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イオンタウン木更津朝日
呼称：木更津市役所 朝日庁舎

アクア木更津
呼称：木更津市役所

駅前庁舎

２つの移転先庁舎 ‐ 9月24日
（木）
より業務が開始されます。
詳しくは10ページをご参照下さい。
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公職選挙法により、
議員は時候の挨拶状を
出すことが禁じられております。
市民の皆様のご理解をお願いいたします。
木更津市議会

市内に残る古い建築物（レトロ建築）をシリーズで
紹介します。
今回は
「下郡郵便局旧局舎」
検索



一般会計補正予算２億６，７４０万円追加し、総額４０６億７，７４０万円
議案第４２号 平成２７年度一般会計補正予算（第１号）
1,964万7千円増額（全会一致で可決）
低所得者の介護保険料軽減強化を行うための介護保険特別会計への繰出しをしようとするも
のであり、繰出金の財源としては、国が１／２を負担し、県が１／４を負担することになって
います。
それに伴い、歳入として低所得者保険料軽減負担金の国庫支出金を982万3千円、県支出金を
491万1千円、財源不足額の491万3千円は財政調整基金からの繰入金をそれぞれ計上し、歳出と
して低所得者保険料軽減繰出金1,964万7千円を計上しました。

議案第４７号 平成２７年度一般会計補正予算（第２号）
2億4,775万3千円増額（賛成多数で可決）
一般会計補正予算額は、歳入歳出予算の総額に2億4,775万3千円を追加し、補正後の予算総
額は、406億7,740万円となりました。主な追加内容は次のとおりです。
主な事業

◆地域医療介護総合確保基金事業補助金 6,125万円
全額県支出金を財源として、地域密着型特別養護老人ホーム
を初め、認知症対応型デイサービスセンターや定期巡回・随時
対応型訪問介護看護事業所の施設等整備に対し補助を行います。

特別養護老人ホーム

南清苑

◆再生可能エネルギー等導入推進事業費 213万円
金田中学校屋内運動場耐震補強及び改修工事に併せ設置
する太陽光発電設備の工事請負費の増額及び工事監理業務
委託を追加するものです。

◆中小企業資金融資対策事業費 485万円
中小企業資金融資制度を利用した３社の代位弁済を千葉
県信用保証協会が行ったため、当該弁済額の元金の2/10以
内の額を損失補償するため増額します。

◆市営住宅補修工事費 620万円
平成２７年２月の火災により被害を受けた住吉団地１棟４戸の解体作業を行います。

◆中郷小学校建設事業費 1億6,400万円
中郷小学校の校舎・屋内運動場建設に向け、基本・実施設計業
務委託を行うとともに、既存校舎及び屋内運動場の解体工事など
を行います。

◆中郷小学校建設事業に伴う埋蔵文化財調査事業費 1,000万円
中郷小学校の建設に伴い、事業区域内に所在する埋蔵文化財井
尻遺跡の発掘調査を行うとともに、調査報告書を刊行し教育資料
の充実を図ります。
2015年（平成27年）8月1日（土）

中郷小学校
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議案の審議
平成２３年度主要事業
主な議案の審議の内容を報告します。

6月定例会では、市長提案の議案15件が可決されました。

議案第４５号

工事請負契約の締結について

（全会一致で可決）

畑沢小学校屋内運動場耐震補強及び改修工事を行います。
契約金額：1億7,166万円

議案第４６号

工事請負契約の締結について

（全会一致で可決）

岩根中学校屋内運動場耐震補強及び改修工事を行います。
契約金額：2億5,826万円

議案第４８号

岩根中学校

監査委員の選任について（全会一致で可決）

任期満了に伴い、後任の委員として庄司基晴氏を選任するものです。

議案第４９号

人権擁護委員候補者の推薦について（全会一致で可決）

大網チトセ氏の任期満了に伴い、同氏を再度委員の候補者として推薦するものです。

議案第５０号 市役所の位置を変更する条例の制定に
ついて（全会一致で可決）
木更津市庁舎の移転に伴い、地方自治法の規定により木更
津市役所の位置を変更するものです。

議案第５１号 市民活動支援センターの設置及び管理に
関する条例の制定について（賛成多数で可決）
木更津市役所

議案第５２号

市民活動の支援又は促進を図るため、木更津市市民活動支
援センターを設置するものです。

公告式条例等の一部を改正する条例の制定について（全会一致で可決）

木更津市庁舎の移転に伴い、市庁舎掲示場、木更津市福祉事務所及び木更津市保健相談センタ
ーを移設又は移転するため、関係条例の整備をしようとするものです。

議案第５３号

個人情報保護条例等の一部を改正する条例の制定について

（全会一致で可決）

独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備をするものです。

議案第５４号

国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について

（全会一致で可決）

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備をするものです。

議案第５５号

市道路線の認定について

（全会一致で可決）

開発行為により築造された道路を市道に認定するもの
です。

議案第５６号

工事請負契約の締結について

（全会一致で可決）

木更津第三中学校屋内運動場耐震補強及び改修工事を
行います。
契約金額：1億6,956万円

第131号
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木更津第三中学校

2015年（平成27年）8月1日（土）

6月定例会では、17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・213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。

永原 利浩

議員

平野

卓義

議員

國吉

俊夫

① 産業振興について

議員

②水辺の美観と活用について

100

190

また︑県は﹁千葉県船舶
の係留補完の適正化に関す
るマスタープラン﹂におい
て︑放置プレジャーボート
等対策連絡調整会議などを
通じ︑君津地区を含む東京
湾区域の︑放置プレジャー
ボート対策を強化すること
としている︒
市としては︑このマスタ
ープランに基づき︑不法係
留ボート対策の強化を県に
働きかけたいと考えている︒
●問 景観に優れた係留場
所の検討状況は
●答 県は︑現行の木更津
港港湾計画において︑快適
な港湾環境の創造に向け︑
市民が交流する開放的な親
水空間を創出するとともに︑
港湾の安全性の向上と海洋
レジャーを推進するため︑
収容数 隻の潮浜船だまり
や 隻の吾妻船だまりを整
備することとしている︒
不法係留ボートを船だま
りに移動させることで安全
性が確保されるとともに︑
景観に優れた空間が創出さ
れるものと考えている︒
市としては︑水辺の適正
な活用と景観の向上を図っ
ていきたいと考える︒
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潮見横水路の係留ボート

② 木更津市民の健康増進について

●問 潮見横水路の係留ボ
ートの把握状況は
●答 千葉県では３年毎に
係留ボートの実態調査を実
施しており︑直近の平成
年度の調査結果では 隻で
あった︒このうち 隻が県
から水域の占用が許可され
ている区域に係留され︑残
る 隻が許可区域外に不法
に係留されている︒
●問 長期違法係留ボート
の取り締まりはあるのか
●答 水域を管理している
千葉県では︑不法係留して
いるプレジャーボートの所
有者への警告として︑﹁係
留禁止﹂看板を設置すると
ともに︑巡回パトロールを
実施している︒

169
278

①スポーツイベントの
積極的開催について

●問 第１回木更津トライ
アスロン大会の開催までの
経緯は
●答 これまで２回開催さ
れたちばアクアラインマラ
ソンの影響もあり︑市民の
スポーツイベントに関する
関心も高まっている中︑今
年は開催予定がないことか
ら︑これに代わる大きなス
ポーツイベントの開催を模
索・検討を重ねた︒
そこで︑水泳・自転車・
ランニングの３種目を複合
的に組み合わせた︑環境適
応型スポーツとして近年非
常に注目されている︑トラ
イアスロンを開催すること
とした︒
また︑陸上自衛隊の全面
的な協力により︑滑走路を
全面走破できるなど他に例
を見ない話題性のある大会
である︒

木更津トライアスロンポスター

●問 東京オリンピック・
パラリンピック誘致に関し
て市の基本姿勢は
●答 近隣４市における広
域連携にかかる意見交換会
の中で︑１市単独での誘致
は困難であるとの共通認識
のもと︑連携︑機能分担し
取り組むこととした︒まず
は４市の各種施設の情報を
整理・共有すると共に︑千
葉県に対して情報提供を行
ったところである︒
本市が有する関係機関と
の様々なネットワークを活
用しながら︑キャンプ誘致
に向けて取り組んでいく︒
●問 江川総合運動場整備
の進捗状況は
●答 キャンプ誘致のため
にも江川総合運動場を整備
し︑活用していくことが重
要と考える︒
今後整備が進んでいく中
で︑陸上競技場
や進入路の完成
を優先的にでき
るよう関係機関
との調整を図り︑
キャンプ誘致に
支障がないよう
取り組んでいく︒

109

①市民に夢と安全と健康を

●問 市民の健康維持のた ●問 再抽選は誰を対象に
めに聞くが︑前回のちばア 行ったか
クアラインマラソンで再抽 ●答 インターネット申込
選が行われた理由は︒
者の内︑１回目の抽選に外
また︑出場枠はいくつあ れた人すべてに対してであ
ったのか
る︒
●答 １回目の抽選で当選 ●問 １回目の当選通知の
したにもかかわらず︑参加 １か月後に︑﹁再抽選の結
費を振り込まなかった人が 果︑あなたは当選しました﹂
居たため定員に空きが生じ︑ と通知を発送したようだが︑
再抽選を行った︒その数に この方法では︑再抽選に折
ついては集客戦略等にも関 角当選しても振り込みが出
連するので︑県の実行委員 来なかった人もいると思う︒
会は公表をしていない︒
既に他のレースに申し込ん
●問 再抽選で当選した人 でいた人も居るだろうし︑
の中にも参加費を振り込ま 遠方の人であれば宿の手配
ない方が居たと推測するが 等が確保できなければ︑参
加費を振り込めないのは当
どうか
●答 少なからずあったと 然である︒結果︑再抽選を
行ってもまだ空いている枠
推測できる︒
が残ったと思う︒
次回︑再抽選が再び行わ
れるような事態となった時
には︑全応募者を対象にし
て抽選を行うのではなく︑
再抽選を希望する者に対し
て行うべきと思う︒実行委
員会に提案できるか
●答 指摘の話はもっとも
だと思うので︑次回第３回
大会を更に多くのランナー
に参加頂けるようにするた
め提案する︒
沿道応援の様子

4

議員

佐藤

多美男

議員

① ﹁オスプレイ﹂木更津基地整備拠点化問題

近藤

忍

議員

① 公共施設マネジメントについて

東京線・羽田空港線・成田
空港線に加え︑川崎線・横
浜線・品川線・新宿線の乗
り入れをバス事業者と大筋
で合意した︒中野畑沢線を
通過する高速バス路線は協
議が整っていないが︑引き
続き要望をする︒
●問 高速バスが首都高速
を降りてからの時間が長い︒
老朽化した首都高の改造に
合わせ出入口等を整備する
よう関係機関に要望すべき
ではないか
●答 要望は難しいが今後
の計画の進捗等を注視し︑
必要に応じて協議したい︒
●問 木更津市南部には高
速バス停留所が１ おきに
配置されているが︑木更津
駅を通過後は金田総合高速
バスターミナルまで
も
停止せず︑岩根地区には停
留所が無い︒岩根地区に高
速バスの停留所を設置する
ことで沿線住民の利便性が
向上されると思うが︑市の
見解はどうか
●答 木更津駅西口から中
野畑沢線を通過する高速バ
ス路線の拡充を図っていく
なかで運行事業者と検討し
ていきたい︒

②高速バスによる活性化に
ついて

●問 木更津駅西口駅前広
場や金田総合高速バスター
ミナルを整備しているが︑
両者を結ぶ道路の︑交通量
の少ない交差点の信号機を
感知式に交換するべきと考
える︒実施主体は何処か
●答 中野畑沢線の信号機
を感応式に替える場合の実
施主体は千葉県警である︒
市としては利用者からの
強い要望があることから︑
感応式信号機に替えてもら
うよう要望する︒
●問 金田バスターミナル
の利用見込みはどうか︒特
に木更津駅西口から中野畑
沢線を通過し金田に至る便
数やルートは増えるのか
●答 既に乗り入れている

高速バス乗り場

③ ﹁公立保育園の民営化・統廃合﹂について

19

37

発電施設の設置で事業区域
は約 ヘクタールであり︑
また区域内における林地開
発行為の対象となる森林面
積は約 ヘクタールで︑そ
の内︑林地開発面積は約
ヘクタールとなっている︒
保全への影響は林地開発
に対する許可権者は千葉県
であるが︑市に対して開発
計画への意見を求められる
機会も今後あるため︑必要
に応じて影響が出ることが
ないよう意見を述べたいと
考えている︒
●問 他事業など︑今まで
の開発計画経過は
●答 平成 年度に林地開
発計画として農場施設の建
設計画及び︑平成 年度に
太陽光発電施設の建設計画
があったが︑それぞれ取り
下げられている︒さらにさ
かのぼると︑昭和 年に本
市が﹁富来田リゾートファ
ーム基本構想﹂の策定調査
を実施しているが︑景気の
後退などにより事業化には
至っていない︒その後もゴ
ルフ場開発等多くの事案が
浮上したが︑地元の環境破
壊への懸念などを背景とし
ていずれも頓挫している︒

km

6.9
km

94

82

田中 紀子

市議選の年齢別投票率

②湧水﹁いっせんぼく﹂
保全問題
●問 湧水﹁いっせんぼく﹂
の担当部課の所在は
●答 現状ではいずれかの
部署が取りまとめるという
ことはせず︑所管事項に照
らし︑必要に応じて関係す
る部署が連携して対応して
いる︒
●問 保全意義は
●答 水源としての機能を
有するほか︑景観的にも優
れていることから︑市でも
観光資源として位置づけ︑
さらには環境面においても
保全に努めるべき資源とし
て認識している︒
●問 周辺の林地開発計画
の面積などの規模︑内容及
び保全への影響は
●答 事業内容は︑太陽光

いっせんぼくの様子

①投票率低下の検証と
﹁選挙へ行こう﹂の推進

11

②教育環境における学校給食
③介護保険の﹁新しい総合事業﹂
④市営霊園の整備と維持管理

24

334

●問 ４月の市議選の投票 館の２か所だが︑市役所移
率の結果︵表参照︶をどの 転後はどうなるのか
ように受け止めているか
●答 イオンタウン木更津
●答 選挙権年齢が 歳以 朝日及び富来田公民館で期
上になり︑若年層の投票率 日前投票を実施する︒
向上のために︑新たな効果 ●問 期日前投票は︑その
的啓発手段を一層研究して どちらに行ってもできるか
いかなければならない︒
●答 次回の選挙から可能︒
●問 全国的に選挙事務に ●問 指定病院︑老人ホー
若い世代を起用する自治体 ムなどの 指定施設での不
在者投票は︑市議選では
がふえている︒木更津市は
●答 今後︑大学生や高校 人いた︒事前に入院︑入所
者に選挙公報は届くか
生の起用を検討したい︒
●問 生徒会の選挙に投票 ●答 要望があれば届ける︒
●問 どの投票所でも障害
箱と記載台の貸出は
●答 市内中学 校で実施︒ 者への対応を求めるが︑障
●問 今後は︑高校にも貸 害者対応の投票所は何か所
あったのか
出を呼び掛けることも検討
すべきと考える︒期日前投 ●答 車椅子及び点字対応
票所が市役所と富来田公民 用として 投票所中 投票
所にて長机を設置した︒
●問 千葉市のホームペー
ジには選挙運動や政治活動︑
寄付など︑身近な疑問のＱ
＆Ａが掲載されている︒候
補者向けのルールは︑市民
にも知らせる必要があると
考える︒選挙公報の紙面に
空きスペースが多いが有効
な活用方法は
●答 候補者の掲載スペー
スを考えたり︑選挙に関す
るＱ＆Ａの掲載も検討する︒

5

24

63

21

39
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◆個人質問 １７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27年6月会議録は平成27年9月初旬頃から）

議員

竹内

伸江

① 交通環境問題について

議員

石川

哲久

②空き家対策について

な生活交通の確保と路線バ
ス維持の為︑必要限度内の
補助金支出とノンステップ
バスの導入を推進している
ところである︒
●問 ﹁基本方針﹂の策定
から５年が経過しているが︑
見直しは行わないのか
●答 本市の環境もこの５
年間で変化しており︑新た
な交通対策の検討が必要と
認識している︒
本方針を堅持しつつ︑バ
ス事業者と連携し︑交通環
境や住民ニーズの変化に合
わせたバス路線の統合や新
設などに取り組みたい︒
●問 市民のニーズを直ち
に調べ︑行政・バス運行事
業者・企業と連携し︑経済
的・社会的に成立するシス
テムを早急に実現し運行す
べきではないか
●答 公共交通の将来像に
ついて多方面の方々と協議
するためには︑課題を整理
する事が重要と考える︒
市内外の取り組みを確認
し︑次期基本計画において
﹁まちづくりの観点からの
交通施策の促進﹂等として
位置づけられるよう取り組
みたい︒

議員

①交通対策について

●問 高齢化等により自家
用車を運転できない交通弱
者が増加している︒駅を中
心とする放射状の路線バス
の運行に加えて︑時代の変
化に対応し︑市内を循環す
るミニバス等の運行をすべ
きではないか
●答 交通弱者の移動手段
の確保は︑平成 年に策定
した﹁木更津市地域公共交
通に関する基本方針﹂に基
づき︑路線バスの維持対策
を推進している︒
利用者が減少しているバ
ス路線の維持見直しを行う
ために﹁木更津市地域公共
交通活性化協議会﹂におい
てとりまとめたもので︑市
は地域特性に応じた効率的

地域を運行するバス

②子育て支援事業について

集を行い販売する予定であ
る︒
●問 予約状況が低迷して
いる自治体もあるようだが︑
その状況は
●答 自治体によっては応
募が少なかった原因として
①葉書申込による煩わしさ
②取扱店に魅力がなかった
③大型店で使える金額が少
ない④周知不足等により︑
二次募集を検討中の自治体
もあるようだ︒
●問 本市の周知徹底は
●答 広報きさらづ︑市お
よび商工会議所のホームペ
ージ︑フェイスブックを使
って周知している︒
また︑取扱店の店頭にお
けるポスターや﹁のぼり﹂
の掲示︑地方紙でのＰＲも
検討中である︒
●問 持続的な政策になり
うる成果を本市で実証させ
たいと考えるが︑今後の消
費拡大のきっかけになるよ
う行政から店舗に対して働
きかけをしているか
●答 取扱店舗への説明会
において﹁プレミアム商品
券﹂をきっかけとしてセー
ル等の検討の投げかけを考
えている︒

22

鈴木 秀子

陸上自衛隊木更津駐屯地

③プレミアム商品券について
●問 国の補正予算で創設
された︑﹁地域住民生活等
緊急支援のための交付金﹂
を活用したプレミアム付き
商品券の発行が︑本市でも
プレミアム率 ％で決定さ
れ期待されているが︑進捗
状況は
●答 本市では︑子育て世
帯への優遇措置を含め︑多
くの方にご利用していただ
けるように︑プレミアム率
や発行数などを設定した︒
引換期間は８月３日から
日までで︑利用期間は
月 日までである︒
●問 応募目標は
●答 全７万セットの販売
だが︑１回目で完売しなか
った場合は︑再抽選や再募
20

①木更津駐屯地のオスプレイ
整備拠点化問題について

22

②福祉医療行政について
③投票所の改善について
④ＪＲ巌根駅周辺の整備について

●問 米海兵隊オスプレイ の事故分析評価や日米合同
機︑日本政府が購入しよ 委員会合意を通じて運用の
うとしている 機︑合わせ 安全性を確認している︒
て 機の整備拠点として木 ●問 米国が行っていると
更津基地に計画されている︒ いうオスプレイの運用の安
県内でただ一つの米軍基地 全性を鵜呑みにして良いの
を共同使用している基地が︑ か
軍事基地としての機能が強 ●答 ハワイでの痛ましい
化され︑木更津を戦争の足 事故が発生した事実を受け
場にしてもいいのか︒墜落︑ 止め︑事故原因の究明が必
落下事故等について市民は 要であり︑事故原因を踏ま
えた徹底した安全対策を講
心配している︒
じるよう北関東防衛局に再
市長の認識は
●答 事故原因の徹底的な 度要請を行った︒北関東防
究明が必要不可欠であると 衛局は︑米国側に対して適
認識している︒ＭＶ ‑オス 切な対応を求めるとともに︑
プレイの安全性は︑米国が 地元︵木更津市︶に丁寧に
信頼性・安全性基準を満た 説明していくと聞いている︒
すと判断して運用開始した ●問 市長へ木更津基地整
ものであり︑政府は︑独自 備拠点化への撤回を求める
●答 国が安全保障につい
て総合的に考慮し︑責任を
もって判断した結果で国の
専管事項である︒
●問 整備拠点化しなけれ
ばならない理由を明確にし︑
充分な説明をする必要があ
ると思うが
●答 市民の安心安全を守
るためにも︑適宜迅速にホ
ームページ等を基本として
しっかりと周知に努めてま
いりたい︒
17
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木更津市プレミアム商品券

20

31

24

41

6

議員

草刈

慎祐

議員

大村

富良

議員

105

28

篠崎 哲也

①スポーツの振興について

26

31

① 寄附金について

7

②安心・安全な街づくりついて
③金田総合高速バスターミナルについて

68

●問 江川総合運動場の整 備品を整備予定である︒ま
備予定の運動施設の概要は
た︑観戦応援席用の盛土ス
●答 野球場︑陸上競技場 タンドを２箇所設置予定で
及びサッカー場の整備を予 ある︒
定しており︑野球場は公式
サッカー場は︑サッカー
公認規格であり︑その他ダ 協会認定種別Ｃの長さ メ
ッグアウトやバックネット ートル幅 メートル規模の
の設置︑観戦応援席用とし 芝張りをしたフィールドを
て盛土スタンド︑外野には 整備する予定である︒
芝張りも予定している︒
これら３施設の外周には
陸上競技場は︑日本陸上 フェンスの設置︑また普通
競技連盟に加盟する団体等 乗用車や大型バスも乗り入
の対抗陸上競技選手権大会 れ可能な駐車場等も整備予
が開催可能な３種公認規模 定である︒
の︑１周 メートル８レー ●問 工事の進捗状況は
ントラックや︑ メートル ●答 北関東防衛局は︑平
直走路などを整備予定であ 成 年度に木更津飛行場周
る︒トラックや直走路等は 辺地区における運動施設整
全天候型ウレタンを舗装し︑ 備に係る実施設計業務を終
ハードルなど競技に必要な 了している︒この実施設計
に基づき︑工期を平成 年
３月 日までとして︑整備
予定区域内の調整池や盛土
などの造成工事︑樹木等の
撤去工事を実施予定である︒
●問 今後の進め方は
●答 市では北関東防衛局
の事業が予定通りに進むよ
う連携を図ると共に︑オリ
ンピック・パラリンピック
キャンプ地の誘致に支障が
ないよう整備に取り組みた
いと考えている︒

江川総合運動場

②防犯対策について

538

ビニ等の店内でのポスター
掲示︑地域情報誌への掲載
などにより︑一層の事業の
周知に努めているところで
ある︒
●問 近年の検診状況や説
明会等の参加状況から︑規
定ポイントの達成は可能か
●答 規定ポイントの設定
にあたっては︑少し努力い
ただければ達成できるポイ
ント数として︑３ポイント
を設定している︒参考例と
して︑例年受診している健
康診査に︑肺がん・胃がん
検診を受診すれば達成でき
る︒また︑女性であれば健
康診査のほかに乳がん・子
宮がん検診を受 診すれば
達成となる︒
平成 年度の人間ドック
等各種検診の受診者の合計
は延べ４万１千 人となっ
ており︑これらの人が︑さ
らに１つ 検診
を 追 加 し た り︑
健康や運動な
どの講座・教
室に参加をして︑
本事業に参加
してもらいた
いと考えている︒

100

③健康増進について
●問 健康マイレージ事業
の事業概要は
●答 国の経済対策である
地域住民生活等緊急支援交
付金の地方創生先行型を活
用し︑各種検診の受診︑市
が実施する健康に関する教
室︑講座等の受講に対して
ポイントを付与する事業で
ある︒規定数を達成した応
募者の中から抽選でプレミ
アム商品券や地元農産物な
どの特別賞 名を含め︑総
勢５千名に贈呈する事業で
ある︒
●問 広報きさらづに応募
券つきのリーフレットの折
り込みがあったが︑その後
の事業のＰＲの状況は
●答 本市ホームページで
の周知のほか︑かずさＦＭ
で放送している本市提供番
組﹁おっぺせ木更津﹂での
ＰＲ︑市内スーパーやコン
500

②交通安全について

イオンタウン木更津朝日

①庁舎移転に伴う諸問題に
ついて

●問 庁舎移転について市 多いことから︑広い駐車場
民への周知方法は
を有する﹁イオンタウン木
●答 広報きさらづ９月号 更津朝日﹂に窓口業務を集
の特集で知らせるとともに︑ 約している︒
市のホームページや広報無 ●問 電話の取り扱いは
線︑ジェイコム木更津やか ●答 庁舎の移転に伴い︑
ずさエフエムなど︑さまざ 市民からの問合せの電話も
まな媒体を活用して情報発 増えるものと思われるが︑
信を行い︑市民にしっかり 混乱の無いよう移転後も︑
と周知したい︒
引き続き同じ番号の各課等
●問 移転先庁舎の各課の へのダイヤルインと︑代表
配置方針は
電話による電話交換で案内
●答 市民の多くが来庁す を行っていく︒
る市民部︑福祉部︑財務部 ●問 車で来庁した時の駐
や教育委員会を一箇所へ集 車場は
約した︒窓口部署を集約す ●答 イオンタウン木更津
ることにより︑ひとつの施 朝日の駐車場は︑来庁する
設だけで︑できるだけ用件 人も一般の買物客と同じ駐
が済むよう配慮している︒ 車場を無料で利用できる︒
また︑アクア木更津へ来
また︑車で来庁する人が
庁する人の駐車場は︑市営
の﹁木更津駅前西口駐車場﹂
を利用し︑市役所の用務に
要した時間分の無料券を配
布する予定である︒
●問 バリアフリー対応は
●答 アクア木更津では障
害者用の誘導ブロック及び
多目的トイレを設置し︑イ
オンタウン木更津朝日では
イオンにお願いし︑障害者
用駐車場を従来より出入口
に近い位置に整備している︒

400
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健康マイレージ

◆個人質問 １７人◆

◎６月定例会 一般質問と答弁の概要

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

議員

170 27

でいきたい︒
●問 備蓄計画に基づく備
蓄品目︑配布基準︑配布方
法は︒また︑補充・更新サ
イクルはどうなっているか
●答 保存食は︑平成 年
３月末現在で３万４千 食
を備蓄している︒
当面の備蓄目標として︑
避難推定者一人一食分にあ
たる４万７千 食を備蓄し
ようとしているが︑現在の
備蓄率は約 ％とまだ十分
な量ではない︒そこで︑必
要量を早期に確保するため︑
現時点では比較的安価なビ
スケットを備蓄品目として
選定している︒
備蓄品の配布基準は︑避
難所に収容された方や家の
損壊等により炊事ができな
い方︑帰宅困難者など他に
食糧を得る手段がない方等
を想定している︒
備蓄品の配布方法は︑本
庁舎と中学校区毎に整備し
ている災害用備蓄倉庫から︑
各避難所の避難者数に合わ
せた必要量を配送する︒
備蓄品の補充・更新サイ
クルは︑非常食・保存水の
消費期限である５年を目安
に入れ替えを行っている︒

高橋

てる子

②行政改革について

議員

①小中学校の適正規模・
適正配置について

●問 ﹁新しい住宅地に住
宅が建築されたが︑そこに
は学校がない︒また︑生徒
数の多少が教育条件の差・
環境の質の低下を招くこと
がないように﹂との考えか
ら︑小中学校適正規模等審
議会に諮問し︑答申を得た
と思うがその位置づけは
●答 基本方針の根拠とな
るもので︑今後︑基本方針
の見直しや︑統廃合等の実
施計画を立案していく上で
参考にしていく︒
●問 答申と基本方針はか
け離れていると思うが︑見
直す考えはないか
●答 かけ離れたものでは
ないと認識しているが︑
年ぶりに国が﹁公立小中学

校の適正規模・適正配置に
関する手引き﹂を策定した
ので︑見直していく必要は
あると考える︒
●問 今後︑公共施設の再
配置という観点からどのよ
うに協議を進めていくのか
●答 小中学校の統廃合等
は︑今年度から設置された︑
市長と教育委員会による総
合教育会議の場において︑
協議・調整を図っていく︒
●問 統廃合は︑財政面か
らではなく︑答申にある﹁何
よりも大事にすべきは子ど
もたちの教育環境の整備︑
子どもたちにとって望まし
い学校のあり方を最優先と
して結論を出した﹂との高
い理念で決定されるべきと
思う︒このまま検討ばかり
でいいのか
●答 学校の適正規模・適
正配置の課題は︑答申を受
け策定した基本方針に基づ
き︑教育委員会が決断しリ
ーダーシップをとり︑決し
て先延ばしせず的確に実施
していくべきと考えている︒
学校の統廃合の検討︑通
学区域の見直し等早く取り
組むべき課題もあるので︑
速やかに対応していきたい︒

斉藤

高根

議員

①大型商業施設の進出について

③農林水産業の振興について

民の学びを促す機能︑出張
所としての機能の三つの機
能を備えた新たな交流拠点
としての地域交流センター
を考えている︒
●問 この地域交流センタ
ーは︑様々な地域の交流の
ための施設である必要があ
ると考える︒高齢者が訪れ
るためのスペース︑そして
その方々と触れ合うことが
でき︑子ども達が同居でき
ることが必要と考えるが︑
学童保育施設等の設置は可
能か
●答 ︵仮称︶金田地域交
流センターには︑高齢者や
子どもなど世代を超えた様々
な交流が広がる場としての
役割も求められると考えて
おり︑今後︑基本設計を進
めていく中で︑学童保育機
能も含めた交流のできる多
機能な施設として検討して
いく︒
●問 今後の地域交流セン
ターの運営形態は
●答 今後の運営について
は︑直営・指定管理者等の
運営方法があるが︑どのよ
うな形態がふさわしいか運
営方法について検討を重ね
ていく︒

②地域交流センターについて

●問 ︵仮称︶金田地域交
流センターについて今年度
基本設計をするようだが︑
設計委託はしたのか
●答 現在︑実施に向けた
事務を進めており︑この夏
までに基本設計の委託を行
いたいと考えている︒
●問 設計のコンセプトは
●答 地域環境が大きく変
貌している金田地区におい
て地域のつながりをさらに
強化し︑地域コミュニティ
の交流拠点として︑従来の
公民館が担ってきた生涯学
習機能に加え︑多様な機能
を併せ持つ地域交流センタ
ーを整備する︒
設計のコンセプトは︑地
域自治を支援する機能︑市

金田公民館
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真舟小学校

748

72

岡田 貴志

750

②社会福祉の充実について

非常用備蓄倉庫

①防災・消防体制の充実に
ついて

●問 本市の非常用備蓄食
品におけるアレルギー対応
の状況は
●答 アレルギーフリーの
アルファー米を合計 食備
蓄しており︑各中学校区の
備蓄倉庫に︑ 食ずつ備蓄
している︒なお︑アレルギ
ー対応ミルクは現在備蓄し
ていない︒
しかしながら︑アレルギ
ー対応食やミルクの備蓄の
必要性は十分認識している
ため︑引き続き取り組んで
いきたい︒
●問 今後のアレルギー対
応ミルクの具体的な考えは
●答 幼児用ミルクの必要
量を検討し︑アレルギー対
応ミルクの備蓄に取り組ん
50

8

議員

渡辺

厚子

議員

①子ども達の健やかな成長と
青年の力を育む木更津市に
ついて

ゾーン30

30 30

30

●問 通学路の安全と安心 全対策である︒
﹁ゾーン ﹂
の確保について︑本市のス についての市の見解は
クールゾーンの設定状況は
●答 区域を定めて自動車
●答 現在︑西清・清見台・ の最高速度を キロに規制
祇園・請西・馬来田の各小 する﹁ゾーン ﹂は︑通行
学校区に設定している︒
する自動車の運転速度の減
●問 スクールゾーンの周 速により︑子ども達の安全
確保につながることが期待
知のための措置は
●答 馬来田小は白の文字 できると考えている︒
でスクールゾーンと標示し︑ ●問 青少年のボランティ
他の４校は警察による通行 ア活動について︑今年３月
に清和大学との連携協定が
禁止などの標識がある︒
●問 標識だけでは見落す 結ばれたことで︑どのよう
場合もあるため︑大きく路 な活動をしているのか
面標示をすることで注意喚 ●答 特別支援教育と体育
サポートの充実を図るため
起を促せるのでは
●答 ドライバーへの注意 に︑清和大学の学生をボラ
喚起を促す有効な手段の一 ンティアとして学校に派遣
つとして︑関係課へ協議の する事業を実施している︒
●問 若者の選挙投票率向
うえ対応したい︒
●問 警察庁が進めている 上について︑新たな啓発活
﹁ゾーン ﹂は︑生活道路 動を行う予定はあるか
における歩行者や自転車の ●答 成人式で配布してき
安全な通行のための交通安 た啓発用小冊子を高校や大
学への設置依頼
や︑選挙事務従
事者の若者の参
画︑明るい選挙
推進協議会と連
携した小中学校
への出前講座な
どを検討してい
る︒
30

座親 政彦

98

①市税等の徴収強化について

27

② 福祉行政について

収税対策室

●問 ４月１日に副市長を 別訪問の強化と︑新たに夜
本部長とする﹁木更津市市 間戸別訪問を実施し︑納税
税等徴収対策本部﹂を設置 に応じない滞納者について
したが︑設置に至る背景と は︑積極的に滞納処分を進
今後の取り組み方針は
め︑一般市税の現年徴収率
●答 歳入の根幹を成す市
％︑国民健康保険税の現
税等の徴収率は年々改善の 年徴収率 ％を確保すべく
傾向にあるものの︑更なる 取り組んでいく︒
向上に向けての取り組みや ●問 特別徴収の制度概要
組織体制などを検討した結 と今後の取り組み内容は
果︑本年４月１日に財務部︑ ●答 地方税法により︑国
市民部の２部８課で構成す 税である所得税の源泉徴収
る市税等徴収対策本部を設 義務がある給与などを支払
う事業者は︑原則として個
置した︒
平成 年度の取り組み方 人住民税の特別徴収を行う
針は︑再任用職員２人を活 義務があり︑市町村が税額
用したコールセンター設置 計算を行い︑事業者は毎月
と市税等徴収対策本部員の の給与から天引きし︑従業
各課も徴収支援等の対策や︑ 員に代わって納付する制度
休日における電話催告・戸 である︒
今後の取組みとしては︑
昨年度は対象事業者の把握
と事業者への広報・周知に
重点をおいてきたが︑今年
度は︑事業者だけでなく普
通徴収の対象となっている
納税者へのリーフレット送
付と指定対象事業者の精査
を行い︑年内に指定予告通
知の発送を予定している︒
平成 年度には︑特別徴
収義務者となるべき事業者
に対し一斉に指定を行う︒

9

観覧車基礎工事の様子

建設経済常任委員会は、以下の調査項目について、
平成２７年６月１９日、現地調査を行いました。
観覧車建設予定地では基礎工事が開始されており、
観覧車の規模は全高５９．６メートルで、平成２８年
春のオープンを予定しています。
また、物販等の店舗エリアの併設も予定されており、
近隣施設・地域全体との相乗効果を期待しています。
今回の調査項目
○観覧車建設工事進捗状況 ○金田配水場稼働状況
○金田総合高速バスターミナル建設工事進捗状況
○金田西雨水ポンプ場建設予定地状況
○桜井新町二丁目交差点状況

2015年（平成27年）8月1日（土）
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◆個人質問 １７人◆

◎６月定例会 一般質問と答弁の概要

委員会所管事項調査（金田観覧車予定地ほか）

議案の審議

6月定例会では、陳情２件及び議員提案の発議案7件がございました。

陳情
陳情第２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
（陳情者：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）
２１世紀の子どもたちの教育に責任を持つとともに、教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費
国庫負担制度を堅持するよう求める本陳情は、全会一致で採択され、意見書を関係機関へ提出しました。

陳情第３号「国における平成２８
（２０１６）
年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する陳情書
（陳情者：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）
教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子どもたちに十分な教育を保障するため、必要な教育予算の拡充
を求める本陳情は、全会一致で採択され、意見書を関係機関へ提出しました。

発議案
発議案第３号 基地対策特別委員会の設置について
発議案第４号 広域行政等特別委員会の設置について
発議案第５号 地方創生特別委員会の設置について
発議案第６号 木更津市議会会議規則の一部を改正する規則
発議案第３号から発議案第５号は各特別委員会を設置することについて、木更津市議会委員会条例第４条の規定により
議決を得ようとするものであり、全会一致で可決しました。
また、発議案第６号は特別委員会の設置に伴い、関係条文の整備をしようとするものであり、全会一致で可決しました。

発議案第７号 「安保関連法案」の今国会での廃案・慎重審議を求める意見書
（発議案の要旨）安倍内閣が国会に提出した「安保関連法制」改定法案は、これまで憲法上、行使できないとしてき
た集団的自衛権行使を可能にする法制化であり、「限定的に」といっても明らかな憲法違反である。「安保関連法案」
は、恒久平和主義をさだめ、平和的生存権を保障した憲法前文や第９条に違反し、平和国家としての日本の国のあり方
を根底から覆すものであるため、憲法の立憲主義を否定し、憲法違反である「安保関連法案」の今国会では成立させな
いよう、廃案・慎重審議を求める。
本発議案は、賛成者少数で否決されました。

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
発議案第９号 国における平成２８年度教育予算拡充に関する意見書について
陳情第２号及び陳情第３号で採択されました意見書について、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。

お知らせ

平成27年9月24日（木）
午前8時30分より２つの移転先庁舎での業務が開始されます。
木更津市議会は駅前庁舎7階に移転します。
各課の配置は以下のとおりです。

◎アクア木更津 （呼称：木更津市役所 駅前庁舎）
７階…木更津市議会 議会事務局
８階…総務部
企画部（企画課・街なか交流推進課）
経済部 監査委員事務局

2015年（平成27年）8月1日（土）

駅前
庁舎

木更津駅

◎イオン木更津朝日 （呼称：木更津市役所 朝日庁舎）
２階…市民部 福祉部 財務部
企画部（情報政策課）都市整備部
教育部 会計室 農業委員会事務局
選挙管理委員会事務局

朝日
庁舎

市役所

第131号
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平成25年6月定例会から本会議の様子を、
インターネット
（生中継、
録画中継）
で配信しております。

永 年 在 職 議 員 表 彰
６月定例会最終日の６月２４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27年6月17日（水）の総会で表彰）
・在職20年 石井
勝 議員
清水 宗一 前議員

左から、滝口敏夫議長・石井 勝議員

特別委員会等の構成と所管事項
本定例会で設置された特別委員会等をお知らせします。

委員会の名称
基地対策
特別委員会
（定数７人）
広域行政等
特別委員会
（定数７人）
地方創生
特別委員会
（定数７人）
市

議

会

広報委員会
（定数７人）

委員の氏名

程

所管事項

○重城 正義
田中 紀子
住ノ江雄次

◎座親
渡辺
篠崎
石井

政彦
厚子
哲也
勝

○草刈
田中
斉藤

◎岡田
石井
大村
三上

貴志
徳亮
富良
和俊

○平野 卓義
鈴木 秀子
高橋てる子

まち・ひと・しごと創生総合戦略（木更津
市版）に関する調査・研究

◎永原
石井
座親
鈴木

利浩
徳亮
政彦
秀子

○石川
竹内
重城

「きさらづ市議会だより」の編集及び市議
会の広報に関する調査研究

議

事

の

内

容

６月４日(木) 本会議（諸報告／議案等上程・審議）

慎祐
紀子
高根

哲久
伸江
正義

陸上・海上・航空自衛隊の周辺環境の整備
及び木更津基地等に係る調査・研究
かずさ四市の連携を伴う、オリンピック・パラ
リンピックのキャンプ地、休日診療制度、君津
地域水道事業統合広域化、君津中央病院、公設
地方卸売市場、
火葬場、
合併等に係る調査・研究

次回定例会は、８月２７日（木）から開催予定ですが、正式には８
月２０日
（木）
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）へお問い合わせください。
●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。

９日(火)

本会議（一般質問）

１０日(水)

本会議（一般質問）

●会議録の検索・閲覧について

１１日(木)

本会議（一般質問）
／発議案上程・審議／議案等付託

平成27年6月定例会の会議録は、市役所2階行政資料室、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27年6月会議録【HP版】は平成27年9月初旬公開予定です。）

１６日(火)

常任委員会（総務）

●本会議のインターネット中継について

１８日(木)

常任委員会（教育民生）

１９日(金)

常任委員会（建設経済）

２４日(水)

本会議（議案等の審議／発議案上程・審議）

１２日(金)

第131号
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○副委員長

◎近藤
忍
永原 利浩
國吉 俊夫
佐藤多美男

６月定例会の日程

日

◎委員長

本会議（一般質問）／追加議案上程／議案等の大綱質疑

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139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。

2015年（平成27年）8月1日（土）
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ｉ
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シリーズ

議会って？

今回より議会では実際にどのようなことが行われているのか連載形式で紹介いたします。
連載1回目は「議案が採決されるまでの流れ」を紹介いたします。

請願・陳情

木更津市議会

市民

市長

議案上程

議会運営委員会
議案として取り扱うかの審査や、
日程等の調整を行います。

本会議開会

議案提案理由の説明

一般質問（会派代表・個人）

議案に対する大綱質疑

議案等の委員会への付託
委員長報告
審議結果

質疑・討論・採決
本会議閉会

総務
常任委員会

審議

教育民生
常任委員会

審議

建設経済
常任委員会

審議

各委員会は８名の議員（委員）で構成
上記委員会以外に
◎３月議会では予算審査特別委員会
◎９月議会では決算審査特別委員会
が組織され、集中して議案の審議に
当たります。

次回の議会だより第１３２号では一般質問が実際に議会で行われるまでにどのようなや
りとりがあるかについて掲載予定です。

木更津市議会広報委員会

◎永原利浩

○石川哲久

2015年（平成27年）8月1日（土）

◎委員長 ○副委員長
石井徳亮
竹内伸江
座親政彦

重城正義

鈴木秀子
第131号
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