお
り︑ビジネスジェットの誘
導は本市のポテンシャルを
高める良い提案と思うが︑
実施に向けて何が障害とな
ったのか
●答 ビジネスジェットの
首都圏への運航ニーズは高
く︑羽田空港への乗り入れ
希望に対応できていない︒
都心へのアクセス性に優れ
る木更津飛行場を活用する
ことで︑宿泊需要の喚起や
給油︑整備関連の企業誘致
に伴う雇用創出など経済波
及効果につなげたいと考え
ている︒国土交通省に航空
行政の観点から見解を伺っ
たところ︑羽田空港への影
響なしに︑計器飛行方式で
は木更津飛行場へ離着陸す
ることは困難との指摘があ
った︒引き続き︑共同利用

上総清川駅の乗降客

②これからの政策について

●問 外航クルーズ船の誘
致のため市長自らが上海の
船会社にトップセールスを
展開するなど積極的な活動
をしているが︑現在の状況
と誘致活動の効果は
●答 受入体制の状況は︑
大型船に対応した港湾の整
備が平成 年９月までに完
了する予定であり︑安全対
策も﹁船舶航行安全検討委
員会﹂で運用基準等が策定
された︒誘致については上
海の船会社を３回ほど訪問
し︑複数の船会社を木更津
に招き︑港湾整備の状況や
周辺観光施設を視察しても
らった︒その結果︑タグボ
ートに係る経費や商業施設
へのシャトルバス費用の負
30

4

自由民主クラブ代表

三上

①ＬＮＧ交付金制度の創設に向けて

和俊

議員
公明党代表

住ノ江

①市長のトップセールス
について ︵答弁者 市長︶
②防災対策について

雄次

議員

③教育行政について

④特定空家問題について

⑤自立支援制度について

11

市長︶

●答 農業分野では︑毎年
行われているＡＬＧＯＡサ
ミットを通じ︑オーガニッ
ク農業に関する意見交換を
行っており︑第３回ＡＬＧ
ＯＡサミットに初参加した
いすみ市とも連携を図りな
がら交流を行っている︒
また︑教育分野では︑平
成 年 月にインドネシア
共和国のボゴール第一中学
校と畑沢中学校をインター
ネット中継でつなぎ︑中学
生同士の英語による交流事
業を実施した︒
介護分野では︑インドネ
シアやフィリピンなどの外
国人介護人材を受け入れる
ため︑市内の介護施設関係
者等をメンバーとした﹁外
国人介護人材対策協議会﹂
を設置し︑官民一体となっ
て推進している︒
今後も各国の特性を活か
し︑子供たちの交流を通じ
たグローバル人材の育成や
外国人観光客の誘致︑企業
の海外進出の後押しや不足
している介護人材の確保な
ど︑行政だけでなく民間レ
ベルでのさまざまな交流を
通じ︑友好な関係を築いて
いきたいと考えている︒

5
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75

●問 海外都市との友好協
定等について締結までの経
緯と目的は
●答 平成 年度より︑ア
ジア地域の４都市と友好協
定等を締結し︑さまざまな
交流を行っている︒
け さん
はじめに︑韓国の槐山郡
け さん
とは︑平成 年９月に槐山
郡で開催された第１回ＡＬ
ＧＯＡサミットに︑本市が
日本の自治体の中で初めて
参加したことを契機に︑自
然との共生や有機農業への
取組意欲が高い町であるこ
とから︑農業振興の観点で
の本市﹁オーガニックなま
ちづくり﹂の参考にしたい
と考え︑平成 年９月に友
好協定を締結した︒

インドネシア共和国のボ
ゴール市とは︑インドネシ
アの環境・林業大臣による
本市のブルーベリー園等の
視察がきっかけとなり︑農
業や観光振興︑介護人材の
確保などの推進を目指し︑
平成 年 月に友好協定を
締結している︒
フィリピン共和国のビス
リグ市とは︑平成 年９月
に開催された第２回ＡＬＧ
ＯＡサミットに参加した際︑
ビスリグ市長と親交を深め︑
その後︑平成 年３月にビ
スリグ市長をはじめ︑市議
会議員が本市を訪問した際
に︑子供たちの英語力向上
やグローバル人材育成に寄
与する交流を進めようと︑
覚書を締結している︒
みゃ おり
台湾の苗栗市とは︑木更
みゃ おり
津工業高等専門学校と苗栗
れん ごう
市にある国立聯合大学が国
際交流協定を締結し︑留学
などの学生交流がきっかけ
となり︑教育や観光の振興
を図る目的で平成 年 月
３日の市制施行 周年記念
式典で︑友好協定を締結し
たところである︒
●問 現状と今後の取り組
みは

11

︵答弁者

内港部の土地活用

③道の駅木更津﹁うまくたの里﹂について

有効と考えている︒
●問 都市公園等に民間企
業が進出するにあたっての
問題点は
●答 進出の意向が示され
てから着手するまでの間に︑
都市公園条例の改正手続き
や官民の負担区分の明確化
など︑多くの課題を整理す
る必要がある︒
また︑必要に応じて︑公
園内にある既存の構造物の
撤去等の方法も︑より良い
手法の検討が必要と考えて
おり︑スピード感をもって
対応していきたい︒
●問 マーケティング調査
及び民間企業の 進出意向調
査結果を踏まえた進出の可
能性は
●答 民間企業に対する進
出意向調査では︑敷地を全
体的に開発する開発業者と
しての進出意向企業が３社︑
単独展開としての出店意向
が５社あったほか︑全体像
が見えれば前向きに検討す
るとした企業が７社あり︑
進出の意欲の高さがうかが
えるところである︒今後︑
事業計画を構築し︑公共用
地への企業の進出に向けて︑
事業を推進していきたい︒

28

②みなと口活性化について

500

●問 地方創生推進交付金 ケジュールの検討を実施し
を活用した︑みなとまち木 ている︒
更津プロジェクト推進協議
これまでの検討結果では︑
会の中で︑内港部都市公園 木更津港内港部に南北に面
等への民間活力の導入につ した県道の交通量は１日あ
いて様々な検討がされてい たり約２万１千 台︑アク
ると聞いている︒
アラインの交通量が１日平
みなと口活性化を図るた 均で約４万台であることか
めの内港周辺地区マーケテ らみても︑片側１車線の道
ィング調査等ではどのよう 路としては︑非常に交通量
な検討がされたのか
の多い道路との評価であり︑
●答 全国のいくつかの都 また︑民間企業に対する公
市公園で実践されている公 共用地への進出意向調査で
共用地への民間活力の導入 も︑集客施設を出店するに
例を参考に︑本市において あたって︑交通量などポテ
も木更津駅みなと口の貴重 ンシャルの高さとともに︑
な地域資源である︑内港部 港に面し眺望の素晴らしい
の都市公園などに集客力の 都市公園の立地の良さも︑
ある民間事業者を呼び込み︑ 改めて高い評価を得ている
中心市街地の活性化につな ところである︒
このようなことから︑民
げるため︑マーケティング
調査や企業に対する進出意 間事業者を誘致する事業の
向調査︑事業計画や事業ス 計画としては︑﹁民設民営
方式﹂など︑公
募により開発業
者を選定し︑開
発業者が魅力あ
るカフェ・レス
トラン等テナン
トを募集し︑安
定的な運営を確
保するプランが
本市においては

ビスリグ市長の本市訪問

28

27

28

◆代表質問 ４人◆

◎３月定例会 一般質問と答弁の概要

29

12

３月定例会では、13 人の議員が市政に対する一般質問（代表４人、個人質問９人）を行い、
大綱 36 点・217 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。

鈴木

秀子

議員

30

竹内 伸江 議員

①医療・福祉行政の充実に

86

人の待機児童は減少する
が︑約 人が入所できない
状況である︒
●問 待機児童解消に向け
た対策は
●答 民間保育園の増設を
働きかけていき︑市立保育
園の臨時保育士も継続して
募集し︑待機児童解消に取
り組んでいきたい︒
●問 保育士不足により保
育所の定員割れが生じてい
るが︑保育士の確保に向け
た取り組みは
●答 募集は職員定員管理
計画に基づくもので︑長期
的な視点による判断が必要
と考えている︒定員割れの
対策は︑臨時保育士の雇用
で対応する︒
●問 市独自での保育士の
待遇改善による保育士の確
保を進め︑早急な待機児童
の解消が必要と考える︒
市内にある清和大学短期
大学部の保育課程の卒業生
を就職につなげられないか
●答 清和大学短期大学部
の学生の保育実習生の受け
入れを実施している︒また︑
職員試験の採用者もいるこ
とから︑大学との連携は継
続していきたい︒

ついて ︵答弁者 福祉部長︶
②歴史と文化のまち木更津市を築く
ために

●問 平成 年１月末現在
で待機児童が 人と聞いて
いるが︑今後の見込み数は
●答 育児と仕事との両立
が必要な家庭が一般的とな
り︑祖父母世代も就労を続
けているため︑保育施設で
の育児を希望する世帯が多
くなっている︒
このような希望に対応する
ため︑この４年間で４施設
を開設し︑定員数が 人増
加しているが︑平成 年度
末には待機児童が 人を超
える状況である︒
●問 平成 年度に 人定
員の保育園が中郷に開設す
るが︑待機児童は解消され
るのか
●答 ０歳から２歳までの

祇園保育園
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300

90

30

303

30

議員

おくすり整理バッグ

紀子

28

田中

駅西口立体駐車場隣の市民活動支援センター

①健康施策の推進について

11

①指定管理者制度の検証

30

︵答弁者 市民部長・福祉部長︶
②東京２０２０オリンピック・パラリン
ピックへの取り組みについて

500

20

27

18

●問 君津木更津薬剤師会 待できる︒市主催の各種研
薬業会が平成 年４月から 修会で説明の場の提供や︑
おくすり整理バッグを配布 資料配布等により介護関連
し︑残薬解消に取り組んで 事業者や市民に対しても周
いると聞いているが︑周知 知に努め働きかけていく︒
●問 残薬問題の解消によ
などの方法は
●答︵福︶ 高齢者の健康 りどのくらいの医療費の適
を維持する上でも高い効果 正化が図れるのか
が見込めることから︑平成 ●答︵市︶ 平成 年の東
年 月に同薬業会が開催 京薬科大学の研究によると
した地域包括ケアの中の薬 年間６千 億円の効果があ
局機能の研修会に市も協力 るとしている︒
し︑介護職員への周知を行 ●問 健幸マイレージの参
っており︑今後も協力する︒ 加対象年齢を 歳から 歳
●問 かかりつけ薬局の利 に引き下げ︑より若い世代
の参加者や健康を意識した
点と周知の考えは
●答︵福︶ 残薬管理や服 取り組みとしたらどうか
薬指導により薬の重複︑飲 ●答︵市︶ 指摘の通り検
み合わせによる健康被害の 討する︒
防止や介護予防の効果が期 ●問 いきいき館の巡回送
迎バスのコース見直しにつ
いての考えは
●答︵市︶ 利用者の少な
いコースもあることから︑
指定管理者と検討する︒
●問 スムーズな小学校生
活を送るために早い時期か
らの５歳児への発達相談導
入の考えは
●答︵福︶ 子育て世代包
括支援センターの発達相談
事業の保育園等巡回相談で
対応する︒
29

②木更津市が考える市民活動

30

を問う ︵答弁者 市民部長・教育部長︶
③公共施設における農薬・殺虫剤の
使用状況
30

●問 今後 年間で︑公民 料・免除の基準はあるか
館は８地区を基本に︑統合 ●答︵教︶ 平成 年４月
を進める計画とのことだが︑ １日の申請受付分から︑審
公共施設の利用が有料化さ 査基準を定め︑判断する︒
れる中で︑市民活動支援セ ●問 子ども食堂や社会福
ンターは︑登録団体に対し 祉協議会の傘下の高齢者サ
減額・免除であるが理由は
ロンは免除の対象であるか
●答︵市︶ 社会のために ●答︵教︶ 対象である︒
自発的︑自主的に行う︑社 ●問 公民館が駅前庁舎に
会的な課題解決に向けた公 移転後︑駐車場はどこか
益的な活動に取り組んでい ●答︵教︶ 現在の駐車場
る団体の支援を目的にセン を利用する︒
ターを設置︒平成 年１月 ●問 ２０１９年に解体︑
末現在 団体登録︒行政の 跡地活用は２０２０年半ば
手の届きづらい課題等を解 の計画︑その間は駐車場が
決し︑協働の推進という観 利用不可となる︒一方︑市
点からも︑打ち合わせ等で は大和一丁目の駐車場跡地
使用する会議室の利用料金 の再利用に︑民間事業者の
意見を聞く調査をしている︒
は無料である︒
●問 公民館の使用料の有 市民からみて︑ちぐはぐな
市政運営︒解体中︑ここを
一時的に駐車場として利用
する等︑市民の利便性を全
庁的に考えることも必要で
はないか︒さて︑中央公民
館を利用の市民活動団体に︑
市民活動支援センターの利
用の呼びかけの検討は
●答︵教︶ ＰＲする︒
●問 市民活動支援センタ
ーでの呼びかけの検討は
●答︵市︶ 施設内覧会の
実施を検討中︒
76

6

石井

徳亮

議員

大村 富良 議員

渡辺

厚子

議員

市長・都市整備部長︶

31

①観光行政について

木更津ロケーションサービス

10

30

るツールや制度の構築も必
要ではないか
●答︵市長︶ スマートデ
バイスを所有していない高
齢者やお子さんに対しても︑
利用可能な行政ポイントに
ついて︑制度の構築を行う
中で検討していく︒
●問 住宅ストックとして
の空き家の活用について︑
本市の﹁空家バンク制度﹂
の今後の取り組みは
●答︵市長︶ 固定資産税
の納税通知書にチラシを同
封し︑より一層空家バンク
の周知を図っていく︒
●問 ﹁空家リフォーム助
成制度﹂の具体的なスケジ
ュールや募集件数は
●答︵都︶ 平成 年５月
から開始し︑ 件の募集を
予定している︒
●問 ﹁住宅セーフティネ
ット制度﹂の活用について︑
庁内での情報共有は
●答︵都︶ 住生活基本計
画の策定にあたり︑庁内関
係課で組織した 検討委員会
で住宅施策に関連する情報
交換を行ってきた︒
居住支援ニーズの把握など︑
引き続き庁内検討委員会の
活用を図っていきたい︒

①本市の魅力アップのために
﹁活用﹂を拡げたい施策に
ついて

空家バンク制度イメージ図

︵答弁者

●問 これまでも市民力が
反映される地域ポイント制
度の活用を訴えてきたが︑
平成 年１月に︵仮称︶ア
クアコインの導入が発表さ
れた︒
ボランティア活動や防災・
健康増進等の市民活動に対
する行政ポイントは今後ど
のように進めていくか
●答︵市長︶ 平成 年度
以降の導入に向け︑対象事
業やポイントの付加方法な
どの仕組みについて︑ポイ
ントの利用者となる市民等
の意見を聞きながら庁内で
協議・検討を行っていく︒
●問 スマートデバイスを
利用しない人はまだまだ沢
山いる︒全世代で利用でき
30

︵答弁者 市長︶
②市民活動支援センターについて

28

30

●問 映像制作活動の誘致・ られて助かる﹂などの高評
支援を行う木更津ロケーシ 価を得ている︒
ョンサービスの状況は
また︑特にクレームのよ
●答 映画︑市内でのドラ うなものもなく︑撮影件数
マなどの撮影件数は︑平成 が右肩上がりに推移してい
年の 件から増加を続け︑ る状況から︑制作会社から
平成 年は 件となってい は高い評価をいただいてい
る︒平成 年の県内の撮影 るものと認識している︒
実績によると︑本市が最も ●問 誘致等による本市へ
多くメディアに取り上げら の経済効果は
れている︒
●答 直接的な経済効果は︑
●問 木更津ロケーション 関係者滞在中の弁当代︑宿
サービスに対する制作会社 泊費︑ガソリン代などの合
計で平成 年は約１千 万
からの評価は
●答 撮影立会い時の担当 円となっている︒ 間接的な
者からの聞き取り調査等に 経済効果は︑本市の名所や
よると︑そのほとんどが﹁都 商業施設などが映像に写り
心からの良好なアクセスや こむことで︑大きな宣伝効
安価に撮影ができる﹂︑﹁エ 果があると考える︒
キストラの確保に協力が得 ●問 今後の取り組みは
●答 引き続き本市のＰＲ
につながる︑情報発信して
ほしいスポットを優先的に
紹介するとともに︑本市の
観光資源の情報を広く︑多
くの人に知ってもらうため
に︑出演者や制作に関わっ
た企業︑団体などを表示す
る﹁番組クレジット﹂に本
市の名称を出したり︑観光
協会のホームページなどと
連携してＰＲできるよう働
きかけていきたい︒
24

①公共施設再配置計画に

鎌足小学校給食室

ついて ︵答弁者 市長・教育部長︶
②有害鳥獣について
③水の安全について
●問 学校給食の合理化等
を検討する時は︑子どもた
ちに役立つのか︑教育的効
果を損ねないか等の視点が
必要と考える︒学校給食セ
ンターを検討の際に︑逆に
センター方式から自校方式
に変更した自治体の事例が
散見される︒米飯給食を外
部委託から自校方式へ変更
し︑全て家庭用電気釜で炊
飯した結果︑持ち運びに便
利︑家庭的︑暖かくておい
しいと喜ばれ︑給食費のコ
ストも下がり︑値下げが出
来た自治体や︑市町村合併
の際に自校方式への移行を
進め︑調理場の設置時に︑
給食室をガラス張りにして
様子がわかるように建設し
た自治体などがある︒
第二給食センターの整備
で︑現在鎌足小中学校で行
っている循環型給食の継続
の考えと︑自校方式を一部
存続させる考えはないのか
●答︵市長︶ 現在進めて
いる地元産野菜等を給食食
材に使用し︑食べ残しを肥
料化し地元農家へ還元する
循環の取り組みは今後も継
続し︑他の学校への拡充も
検討している︒センター方
式との共存は重要な課題な
ので︑具体に向けた検討の
中で協議し︑柔軟に対応し
たい︒
●問 全国的にも木更津市
でも高齢化率が高い︒現在
高齢者の方の食事を手助け
する宅食サービスが行われ
ている︒高齢者の調理の負
担軽減だけでなく︑生活の
励みにもなると考えるが︑
学校へ来てもらい︑給食を
提供することは可能か
●答︵教︶ 高齢者への給
食提供は︑学校への立ち入
り等に伴う防犯対策︑衛生
対策︑人的対策など課題は
多いが︑施設の複合化を検
討する場合には︑関係機関
等と協議したい︒

7
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◆個人質問９人◆

◎３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３月会議録は平成30年６月初旬
頃から）

政彦

議員

永原 利浩 議員
①公的機関の複合化について

②横断歩道付近でのルールに
ついて ︵答弁者 市民部長・

佐藤

多美男

①市長の政治姿勢について

議員

②オスプレイの定期整備に

平成29年12月27日の市の公表内容

第142号

2018年（平成30年）5月1日（火）

ついて ︵答弁者 企画部長︶
③中央公民館の移転問題

●問 陸上自衛隊木更津駐 よるが︑来年度に実施され
屯地内で行われているオス る見込みとのことであり︑
プレイの定期機体整備が当 試験飛行の際には︑防衛省
初の予定より遅れているが︑ から事前に情報が提供され
進捗状況及び今後の予定は
ることになっている︒
●答 防衛省へ確認したと ●問 試験飛行の内容は
ころ︑平成 年 月 日に ●答 １週間程度かけて整
市が公表した内容から特に 備された機体の機能・性能
変更はなく︑現在︑機体の を確認するため︑飛行前の
分解・点検を経て︑所要の 各種装置等の点検のほか︑
部品交換や修理が実施され 地上滑走やホバリングチェ
ており︑今後︑機体の組立 ック︑飛行点検が行われる
てや塗装の塗り直しを行っ 予定と聞いている︒
た上で試験飛行が行われる ●問 事故が発生した場合
の対応をどう考えているか
予定と聞いている︒
●問 試験飛行は平成 年 ●答 試験飛行にあたって
４月以降とのことだが︑事 安全性の確保は大前提であ
るが︑万が一事故が発生し
前通知はされるのか
●答 防衛省によると︑試 た場合には︑日本国内にお
験飛行は今後の作業状況に ける合衆国軍隊の使用する
施設・区域外での合衆国軍
用航空機事故に関するガイ
ドライン等に基づき行われ
るとともに︑得られた情報
は速やかに提供していきた
いと聞いている︒
●問 事故対応マニュアル
を作成する考えは
●答 市の地域防災計画の
中に航空機事故災害対策の
規定が整備されており︑市
民の安全安心の確保に向け
対応していきたい︒

12

座親

23

教育部長・都市整備部長︶
③ちばアクアラインマラソン２０１８について

●問 内閣府発表のデータ
及び木更津警察署管内の道
路交通事故の分析状況は
●答︵市︶ 全国的に道路
交通事故の発生件数及び死
者数は減少しているが︑自
動車乗車中の死者数の減少
と比較し︑歩行中の死者数
の減少は緩やかである︒状
態別交通事故の死者数は歩
行中に死亡する割合が最も
高く︑約３割を占める︒市
としても今まで以上に歩行
者の安全確保が必要だと考
える︒
●問 横断歩道付近にいる
歩行者保護は︑道路交通法
ではどう書かれていたか
●答︵教︶ 渡るか渡らな
いかの否に関わらず︑横断
歩道周辺に人がいる時は徐
行︒すなわちすぐに停止で
きる準備をせよとされてい

79

30

る︒また明らかに横断歩道
を渡ろうとしている歩行者
がいれば︑車は停車し安全
に渡りきるまで車を動かし
てはならないとされている︒
●問 木更津警察署管内で︑
信号機設置の要望がいくつ
上がってきているか
●答︵市︶ 平成 年２月
７日現在で 件と聞いてい
る︒
●問 信号機設置までに時
間がかかるようなら︑横断
歩道を先行して設置するよ
う働きかけてもらえないか
●答︵市︶ 市民の安全確
保を優先するために信号機
設置の要望箇所は︑横断歩
道だけでも先行して設置で
きないかと考えている︒
●問 横断歩道周辺の木々
の管理を進めて欲しいと思
うがいかがか
●答︵都︶ 横断歩
道周辺では︑良好な
見通しを確保するこ
とが第一と考えてい
る︒大きくなりすぎ
て現地の条件に合わ
ず︑通行上︑視界を
妨げる場合もあるの
で管理を引き続き行
う︒
横断歩道ありのマークに注意

①市民サービス向上に向けた取り組み
について

28

●問 事故発生後︑再発防
止に向けた対策と職員への
周知について︑どの様な取
り組みをされているのか
●答 公用車両による事故
等が発生した際には︑﹁交
通事故報告書﹂に安全運転
管理者である職員課長が再
発防止の管理対策について
記載し︑事故等を起こした
所管部署に示すことで︑再
発防止に努めている︒また︑
平成 年６月には副市長か
ら各課等の長に対し訓示を
行うとともに︑毎年実施し
ている課長研修時には年度
ごとの形態別事故件数を示
し︑安全運転の励行を心が
けるよう指導している︒
しかしながら︑公用車両
の事故の個別案件について︑
情報を共有する体制は整っ
ていないことから︑今後は︑
個別の事故情報を共有でき
るよう検討していく︒
●問 道路や附帯施設の危
険箇所をどの様に把握され
ているのか
●答 担当職員による道路
パトロールの実施︑地元自
治会等からの通報︑市職員
を始め個人からの通報によ
って把握に努めている︒
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専決処分の件数及び内訳

22

②損害賠償の専決処分に
ついて ︵答弁者 副市長︶
●問 過去３年間の形態別
の専決処分件数は
●答 平成 年度の専決処
分の件数は 件︑平成 年
度は 件︑今年度は２月
日時点で 件︑３年間合わ
せて 件で︑形態別件数は
職員が運転する公用車に関
連する事案が 件︑道路や
附帯施設の瑕疵に関連する
事案が 件︑その他︑職員
の不注意による事案が７件
となっている︒
●問 過去３年間の損害賠
償の和解額は
●答 市が損害賠償を受け
入れた事案及び損害額を相
殺した事案７件を除いて︑
相手方に支払った金額は︑
万５千 円である︒
568
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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

陳 情
陳情名
受動喫煙防止条例の早期制定を求める陳情書
「千葉県受動喫煙防止条例の早期制定を求める
意見書」
の提出に関する陳情書

陳情者

審査結果

スモークフリーキャラバンの会
神田 豊彦 他３名

採択

タバコ問題を考える会・流山
世話人 内田 大学

採択

発議案
第２号

木更津市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

平成30年４月１日より施行される組織改正に伴い、常任委員会の所管の追加をするものであり、
全会一致で可決しました。

第４号

木更津市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

特別委員会の設置に伴い、関係条文の整備をするものであり、全会一致で可決しました。

第５号

千葉県受動喫煙防止条例の早期制定を求める意見書について

採択された陳情第２号の願意に沿い、地方自治法第99条の規定により、意見書を関係機関へ提出
するもので、賛成者多数をもって可決しました。

第１号
第３号

木更津市議会基本条例の制定について
議員政治倫理条例策定特別委員会の設置について

10ページに詳細を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。

３月定例会の日程

日

程

議

事

の

内

容

２月１日(木) 本会議(諸報告／議案等上程)
14日(水) 本会議(諸報告／議案審議)
20日(火) 本会議(一般質問)
21日(水) 本会議(一般質問)
22日(木) 本会議(一般質問)
本会議(一般質問／追加議案上程／議案
23日(金) の大綱質疑／予算審査特別委員会の設
置及び議案等付託)
27日(火) 総務常任委員会
28日(水) 教育民生常任委員会
３月１日(木) 建設経済常任委員会
５日(月)
〜７日(水)

予算審査特別委員会
本会議（諸報告／議案等審議／発議案

13日(火) 上程・審議／閉会中の継続調査の申
し出）
第142号
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次回定例会は、6月上旬から開催予定ですが、正式には5月29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（電話 23‑7185）へお問い合わせください。

●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」をお聴きいただけ
ます。

●会議録の検索・閲覧について
平成30年３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３月会議録【HP版】は平成30年６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
３月定例会の傍聴者は77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）5月1日（火）

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３月会議録は平成30年６月初旬
頃から）

木更津市議会基本条例を制定
本会議最終日に木更津市議会基本条例に係る発議案が提出され、全会一致で可決しました。
議会基本条例については、地方分権の進展に伴い、地方公共団体の自主性及び自立性が拡大す
る中、二元代表制の一翼を担う議会の役割や責務も増大していることから、今後も、議会改革と
開かれた議会運営を継続し、市民の負託に応えていくため、平成28年６月定例会で「議会基本条
例策定特別委員会」を設置し、調査を進めてきました。
議会の改革として、これまでも一問一答制や議会中継の導入、昨年からはタブレットによる議
案等の資料の配布等、積極的に取り組みを進めてきました。議会基本条例は、議会の基本を示す
だけでなく、条例という形にして改革を進めていくという、議会の意思を表すものでもあります。
議会基本条例策定特別委員会では、これまでの改革の取り組みを総括し、また、今後の方向性
を示す条例としていくため、委員会の設置から正副委員長を初め、各委員が積極的に取り組み、
18回の委員会の開催、２回の勉強会を含めた６回の協議会の開催、また、２回の行政視察により、
調査・研究が進められ、議論を深めてきました。
※条例の全文は市議会ホームページに掲載しています。また、条例の解説や意見公募への回答、
策定までの経過も掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

木更津市議会基本条例

議員政治倫理条例策定特別委員会を設置



委員会構成名簿
◎委員長 ○副委員長

議員として、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的として、
議員各人が市民の代表者であることの自覚と責任を常に意識し、市民の信
頼に値する高い倫理性を保持するよう、議会基本条例第５条第２項の規定
に基づき、議員の倫理に関する必要事項を定めるため、３月の本会議最終
日に発議案を経て議員政治倫理条例策定特別委員会を設置しました。
４月11日には早速委員会が開催され、平成31年４月の条例施行を目途に
取り組んでいくことを確認しました。

検索

議員政治倫理条例
策定特別委員会
◎白坂

英義

○三上

和俊

重城

正義

鈴木

秀子

近藤

忍

岡田

貴志

平野

卓義

大村

富良

議員研修会を開催
平成23年３月11日に発生した東日本大震災から７年が経
過し、エネルギー政策は大きく変化しました。近年は、再
生可能エネルギーの普及などにより、電気は安定的に供給
されていますが、エネルギーの現状としてLNGや再生可能エ
ネルギー、また、近隣市の電力事業の概要などについて知
見を深めるため、４月11日に東京電力パワーグリッド株式
会社及び東京電力フュエル＆パワー株式会社から「将来の
エネルギー像」について講義を受けました。
2018年（平成30年）5月1日（火）

冬季の電力需給

第142号
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議案の審議

３月定例会では、市長提案の議案42件、陳情２件、議員提案の発議案
５件が審議されました。主な内容と結果を報告します。

金田地域交流センターの設置及び管理に関する
条例の制定
市民の自主的な活動の場を提供することにより、市民相互
の交流の促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、金
田地域交流センターを設置するものです。

行政組織条例の一部を改正する条例の制定
行政需要の変化に的確に対応した組織機構の改革に伴い、
関係条文の整備をするものです。

金田地域交流センター（イメージ）

証紙条例の一部を改正する条例の制定
財務部市民税課で行う市税に関する証明書発行業務を市民部
市民課で行うことなどのため、関係条文の整備をするものです。

公民館設置及び管理運営条例の一部を改正する
条例 の制定
新設の健康こども部

中央公民館の移転に伴い、中央公民館の位置、使用区分、単
位及び使用料の変更等をするため、関係条文の整備をするもの
です。

議案等の議員別表決結果一覧
３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13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

第142号
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○：賛成

●：反対

欠：欠席

−：議長のため採決に加わっていません。

2018年（平成30年）5月1日（火）

Ｔｏｐ
ｉ
ｃｓ
所管事項調査
教育民生常任委員会は２月６日に福祉部所管の内容について所管事項調査を実施しました。
■視察場所
・ファミリーケア・ナースセンター きづな
・放課後等デイサービス ハッピーテラス
・認定こども園木更津みらい
■視察項目
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について
・放課後等デイサービスについて
・認定子ども園の運営状況について

木更津みらいでの視察の様子

タブレット端末導入のその後
タブレット端末は導入から半年以上が経過し、効果が現れてきました。紙の使用量で
みると12月定例会では38％の削減、３月定例会では55％の削減となっています。また、
連絡やスケジュール管理もタブレット端末で行うことにより、通信費などが削減された
一方、執行部においても、会議資料の印刷や差し
替えといった事務が軽減されました。
全国的にタブレット端末を導入する議会は増え
ていますが、議会と執行部が同じ会議システムを
導入して効果的な運用している例は少なく、県内
外の自治体から導入に関する問い合わせが増えて
おり、４月下旬には大阪府松原市議会が視察に訪
れるなど、注目を集めています。今後も紙資源の
削減だけでなく、さらなる有効活用を図ります。
タブレット端末の使用風景

編集後記
皆さま、こんにちは。３月末に行われた木更津市長選挙は立候補者が１名であったため、投票は無
く現在の渡辺芳邦市長が２期目の当選を果たしました。本市の更なる発展のために、互いに意見を述
べあう関係は保ちつつ、議会側も市民の皆様の負託を受け、同じ議場にいるわけですから、行政に対
して改善を要求します。また、行政が上程してくる議案は３つの常任委員会で精査をし、その議案が
市民の皆様のために有効であるのかチェックを怠ることはありません。現在の議会は会派を超えて意
見交換できる自由な場になっていると感じていますが、「開かれた議会」をさらに進めていくため、
議会からの政策立案などを盛り込んだ議会基本条例を制定しました。私どもも来年の４月には議員選
挙があります。１期４年は本当にあっという間に過ぎてしまいます。残り１年を切りましたが、24 名
が心に描く活動を一生懸命につとめ上げる所存です。

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）5月1日（火）

◎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
第142号
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