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平成２６年度決算の認定について

一般会計決算総額
歳入 ４３４億２，３０２万円
歳出 ４１０億５，９０７万円
差引
２３億６，３９５万円

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るとともに、
事務事業に関する改善などの要望を行いました。

歳入歳出決算の認定について （賛成者多数で認定）

平成２６年度においては、
人口の堅調な伸び、
大型商業施設の

開設や増床などを背景に市民税法人税割、
固定資産税など、
市税
が前年度比で２．
２％の増加となっています。
このような状況の中、
実施された事業の具体的な成果を見ると、
金田総合高速バスターミナルの整備や富来田地区の道の駅の用
地取得、
市営霊園への合葬式墓地の建設、
小中学校の耐震化工事
や民間保育園の園舎整備への補助、
さらに、
街なかのにぎわい創
出に向けた取り組みやちばアクアラインマラソン２０１４の開催、
市役所庁舎の移転を進めるなど、
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、
概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ました。
また、
国民健康保険特別会計をはじめ、
５つの特別会計につきましても、
市民生活・市民福祉の向上に必
要不可欠な予算が執行されており、
適正な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 （賛成者多数で認定）

人口の増加に比例して、
給水人口、
給水件数とも増加していますが、
節水型機器の普及や節水意識の向
上により、
有収水量は、
前年度より１％の減少となっています。
また、
漏水調査の実施及び早期修理等により、
有収率は前年度より0.3％向上した。
水道事業収益は制度
改正に伴う会計基準の見直しにより、
前年度より約２億３千850万円
（6.5％）
の増収となっています。
一方、
水道事業費用は、
減価償却費等の増加により、
前年度より約３千30万円
（0.9％）
の増加となっています。
この結果、
平成26年度の税引き後の純利益は３億８千200万円余り、
そのうち資金の裏付けのある純利
益は１億１千500万円余りとなっており、
今後も経費節
減等の経営努力が求められるものの、
事業の運営は適
正に維持されており、
予算の執行も概ね所期の目的に
沿っている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。

決算審査特別委員会の審査日程
日

程

９月９日(水)

員

長

近藤

忍

副 委 員 長

重城

正義

委

草刈慎祐
渡辺厚子
篠崎哲也

員

査

区

分

・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
（議会費、
総務費）
・一般会計歳出（民生費、衛生費、労働費、

決算審査特別委員会
委

審

・市内現地調査
（５箇所）

農林水産業費、
商工費、
土木費、
災害復旧費）

１０日(木)

・国民健康保険特別会計
・後期高齢者医療特別会計

永原利浩
田中紀子
佐藤多美男

・介護保険特別会計
・一般会計歳出（土木費、災害復旧費、消防費、
１１日(金)

教育費、
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２６年度木
更津市歳入歳出決算｣及び｢平成２６年度木更津市水道事業会計決算｣は、賛成者多数をもって認定しま
した。
2015年（平成27年）11月1日（日）
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議案の審議
平成２３年度主要事業
平成２７年度一般会計補正予算（第３号）（賛成者多数で可決）
一般会計補正予算額は、歳入歳出予算の総額に１億５，９５１万円を追加し、補正後の予算総額は、
４０８億３，６９１万円となりました。主な内容は次のとおりです。
追加された主な事業

●特定防衛施設周辺整備基金積立金 4,059万円

40メートル級はしご付消防自動車１台の購入に充てるため、
積み立てをするものです。

●外国人観光客誘致に向けたWi-Fiプロジェクト事業費 780万円

観光案内所のほか、
１６公民館に無線ＬＡＮアクセスポイント及び電子看板の整備等
をするものです。

●請西保育園環境測定等業務委託費 250万円

周辺住民からの苦情に対応するため、
音の環境測定を行うものです。

●道路補修事業費 1,000万円

消防車

舗装や道路施設の経年劣化が進んでいることから、
増額するものです。

●江川総合運動場周辺市道整備事業費 △1,000万円

交差点設計委託の数量見直しによる減額分および測量委託と道路詳細設計の請負
差金を減額するものです。

●市道１０１－２号線道路改良事業費
（畔戸工区）
１億700万円
請西保育園

当初予算編成時には数量が未確定だった工事費を、
人件費、
諸経費率の上昇や地元
要望等を勘案し、
改めて積算した工事費の増額分です。

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
特定個人情報の利用等に関する条例の制定について （賛成者多数で可決）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用範囲及
び特定個人情報の提供等について定めるため、
新たに条例を制定するものです。

手数料条例の一部を改正する条例の制定について （賛成者多数で可決）

通知カード及び個人番号カードの再交付手数料を定めるため、
関係条文の
整備をするものです。

個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

（賛成者多数で可決）
特定個人情報についての特例等を定めるため、
関係条文の整備をするもの
です。

職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて （全会一致で可決）

地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法の一部改正に伴い、
関係条文
の整備をするものです。

印鑑条例の一部を改正する条例の制定について （賛成者多数で可決）

マイナンバー

個人番号カードを使用した申請により、
印鑑登録証明書を交付すること等のため、
関係条文の整備をするも
のです。

住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
（全会一致で可決）
住民基本台帳法の一部改正に伴い、
関係条文の整備をするものです。

介護保険条例の一部を改正する条例の制定について （全会一致で可決）

介護保険法第１１５条の４５第２項第６号に掲げる事業を平成２７年１０月１日から実施すること等に伴
い、
関係条文の整備をするものです。
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2015年（平成27年）11月1日（日）

9月定例会では、15人の議員が市政に対する一般質問（代表4人、個人11人）を行い、大綱46点・
232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。

高根 議員
自由民主クラブ代表

重城

正義

議員

④環境行政について

12

斉藤
①市の財政について

②国民健康保険制度について
︵答弁者 市民部長︶
③マイナンバー制度について

●問 私は４年前の当選時 のは
から一貫して国民健康保険 ●答 医療分は 市中 市
税の資産割課税廃止を唱え で平成 年度と変化なしだ
てきたが︑拾年壱日変化が が︑後期支援分と介護納付
ない︒法改正により平成
分は２市で引下げあるいは
年度から県単位の広域化と 廃止︒
なるが︑保険税の賦課・徴 ●問 全国での課税してい
収の仕組みはどうなるのか
る市町村の数はいくつか
●答 市町村ごとに各算定 ●答 全国１千 団体中４
方式によるシュミレーショ 方式を採用しているのは１
ンを行い︑各市町村の意見 千 団体で約 ％︒参考に
を反映するとともに︑国に ３方式を採用しているのは
２方式を採
おける制度の見直しの中で
団体で約 ％︑
引き続き協議する︒更に一 用は 団体で約 ％である︒
世帯当りの定額で負担する ●問 ４方式を採用してい
均等割などの標準的な応益 るのが千葉県で３分の１位︑
割合の設定についても平行 全国で３分の２位であると
して検討するとされている︒ いうが︑平成 年度の税率
●問 本年度に県内の市で はどのようにお考えか
資産割課税を採用している ●答 県や各市の状況を注
視しながら︑広域化に対応
できるような算定方式や税
率の改定を考えている︒
●問 広域化での資産割課
税の方向性はどうなるのか
●答 県下の公平性の観点
から統一を図る必要がある︒
都市部と町村部では資産価
値の違いもあり︑都市部の
負担増が予想され︑又都市
部では既に資産割課税廃止
しており標準的算定方式は
３方式でイメージしている︒

37

3.6

羅針盤代表

●問 負担が増えることか
ら︑家族が病院へ連れて行
くことをためらうことで︑
重症化する可能性について
どう考えているか
●答 病状に不安がある場
合︑緊急を要する場合には
ためらわず問合せいただき
たいと考える︒
市では︑安心して子育て
できるよう︑医師会の協力
により作成した︑子どもの
急病やけがなどの症状に応
じた適切な対応の仕方をま
とめた﹁小児急病ガイド﹂
という冊子を配布している︒
●問 県内の施設の時間外
選定療養費の導入状況と徴
収要件は
●答 県内では救急医療機
能の維持継続を目的として︑
の病院が時間外選定療養
費を導入している︒
そのうち︑救命救急セン
ターを有する病院として︑
旭中央病院︑成田赤十字病
院︑日本医科大学千葉北総
病院の３病院が導入してい
る︒
救命救急センターを有す
る３病院の徴収要件は︑救
急外来受信者のうち軽症の
患者となっている︒

30

保険税算出方法
（27年度）

①財政運営について

52

②君津中央病院について

671
274

④木更津市公設市場について
⑤木更津市の産業について
⑥自然環境の保全について

避︑そして地域の小児医療
の維持継続を目的とするも
のと聞いている︒
●問 時間外受診における
軽症患者数及び診療への影
響は
●答 平成 年２月から７
月の６か月間の調査で︑休
日時間外に小児科救急を受
診した患者数は１千 人︑
そのうち軽症者は 人であ
った︒およそ ％が軽症者
という状況は︑昼間の一般
外来と変わりない状態であ
り︑本来の救急医療の体制
とはかけ離れた状態となっ
ている︒
今のところ生死にかかわ
るような事態が発生したこ
とはないとの事だが︑医師
がそうした危険性を感じて
いる状況であると聞いてい
る︒
●問 時間外選定療養費の
対象は
●答 診察
の結果︑医
師が軽症と
判断した場合︑
時間外選定
療養費の対
象となると
聞 い て い る︒
小児急病ガイド

本市は広域化が実施される
平成 年度から算定方式を
４方式から３方式へ移行す
る方向を考えている︒
●問 広域化になるまでの
間︑資産割課税はどのよう
になるのか
●答 算定方式が変わるこ
とは国保加入者にとって保
険税水準の急変が懸念され
るため︑広域化の標準税率
に対応できるよう平成 ・
年度で資産割課税の割合
を段階的に見直すことを考
えている︒
●問 広域化になると保険
税はどのようになるのか
●答 都道府県が医療費水
準と所得水準を考慮し︑国
保事業納付金を市町村に示
すことから︑基本的に保険
税は医療費・所得に比例す
るものと考える︒将来的に
は︑保険税水準が急変しな
いよう時間をかけて県内保
険税の平準化を進めると国
から伺っている︒
●問 平成 年度の税率は
どのようになるのか
●答 県や各市の状況を注
視しながら︑広域化に対応
できるよう算定方式や税率
の改定を考えている︒
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︵答弁者 市民部長︶
③アクアライン連絡道下について

●問 少子化対策の一環と
して子ども医療助成制度に
より︑中学生以下の医療費
が助成されている中︑中学
生以下の患者のみを対象と
した時間外の救急受診に関
する選定療養費５千 円を
導入するのは少子化対策の
逆行にならないか
●答 君津中央病院が導入
を予定している時間外選定
療養費は︑緊急性がなく︑
救急の対象とならない患者
の受診に歯止めをかけるこ
とを目的とした︑国が認め
た制度である︒
今回の導入は︑小児救急
における緊急性のない患者
の増加を抑制し︑小児重症
患者の受入体制の向上を図
るとともに︑小児救急外来
の受入が多く︑診療環境が
非常に過酷になっている現
状にある小児科医の疲弊回
400
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28
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一新 あ(らた の)会代表
①行政運営について
②職員の人事等について
︵答弁者 市長・企画部長︶

國吉

俊夫

議員

④農業振興と新規参入等について

26

2.4

貴志 議員

路線バスターミナル

③まちづくりの方向性について

41

●問 高速ジェット船の寄 まえ︑課題を整理し︑定期
港実現について市の考えは
的な運行に繋げて参りたい
●答︵市長︶ 高速ジェッ と考えている︒
ト船は︑東京都伊豆諸島を ●問 大型クルーズ船の寄
結ぶ旅客線として︑多くの 港実現について市の考えは
人が利用されており︑この ●答︵市長︶ クルーズ船
ような旅客船の寄港は︑港 で入国した外国人旅行者数
湾施設の活用の新たな柱と は年々増加しており︑平成
なること︑本市の地域資源
年は前年比約 倍の約
である港の魅力をより高め 万６千人となっており︑乗
るものであること︑駅から 客数３千人を超える大型ク
メートルの距離にある港 ルーズ船の寄港による地域
を訪れる人々による賑わい 経済の発展に大きく寄与し
の創出につながることから︑ ている︒
東京湾には大型クルーズ
旅客船の寄港実現に向け取
船が寄港できる岸壁が少な
り組んでいる︒
現在は高速ジェット船の い中︑木更津港への寄港の
年度内の実証運航に向け︑ 可能性が高いこと︑また市
事業者や関係機関と調整を 内はもとより県内外の経済
進めており︑この結果を踏 の活性化に資することから︑
寄港実現に向けた検討を開
始している︒
各種研究会︑会議への参
加を通じて︑県内の港湾へ
の外航クルーズ船の寄港可
能性や︑そのために必要な
条件等の整理︑課題解決に
向けた取り組みの検討を進
めると共に︑情報収集や魅
力の発信︑誘致活動など行
い︑クルーズ船の寄港に向
け︑積極的に取り組んでい
きたいと考える︒
大型客船さるびあ丸

岡田

22

市で運行している﹁あおば
す﹂や︑宇都宮市の地域内
交通などがある︒
●問 多くの他市の事例か
らも︑今後は行政とバス事
業者︑民間企業︑ＮＰＯ︑
自治会と市民とで地域公共
交通を構築していく必要が
あると考える︒この人口減
少時代における公共交通の
あり方を︑市としてどのよ
うに考えているか
●答 これからの地域公共
交通は︑まちづくりの観点
から︑交通ネットワークを
形成していくことが求めら
れている︒また︑平成 年
に策定した基本方針も５年
が経過し︑本市の公共交通
を取り巻く環境の変化︑昨
年の交通活性化再生法の一
部改正等︑見直しの必要性
を感じている︒
そのためにも︑まずは本
市の路線バス網の現状把握・
課題整理を行うことが重要
であり︑また他市のさまざ
まな先駆的な取り組みを研
究し︑方向性を検討してい
く必要があると考えている︒
その上で︑市民・企業・関
係機関と情報交換の場を検
討していきたいと考える︒
700

公明党代表

22

①動き出す地方創生︑
④これからの地域公共
まち・ひと・しごと総合戦略について
交通のあり方について
②観光振興策について
︵答弁者 企画部長︶
③東京オリパラに向けた活動・戦略について ⑤高齢者の安心・安全について
⑥市庁舎移転に関して

●問 近年︑市民のライフ
スタイルは大きく変化して
いるが︑多様化する市民ニ
ーズに合った交通システム
の構築には至っていない︒
これまで市が取り組んで
きた生活路線バス維持対策
事業の基本的な考え方及び
利用者や補助金の推移は
●答 平成 年３月に策定
した﹁木更津市地域公共交
通に関する基本方針﹂に基
づき︑市民の移動手段とし
てなくてはならない路線バ
スを維持するため︑バス事
業者と収支改善を図り︑や
むを得ない場合に限り︑補
助金による運行支援を行う
という方針に則って取り組
んでいるところである︒
市が運行支援を行ってい
る７路線のうち︑大幅に利
用者数が増加した三井アウ
トレット線を除いた６路線
の過去５年間の推移は︑利
用者数が約７％の減少︑補
助金は約 ％の減額となっ
ており︑路線の統合︑ダイ
ヤの改正等による収支改善
策の効果が出ているものと
考える︒
●問 地域の実情に応じた
対応を考える中で︑コミュ
ニティバスやデマンド交通
といった新たな交通システ
ムの導入は避けられないと
考えるが︑先進事例の研究
及び調査結果は
●答 先進事例の研究とし
て︑国土交通省の﹁地域公
共交通の活性化・再生への
事例集﹂︑千葉県の﹁県内
におけるコミュニティバス
の現況﹂等ホームページ上
に公開されている情報の収
集を始め︑先進自治体・導
入近隣市へのヒアリング︑
セミナー等への参加などを
行っている︒
近年の傾向として︑地域
住民の団体がバス等の運営
主体となるケースが増加し
ており︑代表例として市原

関連 篠崎 哲也 議員

●問 内港地区の交流厚生
用地の整備内容は
●答︵企︶ 待合やトイレ
等の旅客船ターミナル機能︑
飲食・物販機能等を有した
交流拠点施設︑駐車場を整
備する予定である︒また︑
親水緑地には市民や来訪者
の憩いの場となるような施
設が整備される予定である︒
●問 大型クルーズ船寄港
による経済効果は
●答︵企︶ 約２億円の経
済効果と試算している︒ま
た︑直接的経済効果に加え︑
関連産業の生産を誘発する
間接効果︑乗員・乗客に提
供する食材や飲料水の搬入︑
燃料の供給などの効果が発
生すると考える︒
●問 久留里線沿線の活性
化について市の考えは
●答︵企︶ 沿線市と連携
を図り︑広域的に取り組む
ことが重要と考える︒千葉
県君津振興事務所と相談し︑
久留里線の活性化について
検討する委員会を９月中旬
に立ち上げる旨連絡があり︑
本市もその委員会に参加し︑
広域的な取り組みが効果的
に展開されるよう検討して
いきたい︒

5
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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

9月定例会では、15人の議員が市政に対する一般質問（代表4人、個人11人）を行い、大綱46点・
232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。

27

議員

田中

紀子

議員

鈴木

秀子

22

●問 子育て世代の負担増
は︑子育て支援対策に逆行
する︒小児科医が不足して
いるのであれば︑増員すべ
きでは
●答 医師確保の対策を進
めている︒
●問 君津中央病院から︑
時間外選定療養費の導入に
ついて︑事前に協議はあっ
たのか
●答 本年６月 日に開催
された委員会において︑初
めて︑時間外選定療養費の
導入について説明がされた︒
それ以前に︑君津中央病院
からの協議はない︒
●問 君津中央病院はもっ
と市民や市に対して説明が
必要である︒また︑利用者
に対してすぐに負担を求め
るのではなく︑病院の現状
や３次救急を担っているこ
とを理解してもらう工夫を
すべきである︒市は︑時間
外選定療養費の導入につい
て︑計画を中止するよう要
請すべきと思うが
●答 利用者である市民へ
の周知期間が短いことなど
から︑市としては君津中央
病院に対して何らかの要望
をしたいと考える︒

議員

①福祉医療行政について

400

400
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11

︵答弁者 市民部長︶
②職員の労働環境改善について
③地域活性化対策について
④環境行政について

君津中央病院

●問 日本共産党市議団は
小児救急医療の時間外選定
療養費負担増の導入につい
て計画の中止︑撤回の申し
入れを行った︒突然君津中
央病院から︑小児科の軽症
の場合は５千 円の負担︑
月１日より実施と回覧が
回ってきた︒
その導入の理由は
●答 君津中央病院では︑
時間外救急外来で小児の軽
症患者の割合が高く重症患
者の診療に支障をきたして
いることに対応するために
小児科を対象にした︒
●問 なぜ５千 円なのか
●答 県内の救命救急セン
ターを有する病院の事例に
合わせた︒
10

①臨時・非常勤職員の任用について
②住民の生命︑身体及び財産
の保護について︵答弁者 総務部長︶
③住み慣れた地域で安心して暮らせる
まちをめざして

20

53

●問 平成 年策定の木更 防災無線で流される︒
津市国民保護計画がある︒ ●問 ＮＢＣ︵Ｎは核兵器︑
武力攻撃事態や予測事態へ Ｂは生物兵器︑Ｃは化学兵
の平素の備えに対し︑消防 器の略︶攻撃による災害へ
団の研修実施の現状は
の対処として︑防護服や防
●答 自然災害や感染症の 塵マスクなどの備えは
蔓延を想定した訓練は実施︒ ●答 防護服 着︑放射線
●問 消防団の参集基準を 防護消化服２着︒酸素呼吸
器５個︑空気呼吸器 個︑
定めるとあるが︑現状は
全面マスク９個︑ポケット
●答 定めていない︒
線量計 個︑放射線測定器
●問 関連団体との連携は
●答 今年初めて自主防災 ７個︑除染剤散布器２個︑
実務者講習会を社協の協力 有毒ガス測定器 個︑除染
シャワー２個を保有してい
を得て実施している︒
る︒
●問 住民への伝達方法は
●答 全国瞬時警報システ ●問 被害を想定した備え
ム︵Ｊ︲アラート︶で弾道 はどれだけ求めてもきりが
ミサイル情報等︑国民保護 ない︒日頃の自然災害など
サイレンや避難を促す放送 の防災訓練に力を注ぐこと
が消防庁から自動的に市の が良いと考える︒平和都市
宣言をしている千葉市や船
橋市は︑計画に宣言文やそ
の理念を入れ︑﹁国は国家
を守るが︑市は住民を守る
ことを最優先﹂の姿勢が明
確だ︒ぜひ市も﹁平和都市
木更津﹂の宣言文を入れる
ことを求める︒
今まで計画は見直しや変
更をされたのか︑今後は
●答 変更していない︒Ｊ
︲アラートの追加など︑今
後全体的な見直しをする︒
平和都市宣言木更津

佐藤 多美男

代後期から奈良・平安時代
にかけての住居跡や掘立柱
建物跡が検出され︑集落等
が形成されていたことが判
明している︒
●問 真里谷廃寺跡を市指
定文化財として検討し︑学
術的発掘調査を行い︑寺院
の復元を含め︑歴史的景観
としての保全を図るべきと
考えるが︑市の見解は
●答 指定の対象となる文
化財の概要や今後の土地利
用計画等が整理され︑埋蔵
文化財包蔵地全ての土地の
所有者から申請書の提出が
あれば︑文化財指定に係る
適否等の調査を実施し︑文
化財保護審議会へ諮問し︑
審議会からの答申により検
討することとなる︒
歴史的景観としての保存
だが︑真里谷廃寺は現況が
畑等の耕作地であること︑
遺跡や遺構の全容が明らか
ではないことから︑現在の
ところ非常に困難であると
考える︒
しかしながら︑今回の開
発事業による影響がないも
のと考えるため︑現状のま
ま保存できるものと思われ
る︒
19

①湧水﹁いっせんぼく﹂の保全問題に
ついて

22

900

︵答弁者 教育部長︶

末崎遺跡発掘調査出土品

②真里谷廃寺跡関連の調査と︑
その保護・活用
●問 真里谷メガソーラー
設置事業に伴う︑真里谷廃
寺跡関連遺跡である末崎遺
跡の確認発掘調査の範囲及
び調査の成果は
●答 調査範囲は真里谷字
横峰に所在する末崎遺跡の
全体約６万１千 平方メー
トルであり︑平成 年４月
日から７月 日までの期
間を設け︑教育委員会文化
課の専門職員により調査を
実施した︒
調査の成果だが︑遺物と
して縄文時代早期から中世
にかけての幅広い時期の土
器類や真里谷廃寺跡関連の
ものと見られる瓦類が出土
している︒
また︑遺構として弥生時
20

6

近藤 忍

議員

①次世代への対応について

平野

卓義

議員

①きさらづ未来活力創造プランについて

②定住・交流人口を増やす
取り組みについて
︵答弁者 経済部長︶

27

100

24

232

●問 子ども医療費助成事 君津児童相談所からの住民
業における本市の状況及び 情報照会等 件を含み︑
今後の見通しは
件であった︒
●答 本市では︑０歳児か
児童虐待の予防と早期発
ら中学校３年生までを対象 見が重要であることから︑
に︑保健医療の入院︑通院 本市では児童虐待の通報等
及び調剤の要する医療費の があった場合には︑ 時間
助成を行っている︒
以内の安全確認を目指して
平成 年度の子ども医療 対応を行っている︒
費助成事業費の決算見込み
なお︑緊急を要する重篤
額は約４億５千５百万円で な案件で︑一時保護が必要
あり︑当面は現在の状況と な場合には︑県の君津児童
大きく変わらないものと見 相談所との連携の中で︑迅
速・適切に対応している︒
込んでいる︒
●問 本市の児童虐待の状 ●問 商業施設だけでなく︑
況は︒また虐待の相談があ 観光の振興の推進がまち全
った場合の市としての支援 体の活性化につながると考
えるが︑取り組み状況は
状況は
●答 近年は潮干狩りやブ
●答 本市における平成
年度の児童虐待相談状況は︑ ルーベリー狩りなどに加え︑
ショッピング等の大規模集
客要素が加わり︑多彩な分
野の観光資源が揃う︑様々
なニーズの受入可能な場所
へと変化を遂げてきた︒
こうした中︑本市では平
成 年３月に︑今後５年間
の観光振興の指針となる﹁木
更津市観光振興計画﹂を策
定し︑重点項目の７つを柱
に︑さらなる観光入込客数︑
宿泊者数の増加を目指して
参りたいと考える︒

石川

哲久

議員

︵答弁者 都市整備部長・企画部長︶

①人口減少時代のまちづくり
における交通対策

41

●問 地方創生とまちづく 対応や生活利便性向上のた
り施策とが連携して進めら め︑公共交通の維持・充実
れている︒６月議会に引き が必要との意見が多い︒ア
続くが︑高齢者等の買い物 ンケート﹁今後のまちづく
等を支える地域循環ミニバ りにおける都市交通のあり
スについて︑早急に有効な かた﹂で﹁バス・鉄道等の
対策を図るべき︒改定中の 公共交通を充実﹂が ％と
都市マスタープランでの基 最多の意見︒対策として︑
本的な考え方は
各拠点へのアクセス性確保
●答︵都︶ 人口減少︑少 と利便性向上のため事業者
子高齢化等に対応し︑地域 や関係機関と調整を図り検
特性に応じ歩いて暮らせる 討する︒具体の施策は庁内
コンパクトなまちづくりと︑ 連携により展開を図りたい︒
それら拠点同士を道路や公 ●問 都市のコンパクト化
共交通でネットワークする で﹁拠点と繋がり﹂のため
集約的都市構造の形成を目 交通確保は必須である︒策
定中の地方創生﹁まち・ひ
指している︒
●問 タウンミーティング と・しごと創生総合戦略﹂
での位置付けは
等で市民の声とその対策は
●答︵都︶ 高齢社会への ●答︵企︶ 持続可能な自
立するまちの創造︑コンパ
クトなまちづくりの推進︑
交通ネットワークの強化等
を位置付けたい︒
●問 都市間の交通整備と
合わせ︑都市内の利便性向
上の公共交通が必要︒どの
ように取り組むのか
●答︵企︶ 路線バスの現
状把握・課題整理︑先駆的
事例も研究し方向性を検討
し︑市民・企業と情報交換
する場を検討したい︒

7

︵答弁者 福祉部長︶
②高齢者への対応について

合計特殊出生率推移

●問 木更津市の合計特殊 に成功した︒
出生率は千葉県内一位と成
本市でもこのような取り
ったが︑数値に着目すると 組みが必要ではないか
人口維持に必要とされる値 ●答 子育て世代の誘致に
を大きく下回っている︒
向けホームページや広報紙︑
出生率の目標値を設定し︑ 地域情報発信サイト﹁きさ
それに向けた施策展開を図 こん﹂で子育てに関する情
るべきではないか
報を発信し︑誘致につなげ
●答 出生率の目標値は設 る取り組みをしている︒
定していないが︑合計特殊 ●問 都内での広告やメデ
出生率を高めることは重要 ィアへの働きかけが重要な
なので︑安心して子どもを 手段となるので︑市をプロ
産み育てられる環境を整備 モーションする組織づくり
し︑子育ての希望を実現で が必要ではないか
●答 定住人口の増加に向
きるまちにしていきたい︒
●問 流山市では﹁母にな けた様々な施策を行えるよ
るなら流山市︒﹂をテーマ う︑今後も先進市の取り組
に掲げ︑子育て中の共働き みを参考にし︑良い組織と
ファミリーの定住化を促進 なるよう努めたい︒
する活動を行い︑大幅誘致 ●問 子供を儲けたい家庭
には公的な支援で多産化を
後押しする事が必要と思う
が︑支援や給付制度は有る
か
●答 保育園に第１子から
第３子までが在籍している
場合︑第２子の保育料半額
免除に加え第３子の保育料
は全額免除としている︒障
害児の居る世帯への自己負
担額軽減制度も有るが︑多
産世帯支援の給付制度は︑
現時点では無い︒

地域を運行するバス②

2015年（平成27年）11月1日（日）

第132号

26

観光振興に向けた7つの柱

26

観光振興に向けた7つの柱
１．観光資源の磨き上げ
２．新たな観光資源の発掘
３．おもてなしの向上
４．プロモーションの強化
５．連携の拡大と強化
６．回遊性の向上
７．インバウンド観光の推進

◆個人質問 １１人◆

◎９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9月会議録は平成27年12月初旬頃から）

石井 徳亮

議員

①公民館の在り方について

大村

富良

①福祉行政について

議員

20

市民活動支援センター

②小中学校の適正配置について
︵答弁者 市民部長︶

10

竹内

伸江

議員

①保健︑医療サービスについて

②学校教育について

③障害者支援について

︵答弁者 教育長︶

第132号

2015年（平成27年）11月1日（日）

②市民活動支援センターに
ついて

110

24

●問 食育の観点から見た たいじめ自殺事件後︑本市
給食食器の現状は
として確認し合った事項は
●答 食育の観点や見た目 ●答 教育委員会では報道
の美しさから︑全て樹脂製 直後に︑全小中学校長へ︑
の食器を使うことが望まし いじめ実態調査結果の再点
いと考えている︒
検の実施︑児童生徒の連絡
学校給食課の設立により 帳や生活記録ノートの内容
計画的に食器の更新を行え の再確認︑いじめチェック
るよう協議を進めていく︒
リストの活用推進と日常観
●問 いじめの未然防止の 察の強化︑過去の被害児童
取り組みは
生徒との面談を実施し現況
●答 年間３回の実態調査 の確認︒さらに各種会議で
と相談窓口の設置︑心の教 教職員の意識を高め︑心配
室相談員の配置︑スクール な児童生徒の状況を共通理
カウンセラーの有効活用等︒ 解することを申し合わせた︒
いじめの防止︑根絶に向け ●問 親や教師に相談でき
て児童生徒が自主的に取り ない児童生徒のために︑先
組んでいる事例を会議等で 進事例として杉並区では︑
いじめやトラブルの相談に
紹介している︒
●問 ７月︑岩手県で起き 乗るスマホ用無料アプリの
配信で相談の機会を提供し
ているが︑本市では学校以
外の相談場所としてどのよ
うな場所を周知しているか
●答 電話相談では︑ 時
間いじめ相談ダイヤル︑子
どもの人権 番︑子どもと
親のサポートセンター︑ま
なび支援センター︑チャイ
ルドライン千葉を周知︒メ
ール相談では︑子どもの人
権ＳＯＳ︲Ｅメール︑まな
び支援センターを周知した︒

まなび支援センター

20

●問 市民活動支援センタ ●問 会議室の貸し出しの
ーの具体的なレイアウトは
際は使用団体・使用目的の
●答 木更津市中央１丁目 確認は行うのか
の両総通運ビルの１階と２ ●答 登録申請及び会議室
階の一部を使用し︑１階に 使用許可申請の際に団体に
は事務室︑印刷室︑登録団 おける市民活動の目的及び
体が簡単な作業などを行う 会議室の使用目的などにつ
ための作業室︑誰でも使用 いて営利を目的としないか
できる交流スペースを配置 確認する︒
予定である︒
●問 どのような人の使用
また︑２階には個別に使 を想定しているか
用できる大小２つの会議室 ●答 社会的な課題解決に
を配置し︑予約制で貸し出 向けて︑組織的・継続的に
取り組む活動をしているＮ
しする︒広さはそれぞれ
人から 人︑ 人から 人 ＰＯ団体や市民活動団体等
を想定している︒
程度が可能である︒︒
また︑交流スペースは市
市民活動団体として登録
すれば使用料は無料であり︑ 民活動に興味がある人や︑
予約は半年前から可能であ これから市民活動を始めた
い人など︑市民活動に関す
る︒
る情報収集の場として︑一
般の人も使用できるように
なっている︒
●問 施設の運営方法は
●答 今年度は年度途中の
ため︑基本的には市の直営
で運営するが︑今後は活動
団体の登録数︑施設の使用
状況など︑施設の事業実績
などを考慮し︑指定管理も
視野に入れ︑より効果的・
効率的な運営が図れるよう
検討していく︒
40

︵答弁者 教育長︶
③有害鳥獣被害対策について

東清小学校

●問 国から示された﹁公 を見ながら︑統合を含めて︑
立小学校・中学校の適正規 対応を検討していく︒
模・適正配置等に関する手 ●問 小規模特認校制度を
引き﹂の︑市としての内容 取り入れている現状は
の解釈については
●答 この制度を利用して︑
●答 約 年ぶりに適正規 本年度通学区域外からの通
模・適正配置の基準や考え 学児童数は東清小学校が３
方が見直されたもの︒学校 名︑富岡小学校は５名︒小
統廃合について︑一定の方 規模の特性を活かした外国
向付けをするものではなく︑ 語活動等の学習体験や木更
各自治体の実情に応じて活 津高専の学生の支援を得て
力ある学校づくりのための の学習支援︑千葉大学と連
方策を検討できるように示 携しての体験学習︑専門講
師を招聘した学習等を実施
されている︒
●問 現在の統廃合を検討 しており︑﹁特色ある学校
づくり﹂のモデル的な学校
せざるを得ない状況は
●答 児童生徒数が減少傾 になるよう様々な教育活動
向にあり︑複式学級の進行 を展開している︒
が懸念されている学校につ ●問 今後の同制度の告知
いては︑児童生徒数の推移 や取り組みの方策は
●答 公式ホームページや
広報紙︑各種新聞への活動
実績の掲載や地域情報誌を
活用し︑積極的に︑情報発
信をしている︒引き続き各
種メディアによる情報発信
に取り組み︑地域住民の協
力を得ながら︑自然や文化
などといった地域資産を活
用したカリキュラムの編成
をはじめ︑地域との密接な
つながりを活かした学習の
充実を図る︒
60

8

常任委員会（教育民生）

８日(火)

常任委員会（建設経済）

●本会議のインターネット中継について

2015年（平成27年）11月1日（日）

第132号

9月定例会の傍聴者は169人で、平成27年累計で308人となっております。
ぜひ、次回の本会議、委員会を傍聴してみませんか。

議案上程・審議）

１７日(木)

本会議（諸報告／議案の訂正／議案等審議／発

URL http://www.city.kisarazu.lg.jp/14,0,49.html
●傍聴者の状況について

１１日(金)

決算審査特別委員会

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。

９日(水)〜

議員

７日(月)

平成27年9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27年9月会議録【HP版】は12月初旬公開予定です。）

常任委員会（総務）

４日(金)

●会議録の検索･閲覧について

特別委員会の設置及び議案等付託）

厚子

本会議（一般質問）

渡辺

26 21

議員

10

座親 政彦

29

成 年度から︑君津市は平
成 年度から実施している︒
富津市は現在事業の実施は
ないが︑平成 年度からの
実施に向けて検討を行って
いるとのことである︒
●問 合計特殊出生率が県
下１位となった本市にとっ
て︑地域における市民力を
活かした子育て支援策とし
て実施すべきではないか
●答︵福︶ 市民の互助の
精神に基づく子育て支援策
としてのファミリーサポー
トセンター事業は︑大変有
意義な事業であると考える︒
関係部署との協議を進め︑
できるだけ早い時期に実施
できるよう取り組んでいく︒
●問 出産直後から数カ月
の間に︑心身共に休養を必
要とする母親が︑赤ちゃん
と一緒に宿泊型や日帰りで
サポートを受けられる﹁産
後ケア事業﹂について︑本
市の事業化への課題は
●答︵市︶ 事業化にあた
っては︑産婦自身がどのよ
うな支援を必要とするのか︑
利用料金を含めた︑効果的
な産前産後のケアの検討に
向けたニーズ調査が必要で
あると考える︒

２日(水)

①多様な子育て支援について

700

①教育行政について

25

︵答弁者 福祉部長・市民部長︶
②地域資源としての空き家・空き店舗の
活用について

●問 地域で支える子育て
として︑全国で 以上の自
治体で実施している﹁ファ
ミリーサポートセンター事
業﹂について︑昨年 月に
市職員が先進市への視察を
行った結果は
●答︵福︶ 市川市では︑
ボランティア精神に則り︑
市民同士が相互に助け合う
ことを重視した運営で︑協
力会員・依頼会員が年々増
加している︒活動件数も︑
平成 年度の設立時と比較
して︑平成 年度には約
倍に増加しており︑子育て
支援策として大変参考にな
った︒
●問 近隣市の状況は
●答︵福︶ 袖ケ浦市が平
11

︵答弁者 教育長︶
②社会資本整備について

畑沢中学校予定地

27

27

●問 学校用地の教育財産 は学校予定地以外の教育財
から普通財産への用途変更 産として活用を検討するこ
について︑﹁木更津市立小 ととしている︒
中学校の適正規模及び適正
この方針に則り︑教育委
配置に関する基本方針﹂で︑ 員会内部で有効活用ができ
その考え方が示されている るか検討を行い︑畑沢及び
が︑現在の検討状況は
八幡台中学校予定地の一部︑
●答 現在︑所有している 真舟小学校予定地の一部に
学校用地で学校として使用 ついては教育財産として活
していない用地は︑︵仮称︶ 用の見込みが低いと判断し︑
大久保・桜井・真舟小学校 当該予定地の目的外使用を
予定地︑畑沢・八幡台中学 許可している団体に対して
校予定地の５箇所を教育財 その旨を説明し︑教育財産
から普通財産への用途変更
産として保有している︒
これらの学校予定地は︑ の手続きを進めており︑現
﹁木更津市立小中学校の適 在は︑平成 年度中に所管
正規模及び適正配置に関す 替えを完了すべく︑庁内関
る基本方針﹂において︑真 係課等と調整を図り︑事務
舟小学校予定地・畑沢・八 手続きを進めている︒
幡台中学校予定地の３箇所 ●問 利用団体等への説明
は︑具体的にいつどの様な
人へどの様な内容の説明を
行ったのか
●答 平成 年度末から
年度初めに︑各団体の代表
者に教育財産としての活用
見込みが低いこと︑教育財
産と普通財産の違いと所管
部署︑ 年度中に移管した
いこと︑移管先へは現状の
使用状況と移管後の継続使
用希望についても伝えるな
どの説明をした︒

9

本会議（一般質問）

●声の議会だよりについて

９月１日(火)

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。

本会議（一般質問／議案の大綱質疑／決算審査

３日(木)

本会議（諸報告／一般質問）

３１日(月)

次回定例会は、１１月２５日(水)から開催予定ですが、正式には１１

９月定例会の日程

くは、議会事務局(23-7185)へお問い合せください。

本会議（諸報告／議案等上程）

８月２７日(金)

18
ファミリーサポートセンター事業

月１７日(火)に開催予定の、議会運営委員会で決定されます。詳し

容

内

の

事

議

程

日

27

26

◆個人質問 １１人◆

◎９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

陳情
第４号 憲法を守り、日本を海外で戦争する国にする「戦争法案」の廃案を求める意見書
の採択を求める陳情（賛成者少数で不採択）
（陳情者：全教千葉教職員組合）

本陳情は、安全保障関連法案が「集団的自衛権行使を可能にし、自衛隊の海外派兵を制限無くできるよう
にする」ものとして廃案を求めるものであり、
賛成者少数をもって不採択と決定しました。

第５号 住宅リフォーム助成制度の創設を求める陳情書
（賛成者少数で不採択）
（陳情者：千葉土建一般労働組合 かずさ支部）

本陳情は、一般市民が、市内業者を利用して住宅リフォーム工事を行う際、市がその市民に対してその経
費の一部を助成する「住宅リフォーム助成制度」の創設をすることを求めた陳情であり、賛成者少数をもっ
て不採択と決定しました。

第６号 ＪＲ路線の利便性向上と地域住民の足確保に関する陳情書
（賛成者少数で不採択）
（陳情者：かずさ住民の足を守る会）
本陳情は、内房線・久留里線の運転取りやめ・減便となった列車の復元や更なる列車の増便、接続の改善
などのＪＲ路線の利便性向上と利用者・地域住民の足を守るため、利用者・市民の立場に立った「ＪＲ営業
施策」を実現する働きかけを求めるものであり、
賛成者少数をもって不採択と決定しました。

発議案
第10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
（全会一致で可決）

女性議員が活躍できる環境を整備し、より良い住民サービスを実現するため、出産に伴う議会の欠席に
関する規定を設け、女性が政治参画しやすい環境を整えるために、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。

第11号 木更津市議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について
（全会一致で可決）
第12号 木更津市議会委員会等傍聴規則の一部を改正する規則の制定について
（全会一致で可決）

発議案第11号および第12号は、木更津市庁舎の移転に伴い、議場内の傍聴席の定員に変更が生じたため、
関係条文の整備をしようとするものであり、
それぞれ全会一致で可決しました。

‐新しい議場について‐
市役所の庁舎移転に伴い、議場も駅前庁舎７階へ移転しました。
傍聴席の定員は一般席４２人、車椅子席２人で、
以前に比べフラットな造りとなっています。
次回定例会の１２月定例会より新しい議場での議会が開会されますので、皆様のお越しを心よりお待
ちしております。

2015年（平成27年）11月1日（日）

第132号

10

委員会の所管事項調査・議場コンサート
委員会の所管事項調査
各委員会はそれぞれの調査項目について現地調査を行いました。

建設経済常任委員会
○平成２７年９月８日
■君津広域水道企業団十日市場浄水場水質試験について
■木更津市下水処理場長寿命化計画について

君津広域水道企業団十日市場浄水場

基地対策特別委員会
○平成２７年９月１５日
■自衛隊新庁舎について

自衛隊新庁舎

教育民生常任委員会
○平成２７年９月３０日
■特別養護老人ホーム「いわね潮の香園」について
特別養護老人ホーム
「いわね潮の香園」

さよなら議場ミニコンサート
９月定例会最終日（９月１７日）の本会議終了後、木更津第二中学校吹奏楽部による「さよなら
議場ミニコンサート」が開催されました。３年生が引退し、新体制になって間もない中、３曲の素
晴らしい演奏で議場との別れに花を添えて頂きました。
演奏終了後、市議会より記念品および花束の贈呈があり、最後は市議会・市長を始め、全員で記
念撮影を行い、４３年間慣れ親しんだ議場との別れを惜しみました。

曲目
●We're All Alone
●栄光の架け橋
●ふるさと
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議会って？

前回に引き続き議会でどのようなことが行われているか、
連載２回目は「一般質問ができるまで」を紹介いたします。

次回は「請願・陳情」について掲載予定です。

編集後記
本号より一般質問に関して、誰が答弁したのか分かるように表記を加えました。
表記の方法は今後、更にわかり易くしていく予定です。

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）11月1日（日）

◎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
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