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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

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。

市内のレトロ建築シリーズ

「郷土博物館

検索



今回は
「金沢美容室」
金のすず」
の展示物などを順次紹介します。

場所：木更津市中央２−３−２４

正副議長就任あいさつ・委員会構成名簿
私たちは︑このたび議員各位のご推挙により︑第 代議長︑
第 代副議長にそれぞれ就任いたしました︒身に余る光栄で
あり︑職責の重大さを痛感いたしております︒
本市においては︑市制施行 周年︑アクアライン開通 周
年︑さらには︑地方自治法が施行され︑ 周年にあたります︒
私ども議会は︑地方自治法に則り︑議会人としての資質を
高め︑これからの木更津市のため︑共に努力していかなけれ
ばならないと考えております︒
また︑開かれた議会︑進んだ議会を目指し︑議会基本条例
の制定や︑議会のペーパーレス化に向け︑まい進してまいり
たいと思います︒
さらには︑ 歳から認められた選挙権年齢にあるように︑
低年齢の方々に︑議会に興味を持っていただけるよう︑積極
的な公開を進めてまいりたいと考えておりますので︑市民の
皆様の深いご理解とご協力をいただきますようお願い申し上
げます︒

正副議長就任あいさつ
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委員会構成名簿
斉藤高根議員の

（平成29年6月8日現在）

総務常任委員会

教育民生常任委員会

◎委員長
建設経済常任委員会

○副委員長

議会運営委員会

議長就任及び重城

◎座親

政彦

◎渡辺

厚子

◎岡田

貴志

◎三上

和俊

正義議員の副議長
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住ノ江雄次
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英義

滝口

敏夫

三上

石井

勝

就任に伴い、各委
員会に変更があり
ました。
変更後の委員構
成をお知らせします。
基地対策特別委員会

和俊

広域行政等特別委員会

地方創生特別委員会

佐藤多美男
議会基本条例策定特別委員会

氏名後ろの☆印の委
員が、変更となった
委員です。
市議会広報委員会
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篠崎
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田中
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石井
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平野

卓義☆

鈴木

秀子

國吉

俊夫

敏夫☆

佐藤多美男
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平成２３年度主要事業
平成２９年４月臨時会
平成２９年４月臨時会
４月２８日（金）に臨時会が召集され、議案４件が審議されました。

議案第３４号

専決処分の承認を求めること

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行に伴い、木更津市税条例等の
一部改正について専決処分したため、議会に報告し承認を求めるものです。

議案第３５号

個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定

個人情報の保護に関する法律及び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
等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文の整備をするものです。

議案第３６号

市税条例の一部を改正する条例の制定

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文の整備を
するものです。

議案第３７号

工事請負契約の締結

「道の駅」整備工事（２期工事）の工事請負契約の締結に伴い、議会の議決に付すべき契約
及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を得るものです。
工事概要：
木更津市「道の駅」整備工事（２期工事）
「道の駅木更津 うまくたの里」地域振興施設棟及び
トイレ棟建築工事、機械設備工事、電気設備工事
木造１階建て 延べ面積９９４．４４㎡
契約金額：３億３，４９０万８，０００円
契約の相手方：株式会社ヤマト
なお、これらの議案は全て全会一致で可決されました。

道の駅予定地

政務活動費の収支報告書について
平成２８年度の各会派の政務活動費の収支報告書をホームページ上で公開しました。
政務活動費は条例に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、会派
に対し政務活動費が交付されます。
・交付対象
会派（所属議員が1人の場合を含む）
・交付金額年額 240,000円（月額20,000円）×会派の所属議員数
・交付の方法
４月に一括交付
・経費の範囲
政務活動に要する経費を充てることができる範囲は全１１項目で、主な支出
は以下の項目です。
調査研究費：市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
広 報 費：調査研究活動、議会活動、市の政策について住民に報告するための経費
資料作成費：調査研究活動のために必要な資料の作成経費
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一般会計補正予算 ８,８５９万円追加し、４３８億８５９万円
平成２９年度一般会計補正予算（第１号）
一般会計補正予算額は、歳入歳出予算の総額に８，８５９万円を追加し、補正後の予算総額
は、４３８億８５９万円となりました。主な内容は次のとおりです。

主な事業

一般職人件費

2,671万円

任期付職員（保育士）の雇用にかかる経費です。
任期付職員の採用人数は１０名を予定しています。

生活困窮者自立相談支援員報酬

213万円

吾妻保育園

相談支援員・就労支援員の雇用にかかる経費です。
採用人数は２名を予定しています。

給食センター整備事業費

350万円

建物内部の天井、壁面、床面等に亀裂等があり、給食の調理
等をするにあたり、衛生管理上問題があることから、夏休み期
間中に修繕工事を実施します。
学校給食センター

道の駅等交流拠点整備事業費

5,150万円

平成２９年秋に開業予定の道の駅の蓄電池付太陽光発電設備の導入、臨時駐車場の整備、側
溝蓋掛け、出口の車歩道切下げに要する経費です。

農業委員会委員の任命
農業委員会委員に以下の１８名を任命するものです。
氏

名

あんどう

かずお

再任

進

再任

修一郎

再任・認定農業者

やまぐち

すすむ

山口

しゅういちろう

鈴木

すぎやま

杉山

たかし

孝

再任

功一

再任

宏益

再任

幸子

再任

康正

再任

彰

新任・認定農業者

じびき

こういち

しみず

ひろゆき

地曳
清水

えじり

江尻

じつかた

實形

よしだ

考

一男

安
すずき

備

田

さちこ

やすまさ
あきら

氏

名

おかざき

くにひこ

いちかわ

まさあき

岡﨑
市川

たかはし

髙橋

おかもと

岡夲

新任・認定農業者

雅章

新任・認定農業者

勇

新任・認定農業者

勇

新任・認定農業者

文夫

新任

勇

新任・認定農業者

博幸

新任・認定農業者

和義

新任

啓大

新任・認定農業者

いさむ
いさむ

ふみお

おざわ

いさむ

小沢

あきば

ひろゆき

よしだ

かずよし

秋葉
田

なかがわ

中川

考

彦

やまだ

山田

備

あきひろ

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労
働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律及び児童福祉法等の一部を改正する法律の施行
に伴い、関係条文の整備をするものです。
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議案の審議

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
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。

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及び資産割額の税率の変更（※）また、地方税法及び航空機燃料譲与
税法の一部を改正する法律等の施行に伴い、関係条文の整備をするものです。
（※）国民健康保険税の税率変更内容
変更前

変更後

所得割額の税率

７．３２％

７．６６％

資産割額の税率

１６％

８％

地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定
都市計画地区計画（請西千束台地区地区計画）の決定に伴い、関係条文の整備をするものです。

地域交流拠点施設の指定管理者の指定
地域交流拠点施設（道の駅木更津 うまくたの里）の指定管理者を指定しようとするため、地方
自治法の規定により、議会の議決を得るものです。
指定管理者となる団体：株式会社TTC
指定の期間：地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の施行の日から平成４４年３月３１日まで

工事請負変更契約の締結
平成２８年１２月１４日に可決された旧庁舎及び第二庁舎解体工事に係る工事請負契約の変更契
約の締結をするにあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定
により、議会の議決を得るものです。
変更内容：旧庁舎の解体工事において確定したアスベスト含有物及び旧庁舎敷地の土壌中に埋められ
ていた基礎杭の残置物の処分費の増額
契約金額：３億４，９７７万９，６００円（１，５３０万３，６００円の増額）

議案等の議員別表決結果一覧
６月定例会に提出された議案等のうち、賛否がわかれた案件は２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。

退：地方自治法第１１７条の規定による退席により、表決に参加していません。
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5

2017年（平成29年）8月1日（火）

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
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。

和俊

議員

金田漁港

三上
①海の日によせて

渡辺

厚子

議員

市長・教育長︶

①各事業の充実と向上を
目指して

座親

︵答弁者

政彦

教育長︶

議員

①教育行政について

22

●問 ﹁仮想シンクライア 通知表︑指導要録等の帳票
ントシステム及び校務支援 作成を可能とする校務支援
システム﹂の導入に向けた システムの導入により︑ど
今後の見通しは
れだけ校務事務が省力化さ
●答 教育機器導入検討委 れ学校職員の負担軽減がな
員会での審議と︑先進市へ されるかを検証していく︒
の視察も行い︑その結果︑ ●問 小・中学校の教職員
本年度︑パイロット校とし の出退勤管理の状況は
て︑小学校１校︑中学校２ ●答 出勤は全 校で出勤
校を選定し︑﹁仮想シンク 札や出勤簿を用いて管理し︑
ライアント及び校務支援シ 退勤は最終退勤者が退勤簿
ステム﹂の運用を開始する︒ 等に記入する形で管理して
市内全小中学校への導入に いる学校が 校︑把握でき
向け︑検証を重ねていく︒
ていない学校が 校で︑パ
●問 導入時期及び検証内 ソコンやタイムカードで出
容は
退勤管理をしている学校は
●答 ３校同時に９月１日 ない︒
運用開始を目途に準備を進 ●問 多忙化要因と業務負
め︑検証内容としては統一 荷軽減対策は
化された出席簿︑成績処理︑ ●答 小学校では提出物へ
の対応︑教材研究等の授業
準備︑生徒指導とその対応︑
これらに加えて中学校では︑
部活動指導が多忙化の要因
となっている︒
業務負荷軽減対策として
は︑ノー残業デー・ノー部
活動デーの設定︑行事の精
選と会議の効率化︑校務事
務の電子データ化等で対応
している︒この他にもワー
クライフバランス委員会を
設置している学校もある︒

32

10

︵答弁者

●問 ﹁子どもに関わる取
り組みの充実に向けて﹂︑
部活動に必要な用具の中で
も︑高額な楽器を各自で購
入するケースを聞くが︑家
庭で眠っている楽器を募っ
て利活用する考えはないか
●答︵教育長︶ ﹁休眠楽
器﹂を募集し︑修理・調整
をして学校に配る事業は︑
昨年から松戸市が始めてい
る︒寄付の受け入れ場所︑
楽器店との協力体制づくり
や経費等課題も多いが︑今
後︑松戸市の取り組みを注
視していきたい︒
●問 パラスポーツの体験
型授業﹁あすチャレ！スク
ール﹂について︑応募状況
と今後の取り組みは
●答︵教育長︶ ４月に市
内小中学校に実施校募集案
内を配布し︑現在のところ

24

実施を検討中の中学校が１
校ある︒今後も︑パラアス
リートとの交流学習の実践
の機会を増やしていきたい︒
●問 平成 年に本市で発
足した︑障害のある子ども
達を対象とした仕事体験プ
ログラム﹁ぷれジョブ﹂の
現状と今後の課題は
●答︵市長︶ ぷれジョブ
木更津連絡協議会の発足時
には︑働く体験を希望する
チャレンジド１名から職場
体験が始まり︑平成 年度
には﹁木更津市協働のまち
づくり活動支援事業﹂に採
択されたことから︑広く認
知され︑活動が活発になり︑
チャレンジド 名︑働く場
を提供するサポート企業
社︑職場体験に同行しサ
ポートするジョブサポータ
ー 名と広がりをみせるが︑
現在はチャレンジド
が２名と大変少ない
状況︒
今後の課題として
は︑まずは︑チャレ
ンジドの人数を増や
すこと︑また︑更に
活動を周知すること
の二つであると考え
ている︒

パイロット校（木更津第一中学校）

経済部長︶

らず︑停泊できない状況で
ある︒
漁港をプレジャーボート
に開放するには︑専用の停
泊施設の整備はもちろん︑
航行による養殖施設への影
響や︑漁業活動への支障が
生じないよう対策を講じる
ことなど︑さまざまな課題
がある︒まずは漁業協同組
合との意見交換などを通じ
て可能性を探っていきたい
と考えている︒
●問 漁業協同組合から未
利用地の有効活用に関する
相談はあったのか
●答 漁港内で低利用とな
っている泊地へのプレジャ
ーボート停泊の可能性︑組
合所有地で営業を予定して
いる地元水産物の飲食・物
販の漁港未利用地を活用し
た事業展開の検討などの相
談があった︒
●問 フィッシャリーナに
対する市の考えは
●答 漁港の未利用部分を
フィッシャリーナとして活
用することは︑今後取り組
むべき課題と認識している︒
これらの課題を前向きに
検討し︑実現できるところ
から着手していきたい︒
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32

ぷれジョブ案内チラシ

︵答弁者

●問 現在︑未利用施設等
がある漁港に︑プレジャー
ボート収容などの施設を整
備し︑漁港を有効活用する
フィッシャリーナという施
設が全国に 地区ある︒
本市が管理している漁港
でも︑漁船を泊めていない
泊地などを有効利用し︑プ
レジャーボートに開放する
ことで︑水産業の振興や地
域の活性化につながると考
えるが︑本市でのプレジャ
ーボート停泊の可能性はあ
るのか
●答 現在の漁港管理条例
では︑停泊場所を指定すれ
ばプレジャーボートの停泊
が可能となっているが︑市
では停泊場所を指定してお
33

6

大村

富良

議員

①本市の文化行政について

②クルーズ船の誘致について

佐藤

多美男

議員

①オスプレイ機体整備に関する覚書に
ついて
②中央公民館の存続について
︵答弁者

教育部長・福祉部長︶

竹内

伸江

①防災体制の充実

議員

︵答弁者 市長・総務部長︶
②子どもを育む環境づくり
③持続可能な農漁業の推進

避難行動要支援者とは

③公共施設の利用改善について

115

●問 避難行動要支援者対 運営でのプライバシーの確
策のスケジュールは
保や衛生面などで︑女性の
●答︵市長︶ 避難行動要 能力や意見を生かし︑リー
支援者名簿作成後︑改めて ダーシップを発揮してもら
自治会連合会や民生委員・ える体制の確立が必要と考
児童委員協議会への説明を えている︒
行う︒災害発生時における ●問 防災研修プログラム
地域での迅速で円滑な支援 を踏まえて本市の取組みは
が可能となるよう︑健康状 ●答︵市長︶
人が災害
態︑普段いる場所や就寝場 対策コーディネーターの認
所︑緊急連絡先などの情報 定を受け︑地域の防災活動
等を記載した﹁個別計画﹂ に取り組んでもらっている︒
の策定により︑避難支援体
しかし︑女性認定者が９
制の充実を考えている︒
人と少ないことから︑今後
●問 男女共同参画の視点 はより多くの女性に参加し
からの防災対策は
てもらい︑﹁女性に寄り添
●答︵市長︶ 地域住民が った﹂地域の防災リーダー
主体の大災害発生に備えた︑ となってもらえるよう取り
実践的な訓練を実施︑体験 組んでいく︒
していく上で︑特に避難所 ●問 千葉県災害対策コー
ディネーター養成講座は誰
でも受けられるのか
●答︵総︶ 資格等は必要
なく︑誰でも参加できる︒
●問 東日本大震災や熊本
地震を教訓に︑女性や子ど
も︑乳幼児等に配慮した避
難所運営を実践するための
情報ガイドブックを作成し
たらどうか
●答︵総︶ 今年度︑策定
の﹁避難所運営マニュアル﹂
の中で検討する︒

要介護高齢者、障害者など災害時の避難
行動に支援を必要とする人を指します。
避難行動要支援者の本人の意向を調査・
確認し、同意を得て名簿の作成を行い、
その名簿を自主防災組織、自治会・町内
会などへ提供し、災害時や災害時に備え
た見守りなどに活用していきます。

市長︶

●問 郷土博物館﹁金のす 審査特別委員会で提案した
ず﹂の入館者数︑入館料収 入館料無料化に対し︑無料
入の状況の特徴や傾向は
化の検討をしたいと答弁さ
●答︵教︶ 平成 年度の れたが︑進捗状況は
入館者は９千 人︑主催事 ●答︵教︶ 展示資料の撮
業参加者は４千 人で計１ 影・模写等の特別利用は︑
万４千 人の利用があった︒ 著作権法等に抵触する恐れ
入館者数の特徴として︑平 のないものに限り︑手続き
成 年度と 年度が他の年 の省略と利用料金無料化の
度に比べて多くなっており︑ 準備を進めている︒
それぞれ記念事業や特別展 また︑金鈴塚古墳出土品の
の開催による増加である︒
価値を広く周知するため︑
入館料の収入状況は︑平 今年度より無料開館日を設
成 年度は 万５千 円で︑ 定し︑観覧者の増加︑利用
毎年概ね 万円前後で推移 者の利便性の向上を図って
している︒入館者の状況と いきたいと考えている︒
同様の理由から︑平成 年 ●問 公民館の使用申請は
度と 年度は約 万円前後 ３日前までだが︑市民総合
と収入が増加している︒
福祉会館は７日前までであ
●問 平成 年３月の予算 る︒その理由は
●答︵福︶ 建設当時の同
様施設の多くが７日前まで
としており︑当時の標準規
則等を参考としたものと推
測している︒
●問 公民館使用許可申請
と同様にし︑会館の利用率
向上︑住民サービス向上の
ためにも改善すべきと考え
るが市の見解は
●答︵福︶ 利用者へのサ
ービスを優先し︑期間短縮
に取り組んでいきたい︒
60
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︵答弁者

●問 ９月に実施されるク さこい﹂の演舞︑マーチン
ルーズ船の実証運航の募集 グバンドや和太鼓の演奏な
は︑開始後すぐに満席とな どの歓迎イベントを開催す
るなど大変な人気だったと る予定である︒
聞いているが︑募集や周知
さらに︑岸壁には警備の
の方法は
ための防護柵を設置するな
●答 ６月１日からの募集 ど︑安全面にも十分留意し
開始にあわせて︑広報きさ た受入体制をとる︒
らづ６月号︑市のホームペ ●問 外航クルーズ船寄港
ージやフェイスブック等で 時の安全対策として︑国・
の周知︑市役所︑各公民館︑ 県の取り組み状況は
﹁海ほたる﹂や市内各商業 ●答 大型外航クルーズ船
施設の他︑近隣３市の観光 が着岸するには︑係船柱や
施設などに募集チラシを設 防舷材の改良が必要となる︒
置した︒また︑市の定例記 それぞれの整備費は国にお
者会見でも各報道機関に周 いて予算化され︑係船柱は
知し︑数社に取り上げても 平成 年 月︑防舷材は平
らったところである︒
成 年度中の完成が予定さ
●問 クルーズ船運航当日 れている︒
の岸壁における受入体制は ●問 安全対策を市ではど
●答 運行当日は歓迎式典 う取り組んでいくのか
を実施するほか︑キッチン ●答 大型クルーズ船の寄
カーやテントによる飲食・ 港には木更津港長の許可が
みやげ物などの出店︑﹁よ 必要なため︑今年度は船舶
航行安全検討
委員会を設置し︑
係留施設の性
能や係留計画
を検証するな
どし︑運用基
準等航行安全
対策の策定を
予 定 し て い る︒
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◆個人質問１２人◆

一般質問と答弁の概要
◎６月定例会

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29年6月会議録は平成29年9月初旬
頃から）
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紀子

議員

國吉

俊夫

議員

26

篠崎

哲也

教育長︶

議員

①小中学校の統合について

②市民の安心安全について

︵答弁者

●問 今回︑中郷中学校と うこととしている︒
富岡小学校が統合の対象と ●問 今年度新設の学校再
なったが︑統合の進め方は
編課の設立の目的は
●答 平成 年に木更津市 ●答 現在決定している学
立小中学校の適正規模及び 校の統合︑通学区域の変更
適正配置に関する基本方針 を円滑にかつ的確に実施す
を策定し︑市内の人口︑児 ること︑より良い教育環境
童生徒数も変動してきてい の整備のため︑全市的な小
ることから︑平成 年 月 中学校の適正規模︑適正配
に本方針の見直しを行った︒ 置の検討を行うために設立
この見直しを踏まえ︑平成 した︒
年２月に実施計画を策定 ●問 統合準備会ではどの
し︑富岡小︑中郷中の統合 ようなことに取り組むのか
を行うこととした︒
●答 協議事項として︑統
統合校と時期は︑中郷中 合後の学校運営及び教育計
は清川中と︑富岡小は馬来 画に関すること︑小中一貫
田小と平成 年度末に統合 校への移行の検討を行うこ
することとし︑富岡小は統 と︑閉校となる学校の通学
合準備を進める中で︑小中 体制に関すること︑統合後
一貫校への移行の検討を行 の学校のＰＴＡ組織の運営
に関すること︑閉校の対象
となる学校施設の跡地利用
に関することなどがある︒
●問 跡地等の利用計画と
スケジュールは
●答 統合準備会の中で地
元の意見を聞き︑出された
意見を踏まえて︑公共施設
再配置計画との整合を図り
ながら︑統合後の跡地利用
が速やかに図られるように
利用方法が決定されるもの
と考える︒

28

①一般財源としての財産の管理について

座間市のゴミ収集車

①市民総出のまちづくりの検証と今後

14

る﹁ごみの減量化・資源化﹂
が求められていることから︑
市内全域を走行するごみ収
集車は︑啓発媒体として有
効と思われる︒今後︑活用
方法を検討していきたい︒
●問 座間市はゴミ分別Ｐ
Ｒのために車体をカラフル
なデザインにしたところ︑
子供たちの人気を集めるこ
とになり︑市民の意識も高
まり︑分別と再利用が急速
に進んでいる︒
また︑この事により安全
運転の励行︑ごみ収集車を
常にきれいな状態にするな
どの愛着等︑交通事故への
職員の意識が向上した︒
現在︑座間市はゴミ収集
車 台の﹁交通事故ゼロ﹂
期間が１２５５日間継続中
である︒︵６月 日時点︶
このような取り組みを︑本
市はどう考えるか
●答 座間市の取り組みは
素晴らしい取り組みであり︑
本市でも非常に参考になる︒
ごみ収集車をデザインする
ことにより︑啓発媒体とし
ては大変有効な手段であり︑
また︑交通事故の減少に効
果が予想されるので︑早速︑
検討していきたい︒

29

②環境整備づくりと美しい生活

27
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富岡小学校
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環境について ︵答弁者 環境部長︶
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 ゴミ収集車の交通事
故の現状は
●答 市直営のゴミ収集車
の近年の交通事故は︑平成
年度３件︑ 年度１件︑
年度２件で︑いずれも収
集運搬中に発生した事故で
ある︒
●問 ゴミ分別の啓発のた
めに︑カラフルなゴミ収集
車にする考えはないか
●答 本市では広告事業を
推進していく中で︑これま
で︑ゴミ収集車を広告媒体
として位置付けてきたが︑
ゴミ分別の啓発等の目的で
のゴミ収集車の活用として
は取り組んでこなかった︒
本市がオーガニックなま
ちづくりを進める中︑更な
28 26

②福祉政策の現状を検証

50

︵答弁者 市長・福祉部長・総務部長︶
③男女共同参画推進の現状と今後

43

20

●問 障害者は︑主に木更 免率は︑木更津大正会 社(会
津市指定特定相談支援事業 館保育園 は)土地評価替え時
所 ３(か所 で)サービス利用 に引き上げ︑平成 年度は
計画を作るが︑現状は
％ 減 免 ︑ 岩 根 福 祉 会 岩(
●答 福( )市外の事業所の 根保育園 は)当初から ％減
作成の場合や︑本人の希望 免と差がある︒安定した事
で利用者本人や家族がセル 業のために︑土地購入希望
フプラン作成の場合もある︒ の話は
●問 サービス利用計画の ●答 市(長 ) 平成 年度か
場合︑定期的なモニタリン ら減免率 ％︒要望があり
グや継続した相談が可能だ 売却の事務を進めている︒
●問 残る岩根保育園に︑
が︑セルフプランの場合は
●答 福( )モニタリングは 賃貸か購入かの選択肢は
ないが︑３事業所で一般相 ●答 総( ) 土地購入の要望
談も受けている︒指定特定 の際には売却に向け協議︒
相談支援事業所の増加は︑ ●問 土曜日に弁当持参と
今後の課題と認識している︒ 給食の保育園がある︒民間
●問 あけぼの園でも相談 保育園への委託料は土曜日
支援事業所の検討を求める︒ の給食関連費用も含むか
さて︑保育園の土地貸付減 ●答 市(長 ) 土曜日給食の
有無により影響しない︒
●問 認定こども園は︑土
曜も給食の理由は
●答 福( ) 自前の給食施設
の設置が原則であり︑保育
認定の子どもに給食の提供
が必要となる︒
●問 保護者にも事業者に
も不公平だ︒保育園の子ど
もも保育認定ではないか
●答 福( )弁当持参の保育
園の土曜日の登園割合は
％である︒
土曜日保育の給食の有無

8

近藤

忍

議員

平野

卓義

議員

鈴木

秀子

議員

ざるを得ない厳しい状況で
あるため︑税率・税額の引
き下げは難しいと考える︒
●問 構造的な問題という
ことであれば︑国へ国庫負
担金の増額を要望すべきと
考えるが
●答︵市︶ 国への働きか
けは︑全国市長会︑国保制
度改善強化全国大会を通じ︑
継続的に要望を行っている︒
また︑国保の財源として
保険者努力支援制度・特別
調整交付金を活用する仕組
みを維持して２百億円から
３百億円を充てる方針が示
されたところであり︑国の
動きを注視し活用に努めて
いきたい︒
●問 来年度から国保の運
営を都道府県と市町村とが
共同で行うとしている︒県
が国保の財政運営の責任を
担うとしているが︑保険料
の試算はいつごろ出るのか
●答︵市︶ 県が︑市町村
ごとの被保険者数︑所得水
準︑医療費水準などで納付
金を算定する︒県から示さ
れた納付金から︑市は来年
の１月以降税率を定め︑保
険税の試算が決定される予
定である︒

①国民健康保険制度について

︵答弁者 市長・市民部長︶
②教育行政について

●問 本市を含めて近隣３
市を見ると富津市の次に高
い国保税を払っている︒
今年度の保険税はどうな
るのか
●答︵市長︶ 国民健康保
険は︑被用者保険等に属さ
ないすべての人が加入し︑
とりで
国民皆保険の最後の砦とし
て︑基盤的な役割を果たし
ている︒しかし︑急速な高
齢化の進展や低所得者層の
増加︑他の制度と比べ高齢
者の割合が高く︑医療水準
が高い等︑構造的な問題を
ぜい
多く抱えている︒財政の脆
じゃく か
弱化が進んでいる中︑平成
年度に２億２千万円︑
年度は５億３百万円の一般
会計からの繰り入れを行わ
26

①木更津駅周辺地区の賑わい
の創出について

木更津駅みなと口

︵答弁者 市長・企画部長︶
②行政間の広域的な連携に向けた
取り組みについて

30

31

29

●問 市長は︑平成 年度 通機能等を集積させる必要
施政方針の中で︑﹁木更津 があると認識しており︑そ
駅周辺地区の方向性につい れぞれの機能が相乗効果を
て整理していく﹂︑﹁中心 生み出すことにより︑地域
市街地のあり方について検 の活性化につながっていく
討を進める﹂と述べられた ものと考える︒
が︑中心市街地をどう考え ●問 中心市街地の活性化
ているか
に向けた取り組みは
●答︵市長︶ 中心市街地 ●答︵市長︶ 今年度︑み
は︑さまざまな機能が集積 なと口周辺地区の関係者に︑
し︑コンパクト化されたま 中心市街地活性化のための
ちの中で︑多くの人が住み︑ ヒアリング調査を実施し︑
働き︑賑わう︑いわゆる﹁ま ﹁みなとまち木更津の賑わ
ちの顔﹂となる地域だと考 い検討委員会﹂の中で︑必
えている︒
要な検討を重ねていく︒
●問 中心市街地に必要な
さらに︑民間のワーキン
機能をどう考えているか
ググループの設置も考えて
●答︵市長︶ 中心市街地 おり︑これらの取り組みに
に商業機能・業務機能・居 より︑現状・課題を整理し
住機能・行政機能・公共交 た上で︑中心市街地活性化
基本計画の策定も視野に入
れながら︑コンパクトなま
ちづくりの方向性を共有し︑
まちの活性化の実現に向け
て取り組んでいく︒
●問 中心市街地活性化基
本計画策定の時期は︑いつ
頃を予定しているのか
●答︵企︶ 平成 年度︑
年度で街なかの賑わいに
向けての方策や課題を整理
し︑ 年度以降の策定を目
指していく︒
29

①持続可能な人口施策に

23

ついて ︵答弁者 企画部長︶
②持続可能な都市施策について
③持続可能な行政運営について

きさらづエリアガイド
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●問 推計では９年後から
転出抑制に向けた取組は
市の人口が減少するとして ●答 昨年 月より転入・
いる︒現在も死亡が出生を 転出者へアンケート調査を
上回っているが︑転入と転 実施している︒転出者から
出の差がそれを上回ってい は交通利便性や子育て環境
るので人口が増加している︒ への不満が見える︒
転入はアクアラインの開通
今後も課題等を収集・分
前から年間６千人程度で変 析し︑転出抑制につなげる
わっていない︒転入増加に 施策を検討する︒
向けた取り組みは
●問 転入促進と転出抑制
●答 本市の魅力を発信す のためには通勤・通学目的
るパンフレットを作成し︑ の公共交通施策が重要では
東京 区の窓口等で配布す ●答 都心との近接性をア
るとともにＰＲ動画をホー ピールし︑移住・定住を促
ムページ等で発信する︒
進するうえで︑公共交通機
また︑﹁移住・定住相談窓 関のさらなる利便性の向上
口﹂を市役所に設置して物 は重要と認識する︒
件情報等を提供する︒さら ●問 巌根駅の快速停車に
に︑都内で地元企業による 向けたＪＲとの協議や︑ア
合同求人説明会や暮らし体 クアラインバスの深夜便等
験ツアーなどを開催する︒
の事業者との協議状況は
●問 アクアラインバスの ●答 巌根駅への総武線快
充実で９年前から低めだっ 速停車は︑ＪＲと引き続き
た転出者も増加傾向にある︒ 協議を行う︒アクアライン
バスの深夜便や
岩根地区へのバ
ス停設置は︑ま
ちづくりの視点
を取り入れた地
域公共交通網形
成を検討する中
で事業者との協
議を行いたい︒
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４市の１人あたり調定額（保険税額）

◆個人質問１２人◆

一般質問と答弁の概要
◎６月定例会

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

趣旨：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ました。

陳情第５号 「国における平成３０(２０１８)年度教育
予算拡充に関する意見書」採択に関する陳情書
趣旨：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ました。

発議案

発議案第１号
発議案第２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３０年度教育予算拡充に関する意見書について

陳情第４号及び陳情第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。

お詫びと訂正
平成２９年５月１日に発行いたしました「議会だより第１３８号」におきまして、記載に誤りがあり
ました。正しくは以下のとおりです。
６ページ 佐藤多美男議員一般質問の１つ目の問（誤）平成２８年２月２２日（正）平成２９年２月２２日
ご迷惑をおかけしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。

６月定例会の日程

日

程

議

事

の

内

容

本会議（諸報告／議案等上程／議長の
辞職・選挙／副議長の辞職・選挙／議
会運営委員会委員の辞任・選任／特別
委員会委員の辞任・選任／君津中央病
６月８日(木) 院企業団議会議員選挙／君津郡市広域
市町村圏事務組合議会議員選挙／君津
広域水道企業団議会議員選挙／千葉県
後期高齢者医療広域連合議会議員選挙
／追加議案の上程・審議）
１３日(火) 本会議（一般質問）
１４日(水) 本会議（一般質問）
１５日(木)

本会議（一般質問／追加議案上程／議
案大綱質疑／議案等付託）

２０日(火) 総務常任委員会
２１日(水) 教育民生常任委員会
２２日(木) 建設経済常任委員会
２８日(水)

本会議（諸報告／議案等審議／発議案
上程・審議）

2017年（平成29年）8月1日（火）

次回定例会は、８月３１日（木）から開催予定ですが、正式には８月
２４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。

●会議録の検索・閲覧について
平成29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29年6月会議録【HP版】は平成29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47人で、平成29年累計で166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。
第139号
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永年在職議員表彰・委員会の所管事項調査
永 年 在 職 議 員 表 彰
６月定例会初日の６月８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
在職10年 國吉 俊夫 議員
斉藤 高根 議員
篠崎 哲也 議員
平野 卓義 議員
近藤
忍 議員
（平成29年5月24日（水）の総会で表彰）

（左から、國吉、斉藤、篠崎、平野、近藤議員）

委員会の所管事項調査
建設経済常任委員会では、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２９年５月１２日
■（仮称）木更津市火葬場整備運営事業について
・新火葬場整備計画地及び周辺道路の現地調査
・現火葬場の現地調査
○平成２９年７月３日
■請西千束台特定土地区画整理事業について
・請西千束台特定土地区画整理事業地の進捗状況及び現地調査

現火葬場での視察の様子

請西千束台の入口を望む

議会のインターネット中継について
６月定例会から、議会のインターネット中継がスマート
フォン・タブレットでご覧いただけるようになりました。
また、過去の録画中継映像も同様にご覧いただけますの
で、是非ご活用ください。

第139号
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Ｔｏｐ
ｉ
ｃｓ
一般質問の重複調整 〜質問の質の向上に向けて〜
一般質問において重複した質問が散見され、議会運営に支障が生じているため、議員全員が連
携をし、同じ質問を繰り返さないよう、６月定例会より一般質問の重複調整方法を試行で規定し
ました。
ただし、今回は重複した質問がなかったため、質問調整会議は開催しませんでした。
①質問通告
質問通告書を事務局へ提出し、提出時にくじ引きをし、質問順を決定します。
②重複確認
質問通告が重複しているか、通告者全員に連絡があります。
重複質問と連絡を受けた議員は、質問調整会議に出席します。
③質問調整会議
重複質問の議員間で調整します。
会議前に調整が済んでいても、調査結果を報告します。
重複した質問を取り下げ、他の質問へ変更することも可能です。
（ただし、既に他の議員が通告している質問への変更は不可。）
..............................................................................................................................................................

議会のペーパーレス化に向けて
議会ではさまざまな分野の説明を受けるため、１回の会議で山のような資料が配布されること
も少なくありません。平成２８年度には、議員１人あたり年間で約６，０００枚以上の印刷物が
配布されていました。
このような中、先進市への視察や研修会を通して、ペーパーレス化に向けたタブレット端末導
入の研究を重ねています。各市によって運用方法に多少の違いはありますが、紛失・盗難への対
応や使用範囲の制限、複数の資料の同時閲覧や資料への書き込みといった課題はあるものの、ペ
ーパーレス化による印刷物の減少、資料の配布や差し替えといった労務時間の短縮など、導入に
おけるメリットは大きいため、システムや機種も含め、本市にあった方法を引き続き検討してい
きます。

編集後記
例年にも増して、雨が少なく暑い梅雨でした。一方、九州北部を中心とした豪雨では３０名を超え
る方が亡くなり、行方不明の方も１０名程おられるとのこと。亡くなられた方のご冥福を心よりお祈
りするとともに、行方不明となられている方の安否確認が進みますよう願うばかりです。
さて、今議会では議長、副議長の交代があり、これに伴う常任委員会・特別委員会の構成委員も様
変わりをしました。また議会では様々な改革が大きく進んでいます。議員個人の賛否の公表、議会基
本条例の制定に向けた取り組み、質問の質を更に上げるための取り組み、ペーパーレス化への取り組
み等です。今後も貴重な財源を有効に使うための議会改革も併せてお伝えしてまいります。

木更津市議会広報委員会

◎永原利浩

○石川哲久

2017年（平成29年）8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
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