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木更津恋物語～冬の新風景～

昨年度に引き続き今年度も冬花火が打ち上げられています。
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きさポンと初詣

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
「旧金田屋洋品店」
検索



一般会計補正予算４,８８１万円減額し、総額４０７億８,８１０万円
平成２７年度一般会計補正予算（第４号）
平成２７年度一般会計補正予算（第５号）
一般会計補正予算額は、歳入歳出予算の総額から４，８８１万円を減額し、補正後の予算総額は、
４０７億８，８１０万円となりました。主な内容は次のとおりです。
主な事業

◆ふるさと応援寄附金事業費 600万円
寄附者数・寄附額ともに当初予算での見込みを大幅に上回り、
寄附者へ送付する記念品代などにかかる経費に不足が生じるため、
手数料と委託料を増額するものです。

◆庁舎維持管理費 3,500万円
光熱水費の不足分及び庁舎の不具合を解消するための消耗品費、
庁舎の不具合を改修するための工事費を増額するものです。

ふるさと納税ポスター

◆中郷小学校建設事業費 △1億1,078万円
事業スケジュールを変更し、既存校舎の解体工事を見直したこ
とにより減額するものです。

◆民間保育園児童保育委託費 2億334万円
平成２７年４月から園児１人当りの委託費の単価改正及び各種
加算補助が追加されたこと、更に当初の見込みより園児が増加し
中郷小学校

たことに伴い増額するものです。

◆江川総合運動場拡張整備事業費 △3,440万円
事業内容の変更に伴い、本年度の実施設計を見送ったことによ
り減額するものです。

◆ＩＣＴを活用した子育て世代女性支援事業費
3,850万円
ＩＣＴを活用したキャリアアップ等の推進を図ることで、子育
てをしながら、より働きやすい環境づくりを促進し、地域におけ

江川総合運動場

る女性の社会進出を高めようとするものです。

人権擁護委員候補者の推薦について
ゆ き お

いく た

鳥飼友季夫氏の任期満了に伴い、生田まゆみ氏を委員の候補者として推薦するものです。

景観条例の制定について
景観法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、良好な景観の形成を推進するための施策
を講ずることにより、木更津らしい個性ある景観の保全と形成を図るため、新たに条例を制定
するものです。
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議案の審議
平成２３年度主要事業
員提案の発議案１件が審議されました。
主な内容と結果を報告します。
１２月定例会では、
市長提案の議案２３件、
請願１件、
陳情１件、
議

木更津金田バスターミナルの設置及び管理に関する
条例の制定について
南房総の交通結節点として、高速バス等利用者の利
便性の向上を図り、木更津金田バスターミナルを設置
するため、新たに条例を制定するものです。

市民会館の指定管理者の指定について

金田バスターミナル

市民会館の指定管理者を株式会社ケイミックスに指定しました。
指定の期間は、平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日までです。

業務委託契約の締結について （議案第９０号）
公共下水道金田西雨水ポンプ場の建設工事を行います。
契約金額：６５億２，０００万円

業務委託契約の締結について
公共下水道木更津下水処理場（主ポンプ施設再構築）
の建設工事を行います。
契約金額：３億６，３００万円

賛否がわかれた議案等の議員別表決結果一覧
１２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４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 ●：反対 −：議長のため採決に加わっていません
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12月定例会では、16人の議員が市政に対する一般質問（個人質問）を行い、大綱37点・195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。

重城 正義

議員

①交通体系の整備について

②介護保険について

鈴木

秀子

議員

①オスプレイの木更津基地整備拠点化
問題について
②福祉医療行政について
︵答弁者 教育長・教育部長︶

③教育行政について
●問 本市の学校給食は千 農協から直接購入できない
葉県推奨米の﹁ふさこがね﹂ のか
で週 回の米飯給食である︒ ●答 教( )学校給食会では︑
子どもたちに週５回の米 無洗米で製パン会社へ納品
飯給食で美味しいコシヒカ しており︑﹁精米﹂を購入
リを食べてもらいたいと考 することはできない︒
●問 精米と無洗米の違い
えるが市の見解は
●答 教(育長 )現在の給食 は何か
費の単価を考えると︑米の ●答 教( )玄米から糠︵ぬ
品種を﹁コシヒカリ﹂に替 か︶を削り落として白米に
え︑週５回にすることは他 することを精米と呼ぶが︑
のおかずの購入費を圧縮し その表面には肌糠と呼ばれ
なければならないため︑難 る粘り気のある糠が残って
いる︒炊く前に米を水で洗
しいと判断している︒
平成 年４月の消費税の うのはこの糠を取り除くた
引き上げに伴い︑給食費の めであり︑無洗米とはこの
額の見直しを検討している︒ 肌糠を精米の段階で取り除
●問 学校給食会を通して いた米のことである︒
木更津産の﹁ふさこがね﹂ ●問 精米から無洗米にす
を購入しているが︑木更津 る過程で電力を消費するた
め︑二酸化炭素の排出は多
く︑精米は環境にやさしく
価格も安い︒製パン会社に
確認したところ︑部品を替
えるだけで精米でも扱える
と聞いている︒業者が精米
を受けてもらえれば︑木更
津市農協から直接購入でき
ると考えるが︑いかがか
●答 教( )対象の業者は本
市以外に富津市・南房総市
で扱っており︑本市だけで
はないため何とも言えない︒

平野

卓義

︵答弁者

議員

を窓口へ呼んで相談に直接
応じるなど︑市民サービス
の充実を図っている︒
今後︑子ども・子育て家
庭の状況に応じた支援を市
が主体となって行うことな
どが求められているため︑
ニーズに的確に対応し︑子
育て支援の充実を図ってい
くための体制整備を進める
中で︑独立した機関として
のセンターについて調査研
究して参りたい︒
●問 旧保健相談センター
が移転し︑地元の住民から
は夜の治安維持等のために
も︑空き施設の早急な有効
活用を望む声がある︒
旧保健相談センターを︑
子育て支援に総合的に対応
でできる施設として活用す
る考えはあるか
●答︵市︶ 旧保健相談セ
ンターは︑現在１階の一部
で君津郡市広域市町村圏事
務組合が運営する﹁夜間救
急診療所﹂が使用している
が︑その他の部分について
利用者は決まっていない︒
今後︑センター開設に向
けた調査・研究の中で活用
を検討することは可能であ
ると考える︒

福祉部長・市民部長︶

①子育て支援の充実について

②市民の健康増進について

●問 現在︑成長に課題を
持つと思われる︑未就学の
子どもたちへの支援の受け
皿となっている︑まなび支
援センターの幼児言語教室
のニーズが非常に多いと聞
く︒十分な支援が困難にな
っている現状を考えると︑
子育て支援に総合的に対応
できるセンターが必要であ
ると考える︒
本市でこのようなセンタ
ーを開設する考えはあるか
●答︵福︶ 子育て支援課
では子育て全般について相
談を受けられる総合窓口を
設置しており︑この窓口か
ら関係部署への案内あるい
は相談者や内容などの状況
により︑関係する担当職員

旧保健相談センター

︵答弁者 福祉部長︶

●問 千葉県及び木更津市
の特別養護老人ホーム︵特
養︶待機者の数は︒またど
こで待機しているのか
●答 県は１万４千 人︑
市
は 人︒
待機場所は居宅 ︑
老人保健施設 ︑
入院中 ︑
療養型病院４︑
養護老人ホー
ム３︑
その他 人である︒
●問 今後の特養の整備予
定は
●答 既存施設に平成 年
度 の増床を予定している︒
●問 本市の特養の多床室
の整備状況は
●答 特養は 床あり︑こ
の内︑多床室は 床で ％︒
●問 個人負担額の平均は
多床室・個室でいくら位か
●答 施設により多少の料
80

金の違いはあるが︑入所者
が要介護３であり非課税世
帯の場合は︑課税年金収入
万以下で月額では多床室
が約４万５千円︑個室で約
６万円である︒
●問 国民年金受給者が支
払える額でなく︑負担を考
えると多床室入所となると
考えるが︑市の考えは
●答 入所費用を考慮し多
床室選択の希望は理解でき
るが︑適切な介護サービス
提供を考え︑費用も大切だ
が本人の生活状況︑心身状
態から環境が重要と考える︒
●問 地域密着型小規模特
養の指定許可権限は市にあ
るが︑多床室の割合を重視
すべきと考えるがいかがか
●答 県の整備方針はユニ
ット型個室の整備が補助金
対象の基本だが︑地域事情
等により必要に応じ個室と
多床室の併設も認められる︒
●問 地域密着型特養でユ
ニット型を最低限配置し︑
残りを多床室にする指定は
可能か
●答 整備基準の但し書き
では︑地域事情等を踏まえ
るとあり︑多床室整備は不
可能ではないと考える︒
木更津市農協
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議員

月スタートのマイナンバー制度

田中 紀子
①

國吉

俊夫

①幼老福祉政策について
②子育て支援について

議員

③障害者への理解促進に
ついて ︵答弁者 総務部長︶
④道路信号機の改善について

永原

︵答弁者

利浩

経済部長︶

議員

613

ＥＤ化すると決定すれば︑
県と市と商店街がそれぞれ
３分の１ずつ負担する制度
がある︒
●問 資料によれば︑電気
代は過去５年間で︑市民部
が答弁した 倍よりも随分
小さな値のようだが︑その
分析は
●答 商店街が街路灯を一
部ＬＥＤ化したことにより︑
電気代の増加が抑制されて
いるものと考えている︒
●問 ＬＥＤ化した商店街
のお陰で現在の電気代に押
さえ込めているのだから︑
残りの 灯の街路灯につい
てもＬＥＤ化を進めたい︒
しかし︑それには先に商
店街がＬＥＤ化を決定する
必要があるということか
●答 その通りである︒
●問 国は 年を目途に︑
国内の照明を実質全てＬＥ
Ｄ化しようという政策的誘
導を決定したようである︒
本市ではそれを待つこと
なく︑既存の補助事業に固
執しない方策の検討も必要
と考えるが市の見解は
●答 街路灯のＬＥＤ化が
更に推進するよう努めてい
きたい︒

①市民の安心・安全確保に
ついて

●問 市民の足元を照らす
灯りには３種類あるようだ
が︑それぞれの設置管理者
は
●答 街路灯は商店街︑防
犯灯は自治会︑道路照明灯
は自治体である︒
●問 街路灯と防犯灯の電
気代の負担者は
●答 街路灯の電気代は︑
商店街が全額を負担し︑予
算の範囲内という条件が付
くが︑２分の１を市が補助
している︒防犯灯の電気代
は全額市が負担している︒
●問 電気代を半減させる
ため︑市民部は本年度︑全
ての防犯灯をＬＥＤ化する
が︑商店街の街路灯は
●答 商店街が街路灯をＬ

市民の足元を照らす灯り

②貧困の世代間連鎖のない
社会を目指して

61 25

︵答弁者 教育長・福祉部長・教育部長︶
③債権管理の組織マネジメント

●問 健常者が障害者への 習会の中で要支援者への理
理解を深めるために有効な 解促進として︑視覚障害︑
手立てとして︑障害疑似体 聴覚障害︑四肢障害の疑似
験学習がある︒
体験を行い︑ 名が参加し
本市における障害疑似体 ている︒
験学習及び講習会の実施状 ●問 市役所職員の疑似体
況は
験研修について市の見解は
●答 現在市内小中学校に ●答 平成 年４月１日に
おいて車椅子疑似体験︑視 障害者差別解消法が施行さ
覚障害者疑似体験︑聴覚障 れることに伴い︑本市窓口
害者疑似体験などを実施し︑ 職員を対象に︑聴覚障害の
高齢者体験や地域の特別養 ある方を講師として︑聴覚
護老人ホーム訪問など福祉 障害者への理解を深めるた
め︑疑似体験を含めた講座
体験学習を実施している︒
を実施する予定である︒
本年度は公立小中学校
また︑認知症に関する知
校中 校で約１千人の生徒
の体験を計画し︑現時点で 識︑認知症の人との接し方
約 人以上の生徒が障害疑 や対応について理解し︑相
似体験学習を修了している︒ 手の立場に立った心構え等
また︑自主防災実務者講 を取得することを目的とし
て︑平成 年度より継続し
て認知症サポーター養成講
座を実施している︒
●問 庁舎移転に伴うバリ
アフリー化の状況は
●答 庁舎移転に伴い駅前
庁舎では︑誘導ブロック及
び多目的トイレを設置した︒
しかしながら︑エレベー
ターの操作盤の点字機能及
び音声案内が未設置のため︑
現在︑建物所有者へ要望し
ているところである︒
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●問 児童虐待の３分の１ る程経済的に困難な準要保
は経済的困難が虐待につな 護世帯の生徒の卒業状況は
がる要因と判断されている︒ ●答 教(育長 )義務教育終
平成 年度の新生児訪問実 了までが教育部所管の対象
であり︑該当生徒の高校進
施率 ％︑平成 年度は
％であり︑社会的ネグレク 学後の卒業状況は把握して
トにさせず評価する︒小学 いない︒
校入学の際︑支援が断ち切 ●問 教育から福祉への横
の連携であるスクールソー
れないための連携は
●答 教(育長 )入学説明会 シャルワーカー Ｓ(ＳＷ の)
で就学援助制度の説明をし︑ 実績は
小学校入学段階から︑希望 ●答 教(育長 )県は南房総
する家庭への経済的支援に 教育事務所管内に１人配置︒
今年度の市内での活動状況
努めている︒
●問 生活保護世帯の生徒 は︑小学校で４家庭７人︑
中学校で５家庭 人に対応︒
の卒業状況は
●答 福( )平成 年度中の ●問 ＳＳＷが関わった生
高等学校等中途退学者はお 徒の高校進学後の連携は
らず︑全員卒業している︒
●答 教( )県立高校からの
●問 生活保護世帯に準ず 要請があれば︑関わりは可
能と聞いている︒
●問 生活保護になる前の
支援体制を充実させるため
に︑市でもＳＳＷの配置は
●答 教( )必要性は高まっ
ているが︑財政的に困難︒
●問 生活困窮者自立支援
制度の必須事業である﹁生
活の支援﹂﹁就労の支援﹂
は今年度から実施している
が︑今後は
●答 福( )﹁学習支援事業﹂
の実施を検討したい︒

5
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議場傍聴席車椅子席

21

600

26

26

◆個人質問 １６人◆

◎１２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12月会議録は平成28年3月初旬頃から）

草刈

慎祐

議員

127

冬花火イベント

110

26

80

10

議員

828752

近藤 忍
①広域行政の推進について

134

②木更津市の活性化について

27

30

斉藤

高根

議員

①平成 年度予算編成方針について
②子育て支援について
③オスプレイ整備について

︵答弁者

13

施策を取りまとめており︑
施策の方向性をより明確に
するため︑４点の基本目標
を定めていく︒
具体的な取り組みとして︑
多様な保育サービスや教育
内容の充実︑産業・創業支
援の拠点整備や空き家バン
クの制度化︑旅客船運行を
含めた新たな交通インフラ
整備などがある︒
●問 経済部としてどのよ
うな提案を考えているか
●答 経( )本市総合戦略の
骨子案で示された４つの基
本目標に基づき︑地域の稼
ぐ力を引き出すための︑﹁し
ごと﹂の創生に焦点を当て
た取り組みを位置づけてい
きたいと考える︒
基本的方向として︑若い
世代の経済的安定の確保や︑
農林水産業の成長産業化へ
の支援などについて検討す
るとともに︑新たな視点と
して︑﹁オーガニックなま
ちづくり﹂の推進に向けた
取り組みも検討している︒
具体的には︑有機農業や
地産地消の促進︑水産業の
持続的発展に向けた支援な
ど︑ の施策を位置づけて
いきたい︒

企画部長・経済部長︶

④地方創生について

●問 市の総合戦略にはど
のような取り組みを盛り込
む予定か
●答 企( )本市では基本計
画﹁きさらづ未来活力創造
プラン﹂をスタートさせた
ところである︒このプラン
は将来における人口減少を
見据え︑未来を担う人づく
りを進める中で︑にぎわい
と活力が循環するまちの創
造を目指すものであり︑国
の﹁まち・ひと・しごと創
生総合戦略﹂の基本的な考
え方と合致するものとして
策定している︒
本市の総合戦略は本プラ
ンを基軸として︑﹁ひと﹂
と﹁しごと﹂の好循環と︑
﹁まち﹂の活性化に資する

４つの基本目標

︵答弁者 経済部長︶

25

28

１地域一体となって、未来を担う「木更
津」っ子を育む
２多様な地域資源の循環によって、地域
経済を活性化させる
３自然との共生をかなえる、アクアライ
ンを活かした移住・交流を促進する
４市民力・地域力を高め、持続可能な自
立するまちを構築する

45

25

●問 本市の観光入込数の に４万６千９人である︒
推移状況は
次に︑観光案内所を利用
●答 観光・レクリエーシ する外国人の数は︑平成
ョン施設への来場者及び︑ 年度が 人︑平成 年度が
祭事やイベント等の観覧者
人︑平成 年度は 月ま
数等を調査したもので︑平 でで 人である︒中国語や
成 年が約１千 万人︑平 英語での問い合わせが多く︑
成 年が約１千 万人︑今 内容は両替場所やアウトレ
年は９月時点で︑前年同月 ットへの行き方が多い︒
比で約 万人増加している︒ ●問 観光案内所での対応
●問 観光振興計画での効 方法は
果目標にある観光入込客数 ●答 主に千葉県国際観光
２千万人及び宿泊者数 万 推進協議会が制作した﹁指
人はいつまでの達成目標か︒ さし会話シート﹂を用いて︑
また︑このうち海外から ジェスチャーによる対応を
の旅行客数や︑観光案内所 図っている︒また︑最近は
スマートフォンの翻訳機能
の利用人数及び利用状況は
●答 達成目標は平成 年 を用いて対応することもあ
ると聞いている︒
度の数値である︒
また︑外国人の入込客数 ●問 バレンタインイベン
は調査していないが︑宿泊 トの予算の概要は
者数は平成 年が２万 人︑ ●答 主催者である恋人の
平成 年は３万７千 人︑ 聖地／中の島大橋プロジェ
平成 年は９月末時点で既 クト実行委員会への補助金
万円と︑会
場を提供するイ
オンモール木更
津や地元商店街
等からの協賛金
を合わせた総事
業費 万円を目
標に実施する計
画である︒
15

①新市役所の状況について

30

地の入居があり︑人口は約
人に成ると計算される︒
●問 人口増で心配なのが
通学区域となる真舟小学校
と第二中学校の教室数であ
る︒現在の数で足りるのか
●答 教( )請西千束台の宅
地供給に伴う人口増を考慮
しなくても︑現在の住民基
本台帳の数値で真舟小学校
と第二中学校は︑平成 年
度には︑現況の施設のまま
では教室数の不足が生じる︒
●問 請西千束台を考えな
くても教室数の不足が生じ
るのであれば︑請西千束台
の人口増加が加わると大規
模な追加建築が必要になる
と思う︒建築費抑制のため
と︑大規模校になって学習
環境が悪化しないためにも
大幅な増設をせずに︑通学
区域の一部を変更するよう
な検討は出来ないものか
●答 教( )通学区域は真舟
小学校の開校に合わせ平成
年４月に変更したばかり
なので︑すぐに変更すると
混乱を招きかねないが︑校
舎の増築等の施設整備とあ
わせ︑通学区域の変更も視
野に入れながら総合的な見
地により早急に検討したい︒
940

26
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工事の進む千束台

31

526

19

26 25

27 26

②区画整理の進捗について

34

︵答弁者 都市整備部長・教育部長︶
③社会教育の課題について

●問 請西千束台土地区画
整理組合の新たな業務代行
会社である㈱新昭和は︑市
内各地で大規模開発をして
きており︑実績を見れば宅
地完成後は早期に住宅建築
が開始さると推察される︒
仮に新昭和が開発した羽
鳥野３丁目と４丁目と同じ
速度で入居がされた場合︑
人口はどの様に推移すると
推計できるか
●答 都( )羽鳥野３丁目︑
４丁目はともに宅地開発が
完了した４年後に約９割の
入居があった︒これを請西
千束台の保留地に当てはめ
ると︑工事完了予定の平成
年度から起算して︑４年
後の平成 年度には︑ 宅
30

6

高橋 てる子

90 27

議員

財政課

佐藤

多美男

議員

①オスプレイの木更津基地
整備拠点化問題について
︵答弁者 市長︶
②新火葬場の建設について

大村

富良

議員

①行政サービスの拡充について

︵答弁者 市民部長・福祉部長︶
②金田総合高速バスターミナルについて
③公園の整備について

●問 庁舎が民間商業施設 促進に努め︑併せて休日の
と併設されている建物へ移 窓口開庁に対する課題︑市
転したことを受け︑行政サ 民ニーズ等を研究していき
ービスの拡充の観点から︑ たい︒
住民票などの窓口発行業務 ●問 ひとり親家庭など子
を休日にも実施すべきと考 育て中の忙しい住民に対し︑
えるが︑市の見解は
子育て支援手続きのため︑
●答 市( )現在︑休日の窓 休日受付を行うことは必要
口開庁に代わる事業として︑ と考えるが︑市の見解は
開庁時に電話による受付を ●答 福( )子育て支援関係
行い︑平日は守衛︑土日祝 の手続きとして︑児童手当︑
日は市職員の日直により︑ 児童扶養手当の認定請求や
住民票と印鑑登録証明書の 現況届のほか︑ひとり親家
交付を行っている︒また︑ 庭の養育相談・就労相談な
出生・婚姻・死亡等の戸籍 ど多種の受付事務がある︒
これらの中で申請件数が
届の預かりも行っている︒
更に︑提携している全国 多く︑時期が集中するもの
のコンビニで住民票などの は︑郵送受付や身近な場所
交付事業を実施しているた での出張受付等を行ってい
め︑まずはこの事業の普及 る︒休日受付は今後課題等
を調査研究していきたい︒
●問 郵送受付だけで手続
きは完了するのか
●答 福( )申請内容や相談
内容によっては窓口で手続
きや相談の必要がある︒
●問 子育てに関する面談
及び相談などの時間外の対
応状況は
●答 福( )緊急を要する案
件は︑相談中に閉庁時間に
なったとしても︑閉庁時間
後も引き続き対応している︒

7
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①平成 年度行財政経営に
関して

28

︵答弁者 財務部長・総務部長︶

●問 オスプレイ機体定期 を確認することが重要と考
整備拠点が木更津に選定さ えている︒
れたことに対する市長のコ ●問 墜落事故などの市民
メントの中で︑﹁市民の安 の不安をどう払拭するのか
心・安全がしっかり確保で ●答 木更津駐屯地への飛
きるよう︑徹底した安全対 来ルート︑飛行時間︑試験
策と環境への最大限の配慮 飛行区域等︑今後米軍に要
について確認していく﹂と 請する事項については協議
ある︒これはオスプレイの 結果を確認し︑市民の安心・
木更津基地整備拠点化につ 安全がしっかりと確保でき
いて﹁了承﹂した上での対 るよう対応していく︒
応︑要請と受け取られるが︑ ●問 市として日本国と米
市長は容認の立場か
軍の間で﹁協定﹂の締結を
●答 国の安全保障の問題 要請する考えはあるか
に関して︑自治体として協 ●答 現在︑国において協
力していくことの必要性は 定の締結について文書化も
認識している︒しかしなが 含め検討されていることか
ら︑市民が不安や疑問を抱 ら︑まずは検討結果の連絡
く事項については国に対し を待ちたいと考える︒
しっかり要請し︑対応内容 ●問 横田基地に配備予定
のＣＶオスプレイの追加整
備はないか
●答 ＣＶオスプレイの整
備については︑今般の入札
の対象には含まれていない
と聞いている︒
●問 木更津基地へのオス
プレイ配備︑そして訓練基
地化の可能性は
●答 木更津駐屯地への配
備︑または訓練基地化とい
った計画はないとの説明を
受けている︒
陸自が導入するオスプレイ

28

10

28

●問 平成 年度予算編成 ●問 行政改革計画が示さ
方針には︑﹁経常事業に係 れていない︒いくらお金を
る経費を︑平成 年度９月 削減できるかわからないと
補正後所要額の ％と設定 予算に反映できないのでは
し要求すること﹂とされて ないか
いる︒
●答 総( )物件費のうち委
しかし︑人口が増え︑企 託事業について︑全庁的に
業進出もあり︑地価も上昇 経費縮減を検討するための
し︑税収も増えているのに︑ ヒアリングを実施した︒
●問 経常収支比率を１ポ
なぜ今マイナス要求なのか
●答 財( )経常経費の抑制 イント下げるにはどのくら
に取り組んでおり︑増額幅 い下げればいいのか
が大きかった物件費の抑制 ●答 財( )経常経費充当一
を課題とし︑事業の見直し 般財源を２億５千万円抑制
する必要がある︒
や廃止を検討している︒
％マイナスできる
●問 削減しないとどうな ●問
と経常経費はどのくらい下
るのか
●答 財( )道路や施設整備 げられるのか
の投資的経費に向ける財源 ●答 財( )約３億６千万円
の減額が見込まれる︒
が制限される︒
●問 公共施設白書はいつ
ごろできるのか︒市民へは
公表するのか
●答 総( )平成 年２月末
の作成を予定している︒施
設の現状を知ることは重要
なので︑公表を考えている︒
●問 公共施設再配置計画
はどのように進めるのか
●答 総( )市民との情報共
有が不可欠なので︑市民説
明会を実施し︑必要性を理
解してもらうよう努める︒

子育て支援課

◆個人質問 １６人◆

◎１２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

竹内 伸江

議員

①行政サービス向上のために
②教育環境の向上について

③学校教育の充実について

座親

政彦

議員

①公共施設マネジメントに
ついて

渡辺

厚子

議員

①読書環境の向上にむけた
図書館の取り組みについて

595

ために︑通常より大きなポ
イントで印刷された本で︑
平成 昨年度末で２千 冊
の蔵書が有り︑昨年度は３
千 冊が利用された︒
●問 音声と一緒に文字や
画像が表示される﹁マルチ
メディアデイジー図書﹂は︑
視覚障害の他にも︑発達障
害等のために通常の書籍を
読むことが困難な人にとっ
て有効であることが国際的
に認められているが︑この
活用についての考えは
●答 本市図書館では︑マ
ルチメディアデイジー図書
の所蔵はないが︑資料や再
生機器の研究を行い︑より
多くのハンディキャップの
ある方々の読書環境整備を
進めていきたい︒
●問 図書館の雑誌購入費
を企業に負担してもらう代
わりに︑雑誌のカバーに企
業広告を掲載するという﹁雑
誌スポンサー制度﹂につい
てどう考えているか
●答 節減した費用で他の
サービス展開ができる可能
性もあることから︑制度や
運用方法の研究など︑先進
図書館の事例をできるだけ
早い時期に収集したい︒

26
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︵答弁者 教育部長︶
②市民の文化芸術活動をより多くの人が
楽しむために

●問 読書のバリアフリー
化について︑﹁点字図書﹂
では本市の図書館は県内上
位の蔵書数であるが︑﹁き
さらづ点訳の会﹂とどのよ
うに取り組んできたのか
●答 ﹁きさらづ点訳の会﹂
は会員 人ほどで︑図書の
点訳の他︑楽譜・時刻表・
地図なども点訳しており︑
図書館主催のボランティア
講座・点字教室の講師等も
努め︑永年の活動で︑各種
表彰も受賞している︒
●問 ﹁大活字本﹂につい
て︑本市の蔵書と利用状況
は
●答 大活字本は弱視や高
齢によって活字が読みにく
くなった人に利用して頂く

大活字本
（資料：(株)大活字）

︵答弁者 市長︶

29

28

28

12

計画は︑平成 年３月に素
案を市議会に説明し︑パブ
リックコメントを経て６月
議会で報告する︒
再配置計画は︑総合管理
計画と並行し平成 年４月
から策定に取り掛かり︑
月議会で素案を説明し︑パ
ブリックコメントを経て平
成 年３月議会で報告予定
である︒
外部有識者による審議会
の設置は︑各部等の長で構
成する﹁行政改革推進会議﹂
で協議・検討を行い︑また︑
有識者で構成された﹁行政
改革推進委員会﹂での検討︑
審議を行う︒
●問 再配置計画策定後の
進め方等のスケジュールは
●答 再配置計画に基づき︑
策定を予定している実施計
画により順次行っていく︒
財政負担の軽減︑平準化
を考慮し︑中長期的なスパ
ンで建替え︑統廃合︑複合
化などを行っていくが︑概
ね５年毎に実施すべき施設
など︑優先順位を決め︑一
定の時期に再配置にかかる
費用が集中することがない
ように︑財政負担の平準化
を考慮した実施計画とする︒

20

教育長︶

●問 公共施設マネジメン
トを展開していく上での基
本方針は
●答 全ての施設の更新費
用や維持補修費︑必要な機
能や規模を把握した上で︑
更新の時期や︑統廃合・複
合化︑並びに維持管理費の
削減などの計画を立て︑﹁将
来に渡って持続可能なまち
づくりを行える土台作り﹂
を基本的な方針として策定
する︒
●問 推進体制について︑
公共施設等総合管理計画及
び再配置計画策定までの大
綱的スケジュールと︑外部
有識者などをメンバーとし
た審議会の設置の考え方は
●答 公共施設等総合管理

公共施設
（中央公民館）

︵答弁者

18歳選挙権

18

18

●問 平成 年度経営方針 や責任者が学校給食課と連
の重点施策の中で︑特に学 携を取るための給食会議の
校給食の食育推進計画につ 開催状況は
いて掲げているが︑具体的 ●答 月一回︑給食の食べ
にどのような施策なのか
残しを減らすための協議等︑
●答 本市農村部に位置す 情報交換︑諸問題の提示︑
る小中学校の自校式給食提 解決策を探るための栄養士
供を活かし︑地元産品を食 会議や︑給食センター委託
材として使用し︑さらに給 事業者との委託状況の報告︑
食の食べ残しを肥料化し︑ 確認︑問題点の相互理解︑
地元の生産者に還元を行う︒ 解決に向けての月例会を開
食物の循環により︑地域 催している︒また︑給食セ
経済を活性化するとともに︑ ンター配食校連絡協議会は︑
児童・生徒の食育の授業に 学期に一回開催している︒
活かしていく︒本施策は﹁木 ●問 次の参院選より 歳
更津市まち・ひと・しごと から選挙権が与えられるよ
創生総合戦略﹂の一事業と うになり︑主権者教育は待
ったなしの段階を迎えてい
して位置づけられている︒
●問 給食センター︑自校 る︒早い時期から社会や政
式︑親子式配食校の栄養士 治に関心を持ってもらう教
育が必要と考えるが︑小中
学生への主権者教育の取り
組みは
●答 総合的な学習の時間
等において︑地域の生活や
産業等について学び︑地域
の将来を担おうとする意識
の醸成を図っている︒
歳選挙権への移行を踏
まえ︑現在の小中学生の学
習内容を通して︑将来の有
権者としての意識を高める
教育に取り組む考えである︒
28
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◎１２月定例会 一般質問と答弁の概要

◆個人質問 １６人◆

道の駅整備予定地

運営業務を民間事業者等に
一括して発注する︑ＤＢＯ
方式を採用した事業者の募
集及び選定に関する概要が
示されていたが︑事業者選
定等に関する考え方は
●答 農業振興の推進︑地
域交流拠点としての事業展
開︑長期安定的な運営を柱
としており︑管理運営にお
ける地元生産者等との連携︑
地域の特色を活かした事業
展開を重視している︒
●問 開業に向けたスケジ
ュールは
●答 実施設計業務を経て︑
平成 年９月頃に整備着手
を予定していることから︑
平成 年度の出来るだけ早
い時期の開業を目指してい
る︒
また︑﹁道の駅﹂の登録
時期は︑実施設計が終了し︑
登録に必要な事項が明確と
なった段階での申請を考え
ており︑平成 年度の後半
を予定している︒
●問 ﹁道の駅﹂の名称の
決定方法は
●答 地域振興のための拠
点施設であることから︑地
域の意見を尊重できるよう
な方法を検討したい︒
29

議員

23

三上 和俊

10

︵答弁者 経済部長︶

27

①経済の振興について

●問 平成 年 月 日に
﹁道の駅﹂整備に向けた実
施方針が公表されたが︑そ
の後の進捗状況は
●答 現在︑事業者の募集
要項︑要求水準書︑審査基
準書等を作成しているとこ
ろである︒平行して事業者
選定方法等を審議するため
の︑第１回選定委員会の開
催を予定している︒
また︑﹁道の駅﹂事業者
の決定時期は︑約２か月間
の民間事業者等からの提案
募集︑プロポーザル︑第２
回選定委員会の審査後とな
ることから︑平成 年度末
を見込んでいる︒
●問 実施方針では施設の
設計︑建設及び維持管理・
27

28

28

請願

第２号 所得税法第５６条廃止を求める意見書提出のための請願書（請願者：県南部民主商工会）
趣旨：所得税法第５６条の条文の趣旨により、地域経済の担い手である中小業者の営業を支えている家族
従業者の働き分を、
「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入し
ない」とし、必要経費としていないことから、家族従業者の働き分、人権を認めないものと考え、所得税法第
５６条の廃止を求める。
本請願は、賛成者少数をもって不採択と決定しました。

陳情

第８号

緊急に介護報酬の再改定を求める陳情書（陳情者：社会保障推進千葉県協議会）
趣旨：２０１５年４月に改定された介護報酬がほぼ全てのサービスで基本報酬が引き下げられ、認知症・
中重度の利用者に対応する加算や介護職員の処遇改善加算を除けば、かつてない大幅なマイナスとなって
いることから、介護事業者と介護労働者が充実したサービスを提供できるよう、緊急に介護報酬を大幅に引
き上げること及び介護報酬引上げが、住民・利用者の保険料・利用料負担増につながらない措置をとること
を求める。
本陳情は、賛成者少数をもって不採択と決定しました。

１２ 月定例会の日程
日

程

１１月２５日(水)
１２月１日(火)

事

の

内

容

１５日(月)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（諸報告／議案等上程）
本会議（諸報告／一般質問／議案の訂正／

●声の議会だよりについて

追加議案上程）

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。

２日(水)

本会議（一般質問）

３日(木)

本会議（一般質問）

●会議録の検索･閲覧について

議案等付託）

平成27年12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12月会議録【HP版】は平成28年3月初旬公開予定です。）

８日(火)

総務常任委員会

●本会議のインターネット中継について

９日(水)

教育民生常任委員会

１０日(木)

建設経済常任委員会

４日(金)

１５日(火)
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議

次回定例会は、２月１６日(火)から開催予定ですが、正式には２月

本会議（一般質問／議案等大綱質疑／

本会議（諸報告／議案の訂正／議案等審議／
発議案上程・審議）

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
12月定例会の傍聴者は75人で、平成27年累計で483人となっています。
ぜひ、次回の本会議、委員会を傍聴してみませんか。

2016年（平成28年）2月1日（月）

基地対策関係施策に関する要望書・発議案について
オスプレイの定期機体整備について
平成２７年１０月３０日に米海兵隊オスプレイの整備企業が富士重工業㈱に決定したことを受け、基地
対策特別委員会へ１１月５日に防衛装備庁及び北関東防衛局より、陸上自衛隊木更津駐屯地における日米
オスプレイの共通整備基盤についての詳細な説明がありました。説明後は委員から環境面や今後のスケジ
ュール、特に安全面で多くの質疑があり、今後も市民の安心・安全を重点的に対応いただくよう要望しま
した。
また、１２月１４日には平成２７年５月にハワイで発生したＭＶ−２２オスプレイの着陸失敗の事故原
因について説明がありました。事故の原因は、パイロットのリスク管理及び過剰な砂塵の吸入であり、オ
スプレイの設計に根本的な欠陥があるわけではなく、本件を踏まえた再発防止策についても既に処置済み
であると説明を受けました。
このような中、１２月１５日の本会議最終日に、基地対策特別委員会委員より基地対策関係施策に関す
る要望書を提出するための発議案（第１３号）が提出されました。要望書の中には
１．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
２．住宅防音事業の充実強化を進めること
３．地域との共生に務め防災や産業活性化に寄与す
ること
４．基地に関する市民の安心安全を確保し市民に情
報を提供すること
の４項目について要望されており、賛成多数で可決
となりました。
提出された発議案が可決されたことを受け、１２月２２日には滝口議長、白坂副議長、近藤基地対策特
別委員会委員長、重城副委員長が北関東防衛局を訪れ、小柳北関東防衛局長へ要望書を提出しました。
１．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
陸上・海上・航空の３自衛隊を抱える木更津
特定防衛施設周辺整備調整交付金は、基地
市議会は、基地に対する周辺住民の理解と協
周辺住民の基地に対する理解と協力を得るた
力を得るため、生活環境の整備や住民福祉の
向上等に鋭意努力しているところであります。 めに重要な施策であり、木更津市もこの交付
昭和11年の木更津海軍航空隊の配備により、 金を活用し生活環境の整備や住民福祉の向上
木更津市は「軍都」としての歴史を積み重ね、 等に鋭意努力しているものの、基地の所在に
よる特殊な財政需要の増大により厳しい財政
基地とともに発展してきました。太平洋戦争
需要にあることを鑑み、交付金の所要額を確
終結後、米国空軍及び海軍が駐留し、昭和27年
保することを要望します。
の日本国とアメリカ合州国との間の安全保障
また、本年度より工事に着手された江川総
条約（旧安保条約）の締結等により、在日米軍
に提供されたものの、昭和31年に航空自衛隊
合運動場は基地の存在に伴う航空法の制限地
木更津基地が発足し、在日米軍の撤収後も自
域でもあり、かつては多くの住民が居住して
衛隊の部隊が駐屯し、現在では全国でもまれ
いた集落から先祖代々の土地を国に譲り移転
な陸、海、空の全てが存在する都市となり、市
していった場所であります。当該場所に人々
内にも数多くの自衛隊員が居住し、自治の一
が集い楽しむ運動場が出来ることは基地に協
翼を担っていただいております。
力してきた周辺住民にとっては祖先の土地が
しかしながら、工場立地に好条件の東京湾
有効に活用される喜びを育む事業であり、広
に面した海岸線を有しながら、滑走路を有し
く木更津市民にとっても運動施設の整備は待
た木更津飛行場が立地することで、京葉臨海
ち望まれている事であります。早期完成に向
工業地帯が本市を回避する形態で造成される
けた予算の充分な確保と事業の進捗をあわせ
こととなり、近隣市に比べ法人税収増大の機
て要望します。
会を失うばかりか、固定資産税に見合うよう
な交付金も受けることが出来ず、木更津市は
２．住宅防音事業の充実強化を進めること
厳しい財政状況にあります。
飛行場周辺地域における騒音環境基準（現
日本の国防のための自衛隊の存在は理解し
行62db）を航空機騒音の環境基準（現行57db）
ますが、国においては、我が国の安全保障環境
まで引き下げるとともに、騒音環境被害の実
が厳しさを増す中で、本市が果たしている役
態に即して補助対象区域を拡大することを要
割を十分ご賢察いただき、実現を図るよう強
望します。
く要望します。
また、緑地帯や緩衝地帯については地域の
平成２７年１２月２２日
環境を悪化させないよう適切な管理を講じる
防衛大臣
中 谷 元 様
よう要望します。

基地対策関係施策に関する要望書

木更津市議会議長

2016年（平成28年）2月1日（月）

滝 口 敏 夫

３．地域との共生に務め防災や産業活性化に
寄与すること
木更津駐屯地は第一ヘリコプター団の常駐
により日本国内はもとよりアジア各地の災害
に対応する能力を備えておりますが、地元自
治体とも災害時の協力体制を構築し、防災の
拠点機能を高め住民の安全確保に寄与するこ
とを要望します。
また糧食、物件の地元調達を促進するとと
もに、防衛施設関係工事及び維持修繕等の地
元企業の受注機会の確保、基地関連企業の法
人登記及び従業員宿舎を市内に設置し、市民
の雇用を積極的に行うよう指導することなど、
地元産業の活性化を通じて地域との共生に務
めることを要望します。
４．基地に関する市民の安心安全を確保し市
民に情報を提供すること
本年10月30日に防衛省から、米海兵隊オス
プレイの定期機体整備について木更津駐屯地
内の格納庫において民間企業が行うことの発
表がありました。オスプレイについては、国民
の安全性や環境面に対する不安が完全に払拭
されたとは言い難い状況にあることから、安
全の確保や環境の遵守を文書として示し市民
の理解を得るとともに、十分な説明と情報提
供を行うことを要望します。
また現在運用している各種航空機等につい
ても事故防止のため、安全対策を徹底すると
ともに、万が一、事故発生の場合には、その実
態を速やかに市へ報告し、被害に対しては速
やかに十分な補償措置を講じ、原因究明を行
って再発防止に万全を期することを要望しま
す。
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委員会活動について
委員会の行政視察
行政視察は、他の自治体が行っている施策等を調査研究し、本市の市民福祉の向上やまちづ
くり施策に活かそうとするものです。
行政視察の調査項目は、委員会の所管事項に関し各委員会で協議して決定しています。

総務常任委員会
●平成２７年１０月１９日〜２１日
■静岡県焼津市「タブレット型ＰＣ端末の導入」
■愛知県高浜市「アウトソーシングの取り組み」
■愛知県瀬戸市「公共施設等総合管理計画の策定」

静岡県焼津市での視察の様子

教育民生常任委員会
●平成２７年１０月７日〜９日
■奈良県大和郡山市「不登校対策総合プログラム「ＡＳＵ」」
かしはら

■奈良県橿原市

「子ども総合支援センター」

■大阪府羽曳野市 「はびきの中学生 study-O（スタディオ）」
大阪府羽曳野市での視察の様子

建設経済常任委員会
●平成２７年１０月１４日〜１６日
■大阪府堺市

「三宝下水処理場」

■大阪府泉大津市「火葬場「ゆうしお」」
■大阪府岸和田市「ため池水上太陽光発電事業」
大阪府堺市での視察の様子

委員会の所管事項調査
建設経済常任委員会は、操業期間の５年間の延長が決定した、かずさクリーンシステムの現状及
び今後の予定を調査するため、平成２７年１１月１７日に現地視察を行いました。
施設の概要と以下の調査項目について説明を受け、コスト
ダウンへの取り組みや処理能力、ゴミの受け入れ量及び内訳
などについて質疑を行った後、施設内を見学しました。
調査項目
・操業期間の延長とそれに伴う補修について
・環境保全対策と排出ガスの測定方法について
・余熱利用について
・溶融飛灰の処理について
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2016年（平成28年）2月1日（月）

Ｔｏｐ
ｉ
ｃｓ
シリーズ

議会って？

連載３回目は「委員会付託及び請願・陳情について」を紹介いたします。

次回は「質疑・討論・採決」について掲載予定です。

編集後記
今回より各議員の議案に対する賛否を公開するようになりました。これは議員個人の責
任の所在を公にすること及び開かれた議会を目指すことを目的とし、広報委員会からの提
案により実現しました。なお、公開は市議会ホームページにも掲載しております。
今後も開かれた議会を目指し、積極的な情報公開を目指してまいります。

木更津市議会広報委員会

◎永原利浩

○石川哲久

2016年（平成28年）2月1日（月）

◎委員長 ○副委員長
石井徳亮
竹内伸江
座親政彦
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