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平成２８年度決算の認定について

一般会計決算総額
歳入 ４１４億８，５４２万円
歳出 ３９３億８，９１２万円
差引
２０億９，６３０万円

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 （全会一致で認定）

平成２８年度においては、
政府がまとめた８月の月例経済報告に

よると、
国内景気の基調判断は緩やかな回復基調が続いているとさ
れ、
本市においても、
定住人口の増加や企業立地の進展等により、
新
たな賑わいや雇用が生まれ、
まちの活力も向上しつつあります。
このような状況の中、
基本構想に定めるまちづくりの基本方向に
沿って実施した事業の具体的な成果を見ると、
新消防本部庁舎建設
に向けた取り組み、
認定こども園の整備に対する補助の実施、
道の

現地調査
（道の駅）

駅や地域交流センターの整備への着手、
土地区画整理事業の推進、
道路や橋りょうの補修・修繕、
火葬場建設
のための基礎調査等への着手、
ちばアクアラインマラソン２０１６の開催等、
喫緊の課題や多様化する市民
ニーズへ的確に対応しており、
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、
全会一致をもって認定しました。

水道事業決算の認定について （全会一致で認定）

人口の増加に比例して、
給水人口と給水件数は増加しつつ、
節水意識の向上や大口使用者の地下水の利用

等により有収水量は減少しているものの、
有収率は１．
６ポイント向上しています。
また、
水道事業収益は、
前年度より約１，
２００万円、
率で０．
３％の減少となった一方、
水道事業費用は、
金田配水場建設等に伴う減価償却費の増加により、
前年度より約３，
５００万円、
率で１．
０％の増加となっ
ています。
この結果、
平成２８年度の税引き後収支は、水道事業収益は約３９億５，
４００万円、
水道事業費用は約
３５億６，
２００万円で、
差し引き３億９，
２００万円余りの純利益となっています。
しかしながら、
災害等
においても被害を最小限に食い止めるため、引き続き
施設や管路の更新を進める必要があり、今後もより一
層の経費節減等の努力が求められるものの、平成２８
年度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

決算審査特別委員会の審査日程
日

程

長

座親

政彦

副 委 員 長

岡田

貴志

委

石井
田中
白坂

徳亮
紀子
英義

員

区

分

９月２０日(水)

・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
員

査

・市内現地調査
（４箇所）

から、
全会一致をもって認定しました。
委

審

農林水産業費、
商工費、
土木費、
災害復旧費）

２１日(木)

・国民健康保険特別会計
・後期高齢者医療特別会計
・介護保険特別会計

草刈
篠崎
三上

慎祐
哲也
和俊

・一般会計歳出（土木費、消防費、教育費、
２２日(金)

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２８年度木更
津市歳入歳出決算｣は、賛成者多数をもって認定し、｢平成２８年度木更津市水道事業会計決算｣は、全会
一致をもって認定しました。
2017年（平成29年）11月1日（水）
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議案の審議
平成２３年度主要事業

9月定例会では市長提案の議案23件、陳情1件、議員提案の発議案
1件が審議されました。主な内容と結果を報告します。

平成２９年度一般会計補正予算（第２号）
一般会計補正予算額は、歳入歳出予算の総額に１億８,１７９万円を追加し、補正後の予算総額
は、４３９億９,０３８万円となりました。主な内容は次のとおりです。
主な事業

民間保育園運営費等補助金

児童扶養手当支給事業費

民間保育園運営費等補助金 ３，
１０４万円
千葉県保育士処遇改善事業（保育士の給与改善）
実施に伴い、保育士の確保・定着対策を一層推進す

市
51%

県
49%

市
67%

国
33%

るとともに、保育環境の改善を図るために増額する
ものです。

児童扶養手当支給事業費 １，
６７８万円

国・県・市の負担割合

新規認定の増加及び一人当たりの支給額の増加が見込まれるため、増額するものです。

新火葬場周辺市道整備事業費 ２，
６５１万円
新火葬場のアクセス道路である市道１３５号線を、都市計
画道路として整備するための地質調査や法面工法の検討、用
地測量を実施する市道２３４−２号線を、早急な用地取得に
向け境界立会などを行うために増額するものです。
波岡小学校前の市道135号線

議案等の議員別表決結果一覧
９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８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。
（全ての議案等の議決結果は市議会ホームページに掲載しています。）

※表の見方
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○：賛成

●：反対

−：議長のため採決に加わっていません。欠：欠席
2017年（平成29年）11月1日（水）

9月定例会では、17人の議員が市政に対する一般質問（代表4人、個人13人）を行い、大綱52点・
288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。

羅針盤代表

平野

①渡辺市政について

卓義

議員
公明党代表

住ノ江

議員

︵答弁者 都市整備部長︶

⑦住宅政策について

⑤通学区域の見直しについて
⑥木更津市農業施策について

雄次

①﹁防災対策﹂について
②﹁行革推進計画﹂について
③﹁補助金・負担金の見直しに関する
基本方針﹂について
④木更津市立小中学校統合について

●問 本市の空家の状況は︑ 指導を行った︒その結果︑
賃貸用住宅も含め全国平均 空家の除却を行った７件を
を上回っているが︑現在の 含む 件が指導に応じ︑対
市内の空家状況は
応した︒
●答 平成 年９月から
●問 今︑国では﹁賃貸用
月にかけて実態調査を実施 住宅﹂の空家等を利用する
したところ︑１千 戸の空 制度を進めている︒高齢者
家を確認し︑そのうち 戸 や障がい者︑子育て世代な
が特定空家等に該当する可 どのうち︑住宅を確保する
能性が高い空家等であった︒ ことが困難な人たちを支援
●問 空家に対する苦情の するための﹁住宅セーフテ
件数及びその対応は
ィネット法﹂が改正され︑
●答 平成 年４月から７ 今秋より制度がスタートす
月の苦情件数は 件で︑実 ると聞いているが︑この制
態調査で確認した﹁倒壊等 度の概要は
保安上の危険があるもの﹂ ●答 今後︑高齢者や低所
を優先的に進めるとともに︑ 得の若年層など︑住宅の確
苦情などがあったものと合 保に配慮を要する人の増加
わせ︑指導が必要な 件の が見込まれる一方︑民間の
所有者に対し︑文書による 空家や賃貸住宅の空き室の
増加傾向を考慮し︑これら
の空家などを活用し︑住宅
セーフティネットの機能強
化を図る制度である︒民間
賃貸住宅の空き室等を︑住
宅確保要配慮者の入居を拒
まない賃貸住宅として都道
府県などに登録し︑情報提
供や経済的支援を行うもの
である︒
●問 国や県の動向は
●答 国では︑改正住宅セ
ーフティネット法の今秋の

20

④介護保険事業について
⑤市民の健康増進について
⑥教育行政について

業者との協議を進めていく
こと︑安心して子育てがで
きる環境づくりとして︑子
育て世代包括支援センター
の設置など︑早急な環境整
備が必要と考えている︒
また︑地域自治組織の活
性化に向け取り組んできた
まちづくり協議会は︑先行
地域を手本とし︑市内全域
に広がるよう設立の推進︑
中心市街地の活性化に向け
て︑木更津ナチュラルバル
の定期開催や市役所機能の
一部駅前移転などを進めて
きたが︑コンパクトなまち
づくりのコンセプトを民間
と共有し︑共に賑わいの創
出を考えていかなければな
らないと認識している︒
●問 今後のまちづくりの
方向性をどのように考えて
いるか
●答 市民総出のまちづく
りを実現させるため︑市民
と強いスクラムを組んで︑
﹁オーガニックなまちづく
り﹂の理念に従って︑将来
に渡って魅力あふれる︑人
と自然が調和した持続可能
なまちとして︑次の世代に
継承できるよう努力してい
きたい︒

11

民間賃貸住宅を活用

378

77

193

63

28

29

︵答弁者 市長︶
②財政状況について
③地域医療体制の整備について

120

施行予定に合わせ︑省令及
び基本方針等のパブリック
コメントを順次実施し︑今
後詳細を決定し︑公表する
と聞いている︒
また︑千葉県では︑平成
年３月に見直しをした﹁千
葉県住生活基本計画﹂にお
いて︑﹁住宅セーフティネ
ットの確保﹂を目標のひと
つとして掲げている︒その
基本的な施策として︑﹁国
の制度を活用し︑低額所得
者や高齢者︑障がい者等の
住宅確保要配慮者の入居を
拒まない民間賃貸住宅の供
給を促進する﹂としており︑
国の動向を見ながら検討し
ていきたいと聞いている︒
●問 この制度について市
の対応は
●答 現在︑平成 年度末
を目途に﹁木更津市住生活
基本計画﹂の策定を進めて
いる︒その計画の中で︑﹁民
間賃貸住宅等を活用した居
住支援の検討﹂を施策のひ
とつとして掲げ︑今後︑国
や県の動向を見ながら︑民
間賃貸住宅等を活用した住
宅セーフティネットの構築
の検討に取り組んでいきた
い︒
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68

●問 渡辺市長が就任から り﹂では︑まちづくり協議
４年目となり︑最終年を迎 会の設立を推進し︑これま
えているが︑これまで実施 で７つの協議会を立ち上げ
してきた施策・事業の取り たところである︒また︑市
組みの状況と成果をどう考 民活動支援センター﹁きさ
えているか
らづみらいラボ﹂を開設し︑
●答 まず﹁木更津力の強
の団体が登録・活動する
化﹂では︑新バスターミナ 中で︑団体同士の連携事業
ル﹁チバスタアクア金田﹂︑ が生まれるなど︑市民活動
木更津市初となる﹁道の駅 団体の更なる活性化が図れ
木更津うまくたの里﹂の開 ている︒
業︑またクルーズ船誘致と
﹁街なかのにぎわいづく
して︑岸壁の整備を着実に り﹂では︑みなとまち木更
進めるとともに︑中国上海 津の賑わい検討委員会を設
の船会社へのトップセール 置し︑中心市街地活性化に
スの成果として︑木更津へ 向けた検討を始めたこと︑
招いた２社から就航に向け 長年検討してきた空き店舗
た高い評価を受けたと認識 対策として﹁空き店舗情報
登録制度﹂の開始︑定住化
している︒
﹁将来に向けた土台づく 促進に向け︑マンションの
建設補助と助成制度を新設
し︑２棟のマンション計画
で 室を超える入居が予定
されている︒
●問 さまざまな施策に取
り組むにあたり︑どのよう
な課題があるか
●答 チバスタアクア金田
では︑乗り入れ便数の増加
に伴い利用者も増加してい
るものの︑バスターミナル
のハブ化を目指す上で︑全
便乗り入れに向けたバス事
木更津港に入港した『ぱしふぃっくびいなす』

29

29

4

10

哲也

議員

④学校教育木更津プランについて

⑥観光振興について

自由民主クラブ代表
①財政計画について
②君津中央病院について
︵答弁者 企画部長︶

三上

和俊

議員

21

16

ら市へ取得について協議が
あった︒市は都市計画道路
の整備や市街地再開発事業
を推進する中で︑代替地確
保の要望が多く寄せられて
いたことから︑公共事業用
の代替地として取得を依頼
したものと認識している︒
鑑定評価を実施した上で土
地所有者と協議を行い︑平
成４年８月に 億５千万円
で先行取得後︑平成 年度
から 年度にかけて約 億
円で買戻しを行い︑現在民
間へ賃貸している︒
●問 将来のまちづくりの
ために︑少しでも有効な活
用・売却を含めた処分を考
えるべきと考えるが︑買戻
した代替地の処分にあたり︑
市の見解は
●答 土地開発公社から買
い戻した土地は︑代替地と
しての活用や︑まちづくり
を推進する観点から︑新た
な利活用も検討していきた
いと考えている︒
その上で︑市が特に保有
する必要がないと判断した
場合︑地域の活性化に向け
て︑民間活力を期待する中
で︑処分方法を検討してい
きたいと考えている︒

④道の駅﹁木更津 うまくたの里﹂について
⑤市街化調整区域のまちづくりについて

③木更津市土地開発公社について

●問 土地開発公社から買 度以降︑４次にわたる土地
戻しを進めてきた土地開発 開発公社経営健全化計画を
公社経営健全化計画が︑財 実行する過程で︑土地の買
政運営に与えた影響は
戻しに多額の一般財源を確
●答 土地開発公社は︑昭 保する必要が生じた︒景気
和 年８月の設立以来︑市 低迷と相まって財政状況が
と密接な関係のもと︑道路 厳しさを増す中︑市民生活
などの事業用地や公共事業 の充実に向けた取り組みや︑
に伴う代替地などの先行取 新たな投資に対する抑制な
得業務を行い︑本市のまち ど︑市政運営において厳し
づくりに貢献してきた︒
い選択を余儀なくされたと
しかし︑社会情勢や経済 認識している︒
情勢の変化︑また本市の財 ●問 現在︑土地開発公社
政事情などの理由により︑ が保有する土地の保有高は
土地開発公社からの土地の 約 億円となったが︑今後︑
買戻しが予定通り進まず︑ 市はどのような方針で買戻
平成 年度には土地取得費 しを進めていくのか
ぼ か
と利息等を合計した簿価が︑ ●答 今年度で第４次経営
健全化計画が終了すること
約 億円にのぼっていた︒
このような中︑平成 年 から︑次期計画の策定に取
り組み︑引き続き土地開発
公社が保有している土地の
状況や財源などを勘案しつ
つ︑中期財政計画との整合
を図りながら計画的な買戻
しを進めていきたい︒
●問 今年度処分を予定し
ている大和一丁目の土地は︑
取得までの経緯の調査・整
理はされているのか
●答 平成４年６月に所有
者から買い取り希望の申し
出があり︑土地開発公社か

5

18

24

篠崎

消防本部庁舎イメージ

⑤市民の安心・安全に
ついて ︵答弁者 消防長︶

15

距離や装備の耐用年数など
から︑消防車両更新計画を
定めている︒消防車が 年︑
はしご車や救助工作車など
の特殊車両が 年︑救急車
が８年︑指揮車及び普通車
が 年となっているが︑近
年車両の更新時期が徐々に
遅れている︒
●問 消防団の詰所の建て
替え︑改修予定はあるのか
●答 今後 年間で建て替
えの予定はないが︑改修工
事を予定している消防団詰
所が か所ある︒
●問 本市の人口は増加し
ているが︑地域によっては
減少しており︑消防団の維
持が困難な地域がある︒
統廃合の検討が必要な時
期にきていると考えるが︑
現在の団員数の状況は
●答 平成 年４月１日現
在で 名である︒消防団に
は昨年度発足した女性部を
擁する機能別分団のほか︑
普通分団が８分団あり︑普
通分団には の個部がある︒
そのうち︑団員数が少なく︑
人以下となっている個部
が５か所あり︑５人が１か
所︑８人と９人がそれぞれ
２か所ずつある︒

26

一新 あ(らた の)会代表

31

①大型外航クルーズ船誘致に向けた
取り組みについて
②オスプレイの定期機体整備等について
③歳入の確保について

40

●問 現在工事を進めてい て替えや統廃合をどう考え
る︑平成 年に供用開始予 ているのか
定の新消防本部庁舎の特徴 ●答 平成 年２月に策定
は
した﹁木更津市公共施設再
●答 第一に市民の安心・ 配置計画﹂で︑今年度から
安全な暮らしを支えるため︑ 年間の短期プランの中で︑
大規模災害発生時に消防活 富来田分署の建て替え︑長
動に支障をきたさないよう︑ 須賀分署︑高柳出張所︑清
建物に十分な耐震性能を持 川出張所の３署所を１か所
たせるとともに︑敷地のか に統合し︑新たな分署を建
さ上げによる津波対策や︑ 設することを位置づけてい
地盤改良による液状化対策 る︒
を施している︒さらに︑自
なお︑長須賀分署は敷地
家給油設備︑自家発電設備 及び建物が狭小であること
を設置することにより︑高 に加え︑交差点が近い等の
度な防災拠点としての機能 理由により︑出動の際︑消
防車両が道路へ出にくい状
を持たせている︒
●問 現在本市の消防機関 況にある︒そこで︑統合す
は分署が４か所︑出張所が るまでの間暫定的ではある
２か所あるが︑これらの建 が︑新たな消防本部庁舎完
成後の平成 年４月に︑長
須賀分署の消防車を本署に︑
救急車を清川出張所にそれ
ぞれ配備する予定である︒
●問 平成 年度から特定
防衛施設周辺整備調整交付
金を積み立ててきた基金を
活用し︑平成 年度に メ
ートル級のはしご車を更新
することになっているが︑
その他の消防車両の更新状
況は
●答 消防本部では︑走行
10
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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、17人の議員が市政に対する一般質問（代表4人、個人13人）を行い、大綱52点・
288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。

田中

紀子

議員

座親 政彦 議員

︵答弁者 市長︶

石井

徳亮

議員

︵答弁者 市長・経済部長︶

①有害鳥獣被害対策について

●問 食肉加工センター等 ●問 実証実験としてスー
で害獣を食肉として利活用 パーモンスターウルフと呼
していくことは非常に有効 ばれる装置が設置されたが︑
と考えるが︑市の見解は
詳細な性能と効果を市とし
●答︵市長︶ 捕獲したイ てどの位把握しているか
ノシシの食肉としての利活 ●答︵経︶ 狼に似せた声
用は︑新たな地域資源・地 等を大音響で響かせ︑動き
域住民の獣害への関心向上 と光を点滅させる等の機能
等の効果も期待できるので︑ により威嚇する︒札幌市等
推進したい︒
での試験設置では︑被害が
●問 私も狩猟免許を取得 設置前の約１割に減る成果
したが︑駆除までの情報が をあげている︒現在の実証
少ない︒狩猟免許取得希望 実験の効果は検証中である︒
●問 同装置設置費用は︑
者への案内の周知は
●答︵経︶ 千葉県君津振 国費である程度補助がされ
興事務所と連携し︑わな猟 るが︑本市は補助をするか
の狩猟免許申請手続き・受 ●答︵経︶ 国・県で補助
験案内チラシ等を公民館等 率２分の１以内の補助金交
で配布・ＨＰ等によるＰＲ 付が可能である︒本市も同
装置の効果を見ながら補助
を行い︑周知に努めたい︒
金の予算化を検討したい︒
●問 狩猟免許取得の補助
金は良い案件であるが︑わ
なの購入や見回りにも費用
が掛かるので︑さらなる補
助が必要と思われるが
●答︵経︶ 駆除隊員の捕
獲・駆除の補助金は有害鳥
獣対策協議会へ交付されて
いる︒駆除隊員以外の免許
取得者にどう支援するか︑
有害鳥獣対策協議会と協議
し経費の補助を検討したい︒

第140号
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①魅力と活力あふれる
まちづくりについて

10

理由と︑紙面構成など従前
から変更・改善した点は
●答 紙面をＡ４版からタ
ブロイド版に変更し︑大き
くしたことによりインパク
トのある表紙を作ることや︑
多くの情報をより大きな文
字で掲載することとした︒
また︑経費面からはページ
数の減により︑新聞の折り
込み手数料を削減した︒
従前からの変更点として︑
随時紙面の充実を心がけ︑
昨年６月からオールカラー
とし︑同年 月からは︑読
者プレゼントクイズのコー
ナーを設け︑木更津の逸品
を贈っている︒
●問 ＳＮＳを活用した情
報発信について︑スマート
フォン利用者が増えている
ことから︑ツイッター機能
を導入している自治体が増
えているが︑本市での導入
は検討しているのか
●答 ツイッターやライン
などのアプリケーションを
導入している自治体もある
ことから︑本市でも様々な
方法を検討しており︑時機
を見逃すことなく多様なツ
ールを活用し︑より効果的
な情報発信を行っていく︒

スーパーモンスターウルフ

①子どもの貧困を放置しない社会
②オスプレイの定期機体整備に際しての
市民の安全・安心の確保

広報きさらづ

︵答弁者 環境部長・経済部長︶

●問 市役所公式ホームペ
ージについて︑平成 年の
リニューアル後︑トップペ
ージ全体のレイアウトを含
めて改善してきた点は
●答 トップページから各
ページへの入り口を整理・
簡素化し︑新たに木更津ら
しさを市内外にアピールす
るため︑子育て支援︑移住
定住などの情報の発信を強
化する内容を配置し︑住み
やすい木更津をＰＲ︑さら
には閲覧効果が期待される
動画を作製して︑ホームペ
ージ及びユーチューブ︑フ
ェイスブックから配信して
いる︒
●問 広報きさらづについ
て︑紙面サイズを変更した
27

③条例を活かしたまちづくり

500

●問 せっかくの条例があ 許可していない車かわから
っても︑市民とともにチェ ない︒市長が許可したこと
ックする意識付けがないと を工事現場へ掲示は可能か
風化する︒﹁木更津市まち ●答︵経︶ 見やすい箇所
をきれいにする条例﹂では︑ に①林道の路線名②通行の
たばこのポイ捨ての罰則が 目的③通行期間④１日の通
１万５千円以下と定めてい 行台数を掲示し︑周辺住民
るものの︑タバコのポイ捨 や林道利用者へ周知する︒
●問 地域森林計画対象の
てが多い︒市民への啓発は
●答︵環︶ 更なる啓発と 民有林で土地の形質変更や
路面標示等の設置を検討す 伐採に係る手続きは︑３千
㎡未満の場合経済部に伐採
る︒
●問 ﹁木更津市林道の管 届を提出するが︑民有林の
理に関する条例﹂では︑林 土地の形質変更とは何か
道保全のために大型自動車 ●答︵経︶ 土地を平らに
の通行を許可制にし︑一日 ならすなど整地程度の事︒
の通行台数を定めている︒ ●問 埋立ての面積が ㎡
しかし︑市民は大型自動車 以上３千㎡未満の﹁小規模
が通行していても︑許可車 埋立て﹂は︑木更津市の残
か︑許可期間はいつまでか︑ 土条例の規制対象となり︑
この条例の所管は環境部と
なる︒つまり︑経済部所管
の伐採届のみの届け出で広
範囲の土砂の搬入があれば︑
環境部が指導︒事後対応よ
り予防が重要と考えるが︑
経済部の今後の対応は
●答︵経︶ 伐採届を許可
し︑残土条例に該当する形
質変更になった場合︑すみ
やかに対応できるよう︑経
済部から環境部に︑伐採届
の情報共有に努める︒
工事現場への掲示

6

慎祐

議員

竹内 伸江 議員

鈴木

秀子

185

の声も聞く︒
公民館使用料が有料とな
った場合︑利用者が減少す
る可能性があることについ
てどう考えるか
●答 有料化は︑公民館の
維持管理にかかる経費の一
部を利用者に負担してもら
い︑利用しない人との公平
性を確保しながら︑社会教
育活動を維持継続していく
ためのものである︒料金設
定も過度な負担にならない
よう配慮し︑利用者が減少
しないよう説明に努める︒
●問 公民館使用料が無料
から有料になるということ
は︑市民にとって生活に関
わる問題である︒公民館使
用を有料にしないでほしい
と︑﹁きさらづの宝︑みん
なの公民館を守る会﹂が協
力し︑１千 筆の署名を集
め︑市長に届けている︒
市民の声としてアンケー
トを取ったのか
●答 ﹁使用料及び手数料
の徴収に関するものは︑意
見公募手続きの対象としな
い﹂という木更津市意見公
募手続きに関する条例の考
え方に準じて︑実施してい
ない︒

議員

①福祉医療行政について

︵答弁者 教育部長︶

②教育行政について

●問 公民館は︑社会教育
機関として︑どのような考
えに基づいて主催事業を計
画し︑実施しているのか
●答 住民の教養の向上︑
健康の増進︑情操の純化を
図り生活文化の振興︑社会
福祉の増進に寄与すること
を目的としている︒この目
的を達成するための学習・
交流の場︑地域づくりの拠
点として︑生活に即した教
育・学術・文化に関する事
業を行なっている︒
●問 公共施設再配置計画
の中で公民館を﹁原則無料﹂
から有料にしようという問
題がおきている︒﹁有料化
となれば活動を継続できな
い﹂というサークルや団体

中央公民館の使用料

①金田東地区の誘致企業について
②産業振興施策について
③学校教育の充実

東京２０２０参画プログラム

④ 東京オリンピック パ･ラリンピック
への取り組み ︵答弁者 環境部長︶
●問 大会組織委員会では︑ 帯電話やパソコンなどの小
３年後の開催を目指し︑多 型家電に含まれる金や銀な
くの人々の参画を可能にす どの再生金属で賄うという︑
る﹁東京２０２０参画プロ 史上初の国民参加型の﹁み
グラム﹂への参加を呼びか んなのメダルプロジェクト﹂
けている︒これは︑東京大 と本市の取り組みは
会を一過性のイベントとす ●答 環境省では︑﹁都市
るのではなく︑出来るだけ 鉱山から作る！みんなのメ
多くの人が参画し︑スポー ダルプロジェクト﹂に対し︑
ツだけでなく︑文化芸術や 我が国のリサイクルの取り
地域での世代を越えた活動 組みを国際的にアピールす
など︑ 参加者自らが体験・ るとともに︑全ての国民の
行動し︑未来につなぐプロ 参加を得て︑使用済小型家
グラムとして︑全国各地で 電由来の貴金属から入賞メ
様々な関連イベントを開催 ダルを作成することを通し
している︒
て︑オリンピック・パラリ
参画プロジェクトのひと ンピック後にも続く︑循環
つである︑東京大会に必要 型社会の構築に資する﹁レ
な約５千個全てのメダルを︑ ガシー﹂になること︑そし
都市鉱山と言われている携 て︑小型家電リサイクル制
度の普及や回収量の向上に
つながるものと期待するこ
とから︑積極的に協力をし
ていくこととしている︒
プロジェクトへの参加は︑
本市の小型家電リサイクル
制度の普及や︑更なる資源
化につながるものと判断し︑
８月８日付けで︑プロジェ
クト事務局に入会届を提出
した︒本市におけるメダル
プロジェクトの推進方策を
検討していく︒
リサイクル金属でメダルを作製！あなたの携帯電話・パソ
コン・デジタルカメラ等がメダルに生まれ変わります！

草刈

30

30

①保育行政について

29

︵答弁者 福祉部長︶
②スポーツ振興について
③南部都市計画道路について

●問 本市では子育て世代
の転入が進み︑共働きの夫
婦も多く︑保育園の需要が
高まり︑待機児童が発生し
ている︒
これまでの保育施設を設
置してきた経緯は
●答 子育て世代の保育園
入園希望が高まっているこ
とから︑保育施設の設置を
進めてきた結果︑平成 年
に の保育施設で１千 人
の児童を保育していたが︑
平成 年までに５施設︑児
童数 人を増加し︑保育し
ている状況である︒
●問 待機児童解消のため
にも︑保育施設の今後の設
置予定は
●答 平成 年４月の待機
86

児童数は 人であり︑前年
度の 人を下回ることとな
ったが︑保育園の入園希望
が多い状況が続いている︒
そこで︑現在中郷小北側
に当該地区の社会福祉法人
が︑平成 年４月開園の定
員 人の保育園設置を進め
ており︑国・県の財源を活
用し︑建設補助をすること
としている︒
●問 市立保育園民営化方
針が示されているが︑民営
化にあたり事業者の公募及
び選定のスケジュールは
●答 平成 年１月から３
月にかけて保育事業者の公
募・選定を実施したいと考
えている︒年内に市内で保
育事業を実施する社会福祉
法人と︑民営化対象保育園
の保護者の意見を聞き︑募
集要項をとりまとめていく
予定である︒
●問 公募・選定にあたり︑
新規参入事業者を対象とす
る考えはないか
●答 保護者に対し︑本市
で保育事業を営んできた民
間保育園の実績を説明し︑
理解してもらっていること
から︑新規参入事業者を対
象とする考えはない︒

7

92

90
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◆個人質問 １３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29年9月会議録は平成29年12月初旬頃から）

永原

利浩

議員

①市民の安心・安全対策
︵その後︶について

高橋 てる子 議員
①市民自治のまちづくり
に関して
︵答弁者 市長・教育部長︶

10

か︒全体で１回か︑各地区
で計画しているのか
●答︵市長︶ 今年度策定
を予定している再配置計画
実行プランの調整過程とし
て︑ 月下旬に市民説明会
の開催を計画しており︑そ
の中で公民館に対する意見
をもらう予定である︒
●問 中央公民館はいつま
で使用するのか
●答︵教︶ 中央公民館の
機能を損なわない形で仮移
転先を検討中であり︑早急
に方向性を出していきたい︒
●問 耐震診断の結果が出
て５年︒﹁市民の安全を守
れない﹂として︑市民ホー
ルも市役所も閉めた︒何の
説明もなく貸し出している
市民はたまったものではな
い︒まず閉めるべきでは
●答︵教︶ 現在利用者も
いるため︑それらも踏まえ
て検討していきたい︒
●問 閉館後︑複合化の時
期など︑建て替えまでの計
画は教育部が立てるべきで
は
●答︵教︶ そのままの規
模を仮移転先でも求めるこ
とは想定しておらず︑必要
な面積等を調査中である︒

大村

富良

議員

①安心安全な街づくりについて

730

10

を開始することから︑雨水
排除が可能となり︑土地活
用が進むと考えている︒
●問 津波が発生したとき
に︑周辺住民がこのポンプ
場に避難できるのか
●答︵都︶ ポンプ場の室
内は︑高圧電流が流れてい
る大きな機械等が設置され
ており︑また屋上に避難す
る場合には新たに外階段や
屋上に転落防止のフェンス
を設置する必要があるため︑
現段階では難しいと考えて
いる︒
●問 市道１０６４号線は︑
雨水ポンプ場などの整備が
完了した後に道路整備を進
めると聞いているが︑歩道
整備を含めた道路計画と今
後のスケジュールは
●答︵市長︶ 当該区間の
大部分が通学路に指定され
ていることから︑車道２車
線に片側２・５メートルの
歩道を設け︑総幅員約 メ
ートル︑延長約 メートル
を整備予定である︒
現在千葉県公安委員会と
道路協議を実施しており︑
来年度から道路詳細設計に
着手し︑速やかに事業を進
めていきたい︒

②金田地区の区画整理事業
について

︵答弁者 市長・都市整備部長︶

●問 金田西地区の雨水を
排水するために必要な金田
西雨水ポンプ場は︑今年度
末の稼動に向けて工事が進
められているが︑進捗状況
は
●答︵市長︶ 金田西特定
土地区画整理事業の進捗を
図るためには雨水ポンプ場
の早期稼動が重要と認識し
ており︑現在雨水ポンプ場
かん きょ
及び接続管渠の整備に重点
的に取り組んでいる︒区画
整理事業地内から雨水ポン
プ場までの雨水排水を担う
金田西１号雨水幹線の建設
が今年度末には完了する見
込みとなっており︑また︑
雨水ポンプ場も年度内にポ
ンプの設置が完了し︑運転

金田西雨水ポンプ場

︵答弁者 都市整備部長・消防長・教育部長︶

中央公民館

第140号
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17

●問 公民館を﹁現在の
施設を︑８地区を基本に統
合する﹂とは︑例えば波岡
地区には︑八幡台︑波岡︑
畑沢と３つの公民館がある
が︑２か所の公民館はなく
なり︑全体では９施設は閉
館するということか
●答︵市長︶ 公共建築物
の削減目標 ・７％を達成
するため︑８地区を基本に
統合を進める︒各地区の市
民活動等の継続に必要な機
能は︑複合施設とするなど
して整備していく︒
●問 実行プランについて
は何も示されていない︒決
定前に情報公開と市民参加
が大事だと思う︒市民説明
や意見交換はいつ始めるの
26

②市民後見人の活躍のために

18

●問 ３月議会等で質問し われる危険家屋の取り壊し
た︑何年も動きの無かった の進捗は
た も
田面通り踏切内にある歩道 ●答︵都︶ 特に早急に対
改良の進捗は
処していく物件は４件で︑
●答︵都︶ 今年４月から うち１件は９月５日の段階
市とＪＲで協議を重ね︑早 で解決の目処がたち︑予定
期の歩道改良に向け努力す 通りに進めば 月上旬には
ることとなった︒７月には 撤去が完了する︒
歩道部の安全対策として︑ ●問 解決しそうな１件が
ＪＲにより応急的な補修工 清見台にある物件であるこ
事が実施され︑今後の具体 とを願う︒
的な工事計画のための測量︑ 残りの３件の状況は
月に開催を
工法検討︑総事業費の算出 ●答︵都︶
等をＪＲが着手する予定で 予定している空家等対策協
ある︒工法︑総事業費が具 議会で︑勧告や命令の協議
体化した時点でＪＲとの負 を行い︑所有者等へ文書に
担割合を含めた役割分担を より通知を行う予定である︒
明確にし︑早期の歩道改良 ●問 昨年太田中学校を皮
切りに始めた︑生徒に対す
に向け努力する︒
る上級救命講習は今年も開
●問 特に急を要すると思
催したのか
●答︵消︶ 富来田中学校
で開催し︑教員２名︑生徒
名の合計 名が受講した︒
●問 講習を受け試験に合
格した生徒を︑内申書等の
中で評価は可能か
●答︵教︶ 県に確認した
ところ︑ボランティア活動
等と同様の取り扱いが可能
との回答であったため︑校
長会等を通じ記載するよう
周知する︒
倒壊の恐れがある危険家屋撤去の動き

8

白坂

英義

議員

佐藤 多美男 議員
①市の平和行政︑基地対策

22

真摯に受け止め︑市民をは
じめ︑国民に対する当該事
故に係る詳細な内容を丁寧
にするとともに︑市民の安
全・安心の確保に万全の措
置を講じてもらいたいと考
えている︒
●問 オスプレイの暫定配
備の検討先として︑木更津
駐屯地が候補地となってい
る旨の新聞報道があったが︑
市は情報を得ているか
●答 防衛省に確認したと
ころ︑﹁佐賀空港の施設整備
が完了するまでのＶ︱ オ
スプレイの一時的な処置に
ついては︑
様々な選択肢を検
討しているところであり︑
暫
定配備を決定したとの事実
はない﹂
とのことである︒
●問 暫定配備の新聞報道
に対する市の見解は
●答 防衛省からは﹁現時
点では何ら決定していない﹂
とのことであり︑市の見解
を話すことができない状況
である︒
今後も︑必要な情報の収
集に努めるとともに︑市民
の安全・安心を確保するた
めに︑防衛省への働きかけ
をはじめ︑状況に応じ対応
していきたい︒

渡辺

厚子

議員

︵答弁者 市長・福祉部長︶

①子育てしやすいまちづくり

●問 過去の質問でも訴え 会員﹂が会員登録し︑地域
てきた﹁木更津版ネウボラ﹂ で子育ての相互援助活動を
︵子育て世代包括支援セン １時間 円程度の有償で行
ター︶の整備で産前・産後 うもので︑準備ができ次第
サポートはどう変わるのか
会員募集を進めていく予定︒
●答︵福︶ 来年度以降は︑ ●問 ﹁赤ちゃんの駅﹂に
子育て支援課に子育て世代 ついて︑外でのイベントや
包括支援センターを開設す 公園の活動時に貸し出しが
るので︑母子保健コーディ でき︑おむつ替えや授乳が
ネーターの機能を取り込み︑ できる﹁移動式︵テント︶
全ての妊産婦への状況に応 赤ちゃんの駅﹂は︑屋外イ
じた相談に対応する窓口と ベントの多い本市には必須
ではないか
して強化していく︒
●問 多様な保育ニーズに ●答︵市長︶ 県全体の取
対応できる﹁ファミリー・ り組みで可動式﹁赤ちゃん
サポート事業﹂はスタート 休憩室﹂の募集が有ったの
で応募し︑本市にも１セッ
できるのか
●答︵市長︶ 子育ての援 トが 月に配置されること
助を受けたい﹁依頼会員﹂ になった︒今後︑その貸し
と︑援助を行いたい﹁提供 出し方法等を定めていく︒
●問 ﹁赤ちゃんの駅事業﹂
は︑公共施設や事業所等で
授乳やおむつ替えができる
場所をできるだけ多く確保
し︑利用できる施設の情報
を発信する事業として本市
も進めるべきでは
●答︵市長︶ 店舗等の協
力が得られるような手法を
研究し︑施設が広がれば︑
マップ等のチラシやホーム
ページ掲載等による周知を
考えている︒

移動式赤ちゃんの駅
（テント）

について ︵答弁者 市長︶
②市内における残土事業の現状と問題
③火葬場建設問題について
●問 先日オーストラリア
で発生したオスプレイの事
故だが︑機体そのものに欠
陥があるのではないか
●答 事故原因は米軍で調
査中であるものの︑海上を
移動中の艦船への着艦とい
う複雑な作業の最中に発生
した事故である︒オスプレ
イの安全な飛行を妨げるよ
うな機械的︑構造的及びシ
ステム上の欠陥はないと米
軍が認識していることにつ
いて︑防衛省も評価をして
いるとのことである︒
●問 墜落事故の調査結果
の報告がまだない中での飛
行再開に対する市の見解は
●答 市が行った飛行自粛
の徹底を含む要請の趣旨を

陸上自衛隊木更津駐屯地

①教育行政について

学校給食

︵答弁者 教育長・教育部長︶
②安全・安心な街づくりについて

●問 近年︑学校給食の無
料化を行なう自治体が出て
きている︒無料化を実施し
ている自治体は︑無料化の
効果として︑少子化防止︑
定住・移住者の増加等を述
べているが︑給食費無料化
の効果に対する市の見解は
●答︵教育長︶ 給食費無
料化を行なっている自治体
は︑それぞれの自治体が抱
えるさまざまな課題を解決
するための方策の一つとし
て実施している︒その効果
として出生率の増加など一
定の成果が上がっている自
治体もあるが︑まだ十分に
検証されていない自治体も
あると認識している︒
また︑無料化により︑保
護者の経済的負担の軽減や
学校給食費の算定︑徴収に
係る内部事務削減などの効
果があると認識しているが︑
本市では従来どおり︑学校
給食費は学校給食法に規定
されている保護者負担とし
ていきたい︒
●問 本市でもこれまでに
無料化の要望が出されてき
たが︑未だに踏み切れない
要因・課題は何か
●答︵教育長︶ 学校給食
費の無料化には︑新たな財
政負担が生じることとなり︑
ソフトやハード面を含めた
教育環境の充実︑整備を優
先的に進めていかなければ
ならないと考えている中︑
その財源を確保することは
難しいと考えている︒
●問 給食費の徴収業務は
誰が行っているのか
●答︵教︶ 学校給食課で
対応しているが︑現金集金
校では学級担任や一部ＰＴ
Ａに現金の計算などを依頼
している状況である︒
●問 徴収業務は本来誰が
行うべきか
●答︵教︶ 給食費は公金
であり︑市が責任を持って
行うべきと認識している︒
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◆個人質問 １３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

近藤
忍 議員

①水道事業の統合広域化について

市川市の消防艇『ちどり』

の火災の場合には大きな問
題はないと考えている︒
●問 配備の必要性は特に
考えていないということか
●答 今後︑大型客船が頻
繁に係留されるようになれ
ば︑貨物船と違い人が大勢
乗っているので︑速やかに
消火する必要があることか
ら︑消防艇を配備する必要
性が増すと考えている︒
●問 本市が必要とされる
消防艇の能力と導入費用︑
運用に必要な要員の数と概
略の人件費は
●答 船の大きさは全長約
メートル︑総トン数 ト
ン級以上の消防艇で︑導入
費用は７億円から８億円︑
要員は６名で人件費は３部
制の勤務体制となるので︑
３倍の 名分の年間約１億
３千２百万円と想定される︒
●問 消防艇のない状況で
海上からの消防活動が必要
となった場合はどのような
応援が有るか
●答 応援に来る船は︑千
葉市消防局と市川市消防局
の消防艇︑木更津海上保安
署と千葉海上保安部と横浜
海上保安部の消防機能艇の
合計５隻である︒

②海上での消防力の強化に
ついて ︵答弁者 消防長︶

③木更津市の歴史的遺産について

●問 クルーズ船誘致に向
けた取り組みが進められて
いるが︑本市は消防力の整
備指針に消防艇の配備が求
められていながら未配備で
ある︒
消防艇の未配備が続いた
場合に生じる問題は
●答 領海における船舶火
災は︑海上保安庁と消防庁
で覚書が交わされており︑
岸壁に係留された船舶は消
防機関が担任し︑海上保安
庁がこれに協力︑海上にあ
る船舶は海上保安庁が担任
し︑消防機関が協力すると
している︒平成 年に発生
した貨物船火災は消防車と
はしご車による放水だけで
消火したので︑今後も同様
19
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陳 情
陳情名

陳情者

審査結果

入札参加資格に関する陳情書

木更津市建設業協同組合
理事長 水越 実

不採択

皆さんの
ご意見を
お聞かせ
ください

議会の基本となる条例の制定にあたり、市民の皆さんからご意見を募集します。詳し
い内容は、市議会ホームページ、議会事務局（駅前庁舎）、行政資料コーナー（朝日庁
舎）、各公民館、図書館で閲覧できます。
◎案件名：木更津市議会基本条例（案）
◎募集期間：平成２９年１１月１０日〜３０日
皆さまのご意見
◎担当課：議会事務局 ＴＥＬ（２３）７１８５
お待ちしております。
ＦＡＸ（２２）４７３４

９月定例会の日程
日

程

８月３１日(木)

議

事

の

内

容

本会議 （諸報告／議案等上程／発議案上程・審

次回定例会は、１１月２７日(月)から開催予定ですが、正式には１１
月２１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(23-7185)へお問い合せください。

議／議員派遣／議会運営委員会委員の辞任・選任）

本会議（諸報告／一般質問）

●声の議会だよりについて

６日(水)

本会議（一般質問）

７日(木)

本会議（一般質問）

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

●会議録の検索･閲覧について

９月５日(火)

８日(金)

査特別委員会の設置及び議案等付託）

１２日(火)

常任委員会（総務）

１３日(水)

常任委員会（教育民生）

１４日(木)

常任委員会（建設経済）

２０日(水)〜
２２日(金)
２８日(木)

決算審査特別委員会
本会議（諸報告／議会基本条例策定特別委員
会委員長報告／議案等審議）

2017年（平成29年）11月1日（水）

平成29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29年9月会議録【HP版】は12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
9月定例会の傍聴者は76人で、平成29年累計で213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。
第140号

10

議会・委員会の活動状況
基地対策関係施策に関する要望書
陸上・海上・航空の３自衛隊を抱える木更津市において、各種交付金の所要額の確保と、平成
２７年度より着工された江川総合運動場の早期整備を求めるとともに、永年の課題である騒音対
策や基地による地域活性化を要望し、さらには本年２月１日より開始している米海兵隊オスプレ
イの定期機体整備に関する対応として、９月４日に北関東防衛局へ基地対策関係施策に関する要
望書を提出しました。
〔要望項目〕
１. 米海兵隊オスプレイの定期機体整備開始に伴い
本市に対し特別な措置を講ずること
２. 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
３. 騒音対策等の充実強化を進めること
４. 地域との共生に務め防災や産業活性化に寄与す
ること
５. 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

左から、
斉藤議長、
吉田北関東防衛局長

議会基本条例策定特別委員会の進捗状況
議会基本条例策定特別委員会では、これまで各委員の提出した案を基に作成した「条例素案策定
イメージ」により、先進市などの事例も参考に、条例構成や前文について検討を行いました。また、
より知見を高めるため、清和大学の清水教授を招き、議会基本条例についての講座を開催し、また、
意見交換などを行うとともに、さらには、執行部の法規担当も参加した勉強会も開催しました。
これらの活動を基として、素案修正案について前文から各条に渡り議論を重ね、９月４日の委員会
で一旦全ての条文について検討を終えたところです。
今後は、これまで検討を行ってきた素案にさらに修正を加え、素案を作成してまいりますが、先
進市である千葉市議会と知立市議会への行政視察により得た情報や知見などを踏まえ、本市議会の
目指すべき方向とこれまでの取り組みや実情を加味して更なる議論を行い、引き続き議会基本条例
の策定に向け、鋭意取り組みを継続していきます。

■平成２８年１２月定例会中間報告後の活動状況
内 容
委員 会

協議 会
行政 視察
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開催日時
平成２８年１２月５日
平成２９年２月１３日、３月６日、
５月１２日、６月８日、７月３日、
８月７日、９月４日
平成２９年１月３０日、４月１７日、
５月１２日、９月４日
平成２９年８月９日～１０日

議題等
条例構成の検討について
条項の検討について
条例案について
講座「議会基本条例（案）」
議会基本条例と関係法令について
千葉県千葉市及び愛知県知立市

2017年（平成29年）11月1日（水）

Ｔｏｐ
ｉ
ｃｓ
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。

議会運営委員会
●平成２９年７月１９日〜２１日
■福岡県嘉麻市
「タブレット端末の活用」
■長崎県壱岐市
長崎県壱岐市での視察の様子

地方創生特別委員会
●平成２９年７月４日〜５日
■福岡県小郡市 「自治会バス」
■福岡県福岡市 「アイランドシティ」
福岡県小郡市での視察の様子

議会基本条例策定特別委員会
●平成２９年８月９日〜１０日
■千葉県千葉市
「議会基本条例の策定経緯」
■愛知県知立市
愛知県知立市での視察の様子

編集後記
皆さま、こんにちは。今年は市制施行 75 周年。昭和 17 年 11 月 3 日、千葉県下 6 番目の市として「木
更津市」が産声を上げました。その 5 年後、広く歌詞公募を行い、東京音楽学校（現在の東京芸術大
学）教授の杉山長谷夫氏の作曲により市民歌が完成しました。現在では催事の中で子どもたちがうたっ
ている学校もあります。以下は市民歌 3 番の歌い出しです。
「いざもろともに 腕を組み 力を合わせ ほがらかに・・・」
この市民歌は、私どもも議会初日に必ず歌います。議員や会派活動ではアプローチの仕方や取り組み
は様々ですが、目指す方向は一致している筈と思いながらこの歌詞の部分を口にしています。言うまで
も無く市民の皆さまの知恵もお借りしながら、皆で力を合わせ今の木更津をより良く出来ますように。

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）11月1日（水）

◎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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