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一般会計補正予算

６億４７３万円追加し、４４６億４,３７９万円

平成２９年度一般会計補正予算（第３号）
一般会計補正予算額は、歳入歳出予算の総額に６億４７３万円を追加し、補正後の予算総額は、
４４６億４，３７９万円となりました。主な内容は次のとおりです。
生活保護事業費

主な事業

生活保護事業費 ２億６，
８９５万円
保護世帯及び高齢世帯の増加により、生活扶助、医療扶助、
介護扶助が増加したため、増額するものです。
子どものための教育・
保育給付費

子どものための教育・保育給付費 １億８，
２５１万円
認定子ども園の開設などにより入所児童数が増加したことな
どを受け、民間保育施設の運営費が当初の見込み額を上回るた
め、増額するものです。
負担割合

（仮称）
木更津市火葬場整備運営事業費 ４，
３２６万円
新火葬場建設に伴う、土地分筆登記業務費用や約１.７ｈａの用地取得費、立竹木や墓地などの物件
補償のための費用です。なお、この費用および当初予算で可決されているＰＦＩアドバイザリー業務
３，１０９万円について繰越明許費※を設定します。
※繰越明許費とは、何らかの理由で年度内に完了できない経費を、翌年度に繰り越して使用できるも
のです。

中央公民館仮移転事業費
（スパークルシティ木更津賃借料）
の債務負担行為※
耐震性能が不足している中央公民館を、スパークルシティ木更
津に仮移転するための費用です。
仮移転先：スパークルシティ木更津Ａ館６階及びＢ館３階
期間：平成３０年７月１日から平成３７年３月３１日
限度額：２億８，４９１万円（税抜き）
※債務負担行為とは、将来、市が経費を負担すべきものについて、
中央公民館

あらかじめ内容を定めるものです。

市民総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定
市民総合福祉会館の使用料の返還に係る使用の許可の取消し
の申し出期限を７日から３日に変更し、使用者の利便性の向上
を図るため、関係条文の整備をするものです。

市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の制定
公営住宅法の一部が改正されたことにより、使用料の決定の
方法などを追加するため、条例の一部改正を行うものです。
市民総合福祉会館
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議案の審議
平成２３年度主要事業

12月定例会では市長提案の議案24件、陳情3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。

財産
（土地）
の処分
以下の土地を処分しました。
所在：真舟３丁目１７−１６
地積：１３，０６０㎡
処分金額：４億５，１００万円
契約の相手方：㈱新昭和ウィザース東関東

工事請負契約の締結
中郷小学校の校舎及び屋内運動場の建築
工事を行います。
契約金額：校舎

３億５，７１１万円

屋内運動場 ２億５１９万円
中郷小学校の校舎及び屋内運動場
（イメージ）

指定管理者の指定
下記施設の指定管理者及び指定期間は、次のとおりです。
施設名

指定管理者となる団体

指定の期間

市民総合福祉会館
身体障害者福祉センター

（社福）
木更津市社会福祉協議会

老人福祉センター

平成３０年４月１日から

市霊園

（株）
日比谷アメニス東関東支店

平成３３年３月３１日

タカラビルメン
（株）

市火葬場
市立少年自然の家キャンプ場

（一社）
城山会

自転車駐車場

（一社）
日本駐車場工学研究会

市営体育施設

（株）
オーエンス

請西保育園及び
請西子育て支援センター

（社福）
木更津むつみ福祉会

平成３０年４月１日から
平成３５年３月３１日

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、賛否がわかれた案件は３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
第141号
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○：賛成

●：反対

−：議長のため採決に加わっていません。
2018年（平成30年）2月1日（木）

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29点・191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。

議員

白坂 英義 議員

石川

哲久

議員

28

16
km

km

500

厚子

①コンパクト＆ネットワークの
都市像の実現
②市民本位のまちづくりの実践

︵答弁者 企画部長︶

③地域活性化の基盤整備

東京湾横断羽田木更津トンネル構想路線図

渡辺

60
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●問 平成 年４月の国土 ６千 台︒通行止めは平成
交通政策審議会答申で︑﹁羽 年度に強風で 日︑車両火
田空港アクセス線の新設﹂ 災や車線の逆走︑アクアラ
が検討された︒﹁東京湾横 インマラソンによるものが
断羽田木更津トンネル構想﹂ それぞれ１日ずつであった︒
は︑この鉄道新線を延長し︑ ●問 構想実現に向け︑調
羽田空港木更津間に鉄道ト 査研究や啓蒙活動を市とし
ンネルを建設し︑内房線と て共に進める考えは
つなぐものである︒アクア ●答 アクアラインは渋滞
ラインの渋滞や強風通行止 発生や悪天候などで定時性
め等に不便を感じる人も多 確保に支障をきたすことも
く︑安定した通勤通学が可 あるが︑地域活力をもたら
能となれば︑住宅地の魅力 す重要なインフラである︒
アクアレール構想は多額
向上︑企業立地の促進等経
な経費を要すると考えられ
済効果も大きい︒
現在のアクアラインの通 るので︑まずはアクアライ
行量と強風等による通行止 ン波及効果を高める施策を
推進したい︒
めの日数は
●答 １日あたりの交通量 ●問 首都高速道路中央環
は平成 年９月で平均４万 状線８ ︑２車線トンネル
が約 億円で建設された︒
羽田空港と木更津間の
のトンネルは排気ガス設備
が不要であり︑上下線２本︑
羽田空港や内房線の接続工
事等を含めて約３千億円と
見込む︒アクアライン建設
費の２割程度であり︑調査
研究を進める考えは
●答 今後の社会経済状況
や国の社会資本整備の動向
などを注視し︑必要に応じ
て判断したい︒

28

①安全・安心な街づくりに

18

①いのちを守る﹁予防力﹂
の強化を目指して

灯を装着した貸し出し用防
犯パトロール車１台へのド
ライブレコーダーの設置を
予定している︒ドライブレ
コーダーは︑来年度以降も
県の補助事業を活用し︑設
置をしていく予定である︒
●問 以前︑松戸市が行っ
ている﹁市民参加型街頭防
犯ネットワークカメラ事業﹂
と同様の助成事業の実施に
ついて質問した際︑防犯カ
メラの設置拡大のための参
考にし︑検討していきたい
との答弁だったが︑その後
の検討状況︑実施に対する
市の見解は
●答 当該事業は︑個人に
よる防犯カメラ設置拡大に
向けての有効な事業のひと
つであると認識している︒
個人に対する支援だが︑設
置環境や通信環境などの違
いによる課題について引き
続き検討したい︒
なお︑市が自治会等に対
し防犯カメラの設置補助を
する場合には︑県の補助制
度を活用できるため︑自治
会等の設置要望を把握した
上で︑市による設置支援制
度の導入を検討したいと考
えている︒

29

ついて ︵答弁者 市長︶
②選挙行政について
●問 現在市内に設置され
ている防犯カメラの状況は
●答 千葉県警察との協議
を踏まえ︑犯罪の多い駅周
辺の公道に 台の防犯カメ
ラを設置・管理している︒
そのほかにも︑自転車駐
車場や木更津駅前西口駐車
場などの施設に 台︑不法
投棄の監視に４台の計 台
を市で管理している︒
●問 県の事業で﹁防犯カ
メラ等設置事業補助金﹂と
﹁地域の防犯力アップ事業
補助金﹂の補助制度がある
が︑活用状況は
●答 これまで︑県の補助
事業を活用し︑平成 年度
に防犯カメラを２台設置し
た︒また︑今年度青色回転

防犯カメラ

82
27

︵答弁者 市長・市民部長︶

自殺総合対策大綱
（概要）

28

29

●問 自殺対策の重要性に 謝などが具体的なわかりや
ついて︑平成 年７月に﹁自 すい言葉で︑また絵本や歌︑
殺総合対策大綱﹂が見直さ ハープを弾きながらなど︑
れたことを受けて︑﹁自殺 講師がそれぞれの手法で語
対策は生きることの包括的 っている︒
な支援﹂であるという観点 ●問 講演会は今後も継続
から︑本市の取り組みを確 していくか
認したい︒
●答︵市︶ 将来ある若者
毎年中学校で開催してい のこころに訴えておくこと
る﹁命の大切さを学ぶ講演 をねらいの一つとしており︑
会﹂はどのような内容か
是非とも継続していきたい
●答︵市長︶ 中学校に在 と考えている︒
学する３年間のうちに︑１ ●問 前立腺がん検診は︑
回は講演会を聴けることを 県内で６割を超える自治体
基本的な考え方として実施 が実施しているが︑本市を
している︒内容は︑不慮の はじめ︑かずさ４市では導
事故や大病の経験談の中で 入していない︒しかし︑長
家族や周りの人々から愛さ い間不在だった君津中央病
れ︑応援されていることや︑ 院の泌尿器科専門医が平成
年から配属されているこ
周りの人・今の環境への感
とに加え︑平成 年からは
手術支援ロボットの﹁ダヴ
ィンチ﹂も導入されている︒
本市でも男性特有のがんの
早期発見のために︑前立腺
がん検診を導入すべきでは
●答︵市長︶ 今後︑一次
検診や精密検査の実施機関
として欠くことができない
君津木更津医師会の意見や︑
関係機関との協議などを含
め︑導入について前向きに
検討していきたい︒
29

4

哲也

議員

三上 和俊 議員

座親

政彦

議員

①安心・安全なまちづくりに
ついて ︵答弁者 市長︶

5
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日本のＬＮＧ基地

②道の駅 木更津﹁うまくたの里﹂
について

41

28 26

51 42
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●問 空き地の雑草処理に をこれまで以上に徹底した
ついて︑本年度の所有者別 結果だと考えている︒
の雑草処理依頼の対象とな ●問 ﹁木更津市まちをき
る土地の件数は
れいにする条例﹂では﹁空
●答 除去依頼書を発送し き缶等及び吸い殻等﹂を捨
た件数は 件で︑その内︑ てた者に対し︑罰則条項が
個人所有が 件︑法人所有 あるが︑雑草等の処理に係
が 件である︒
る規定を追加することは検
●問 雑草処理依頼件数が︑ 討しなかったのか
平成 年度と比べ大きく増 ●答 条例化の議案審査に
加しているが︑新規の空き あたり議論のポイントとな
地が増えたのか︑これまで ったが︑現時点においても
適正に管理されていた空き 罰則規定を盛り込むことは
地が除去依頼をしなければ 考えていない︒理由は空き
地が個人所有地であること︑
ならない状況になったのか
●答 今年度から第１回目 雑草は刈取り後もすぐに生
の調査を１か月程度早め︑ えてくること︑更に雑草は
６月初旬に実施したことと︑ 毎年生えてくることから︑
除去依頼件数のカウントに 一過性のものではないこと
ついて︑筆ごとのカウント などであるからである︒
●問 除去依頼書を発送し
た件数のうち︑相手方の居
所が不明等の理由で文書が
返戻になった件数は
●答 平成 年度 件︑
年度 件︑ 年度 件︒
●問 居所不明等の人を調
査する方法は全くないのか
●答 当該所有者の住所等
の情報は︑法令に基づく調
査権限がないため︑各担当
者がその都度︑法務局に赴
き登記簿を確認している︒

971
777

①ＬＮＧ
︵液化天然ガス︶
貯蔵
施設等に係る交付金の創設
要望について︵答弁者 市長︶
●問 現在本市にエネルギ ●答 エネルギー供給への
ー関連の交付金として︑石 貢献に対し︑恒常的な交付
油貯蔵施設立地対策等交付 金制度が創設されれば︑本
金が年間約１千 万円交付 市にとって貴重な財源を確
され︑石油貯蔵施設の施設 保することができるため︑
立地に伴う消防力の強化や︑ 新たな交付金制度の創設の
防災道路の建設などの財政 可能性について近隣３市に
負担を軽減し︑地域経済の 提案し︑研究していきたい︒
発展と福祉の向上を図って ●問 本市も石油貯蔵施設
いる︒しかしながらＬＮＧ 立地対策等交付金の交付対
貯蔵施設等は︑現段階では 象となっているが︑どのよ
交付金制度すらない状況で うな施設が存在することで
対象となっているのか
ある︒
君津４市が首都圏のＬＮ ●答 石油貯蔵施設が新設︑
Ｇの５割強を供給する基地 増設されるときに交付され
となっている現状を参考に るものと︑既存の施設の貯
すると︑ＬＮＧ貯蔵施設等 蔵量に対して交付されるも
に係る交付金制度の創設に のの２種類があり︑近年で
取り組むべきと考えるが︑ は︑市原市及び袖ケ浦市で
石油貯蔵施設の新設︑増設
市の見解は
がないため︑貯蔵量によっ
て交付額が決定されている︒
●問 石油貯蔵施設立地対
策等交付金の使途は
●答 これまで︑防災行政
広報無線の施設や耐震性貯
水槽︑消防ポンプ自動車︑
高規格救急自動車などの防
災︑消防関連の施設や車両
を交付金により整備してき
ており︑今年度は︑消防団
の消防車両を３台購入して
いる︒
700

①市民の安心・安全について

放射線量測定器

︵答弁者 市長・都市整備部長・
福祉部長・経済部長︶
②林業振興について

●問 福島第一原発事故の
発生から６年９か月が経過
するが︑事故前と比較した
現在の放射性物質による影
響は
●答︵市長︶ 本市では事
故後に大気中の放射線量の
上昇や︑放射性物質濃度が
比較的高い土壌を確認する
など︑飛散した放射性物質
による影響を受けた︒これ
らに対し︑市では﹁放射性
物質による汚染対処方針﹂
を策定するとともに︑市内
各所の空間線量の測定や高
線量か所の土壌の剥ぎ取り
を行なってきた︒
現在︑大気環境は事故直
後の高線量か所を除き︑対
処方針で定めた基準を超過
した例はなく︑測定結果は
事故直後と比較して徐々に
低下し︑現在はほぼ横ばい
となっている︒また︑水道
水は測定開始から不検出が
続いており︑焼却飛灰︑側
溝汚泥も事故後の時間経過
とともに低下している︒さ
らに︑農林水産品や給食食
材などの食品も︑出荷制限︑
出荷自粛がかかった品目を
除き︑不検出または基準値
未満の状況が続いており︑
日常生活に支障が出るよう
な状況ではない︒
●問 市民が市内の公園で
過ごすことに支障はないか
●答︵都︶ 新たな放射性
物質の飛散がなく︑これま
での測定結果などから︑支
障はないと判断している︒
●問 保育園の活動に支障
はないか
●答︵福︶ 保育園活動に
支障はない︒
●問 本市の農林水産物の
安全性は
●答︵経︶ 県で定期的に
行なわれている検査でも基
準値を全てクリアしており︑
食の安心と安全性は胸を張
って大丈夫と言えると考え
ている︒

雑草処理後の空き地
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◆個人質問 １６人◆

◎１２月定例会 一般質問と答弁の概要

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29点・191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。

議員

草刈 慎祐 議員
①環境行政について

近藤

忍

議員

︵答弁者 市長・企画部長︶

第141号

2018年（平成30年）2月1日（木）

①社会資本の諸課題について

●問 来年度から編成作業 リーを供に進めた方が効率
に入る第２次基本計画には︑ 的と考えるが︑協議状況は
巌根駅の快速停車事業を位 ●答︵市長︶ ＪＲ千葉支
置付けるか
社と巌根駅に関する協議を
●答︵市長︶ 計画策定作 しているが︑ホーム延伸事
業を行う中で︑ＪＲとの協 業の決定には相応の期間を
議状況を踏まえながら総合 要することが考えられる︒
的な判断をする︒
まずはエレベーター設置
●問 駅のバリアフリーは によるバリアフリー化に取
橋上駅など様々な形態が考 り組みたい︒
えられるが︑どのように決 ●問 駅の東西をつなぐ自
定し︑スケジュールをどう 由通路へのエレベーター設
進めるのか
置では︑ＪＲに負担を求め
●答︵市長︶ 市の財政面 られるか
から判断するとエレベータ ●答︵企︶ 自由通路は市
ーの設置で進めたい︒平成 の施設なのでＪＲの費用負
年度設置に向け︑ＪＲと 担は難しい︒
の協議を進めたいと考えて ●問 自由通路も大きな意
味で駅のバリアフリーとな
いる︒
●問 快速停車とバリアフ るので︑粘り強く交渉して
欲しい︒停車の必要性や運
行計画等の総合的な検討が
終了し︑協議が整い予算措
置が可能であれば︑バリア
フリー化に遅れることなく
快速停車事業は進むのか
●答︵企︶ 快速停車事業
は︑利用者の乗車見込みを
含めた諸条件が全て整えば
事業化は可能である︒
市としては巌根駅利用者
の需要動向を見極めながら
ＪＲとの協議を進めたい︒

東口の設置が望まれる巌根駅

︵答弁者 市長︶
②安心安全なまちづくりについて

10

●問 平成 年 月に︵仮 いるが︑とりまとめに時間
称︶木更津市火葬場整備運 を要した施設整備費及び管
営事業基本構想が策定され︑ 理運営費に関し︑合意に向
火葬場建設に取り組んでい けた最終調整の協議を進め
るが︑現在の状況は
ているところである︒
●答 基本構想策定の次の ●問 基本構想の中では︑
作業として︑﹁各種調査・ ＰＦＩ方式での管理運営と
基本計画﹂︑そして﹁都市 しているが︑火葬場のよう
計画決定﹂がある︒現在は な希少な施設でも事業者選
各種調査が概ね完了し︑基 定は可能なのか
本計画の素案︑都市計画決 ●答 とりまとめたＰＦＩ
定の変更に係る案の概要が 導入可能性調査により︑可
整い︑平成 年３月に基本 能性ありと判断している︒
計画の策定︑平成 年７月 その調査では事業者アンケ
に都市計画決定を予定して ートも実施しており︑複数
おり︑現在のところ予定ど の事業者から﹁本事業に関
心がある﹂との回答を得て
おり進んでいる︒
●問 かずさ４市の事業負 いる︒また︑実績としてＰ
ＦＩ方式による事例も多数
担割合はいつ示されるのか
●答 現在︑協議を進めて あることから︑競争性があ
るものと考えている︒
●問 計画では火葬炉は
炉となっているが︑適正な
炉数か
●答 将来人口推計︑死亡
者推計︑火葬件数︑地域の
葬送慣習で許容される火葬
時間帯︑火葬炉の能力︑そ
して火葬場の建設・維持管
理マニュアルなどを総合的
に判断し︑見込んだもので
あり︑適正な規模と考えて
いる︒
新しい火葬場イメージ

卓義

10

平野

13

173

体的な支援策は
●答 小学校の通常学級を
中心に 名のスクールサポ
ートティーチャーを 校に
配置している︒支援内容は
多岐にわたり︑ 名前後の
児童に対応している︒
まなび支援センターでは︑
児童生徒の問題の多様化︑
複雑化に対応するため︑教
育相談を実施しており︑昨
年度は 回︑ 件の相談を
受けている︒また︑一斉指
導での困難さが目立つ児童
生徒へ対応するため︑特別
支援コーディネーターを中
心に支援チームを編成し︑
各学校への巡回相談を行っ
ており︑ 校で実施した︒
ことばに課題がある未就
学児への早期支援として︑
幼児言語教室で個別指導を
行っている︒市内全ての幼
稚園・保育園で年長児言語
検査を実施し︑課題があっ
た場合は幼児言語教室への
通所での指導を勧めている︒
小学校では︑ことばの教
室を開設し︑週に１時間程
度発音の指導を行っている︒
今年度は５校８学級が開設
され︑平成 年 月現在
名の児童が指導を受けている︒

32

130

167

29

12

30

19

56

16

28

30

①特別に支援が必要な子ども

まなび支援センター

たちについて ︵答弁者 教育長︶
②君津中央病院について
●問 現在︑市では︵仮称︶
子育て世代包括支援センタ
ーの立ち上げ準備をしてい
るが︑支援の対象となるの
は︑学校教育において﹁特
別に支援が必要﹂と言われ
ている子どもたちではない
かと考える︒
現在︑特別な支援を要す
る児童生徒はどのくらい在
籍しているのか
●答 平成 年度の調査で
は︑小学校で６・８％︑中
学校で５・４％であった︒
小中学校ともに特別な支援
を要する児童生徒の割合は
増加しており︑引き続き特
別支援教育の充実に取り組
んでいく︒
●問 現在行なっている具
27

6

紀子

議員

NPOライフサポート波岡の生活バス、発車を待つ会員の皆さん

岡田 貴志 議員
①安心・安全でいきいきと
した暮らしづくり

大村

富良

議員

①まちを支える人づくりについて

②道路網の整備について

︵答弁者 都市整備部長︶
③安全・安心な街づくりについて

150

●問 東京湾アクアライン 現在は都市計画法による都
が開通し 年が経過するが︑ 市計画事業認可の手続き中
金田地区ではアクアライン であり︑本格的に事業着手
を利用する車による渋滞な する段階となっている︒
ど︑道路網の整備が喫緊の ●問 今後の事業の予定は
課題となっている︒
●答 既に道路詳細設計や
千葉県で事業化が進めら 浮戸川を横断する橋梁詳細
れている中野畑沢線中野工 設計などの作業に取り掛か
区の進捗状況は
っており︑道路用地の取得
●答 金田東３丁目地先か 交渉も開始する予定と聞い
ら袖ケ浦市坂戸市場地先ま ている︒今後とも県及び袖
での区間について︑県道袖 ケ浦市と協力・連携しなが
ケ浦中島木更津線のバイパ ら事業の進捗を図りたい︒
ス道路としての機能を有す ●問 浮戸川を横断する橋
ることから︑袖ケ浦市と共 梁は︑完成までにどのくら
同して平成 年度から現況 いかかるのか
測量や道路予備設計などを ●答 河川を斜めに横断す
行なってきた︒今年度には ることから︑構造が複雑で
境界画定などの用地測量が あり︑長さも メートルも
完了し︑千葉県に引き継ぎ︑ あることから︑完成まで５
年程度要すると聞いている︒
●問 橋梁完成までの間︑
金田地区の渋滞解消のため︑
金田東３丁目地先から市道
１０１２号線交差点までの
区間を先に供用開始できな
いか
●答 該当の区間を早期に
供用開始することは︑金田
地区の渋滞解消に効果があ
ると考えている︒今後︑整
備手法のひとつとして︑県
と調整していきたい︒

7

2018年（平成30年）2月1日（木）

第141号

20

26

田中

30

︵答弁者 市長・企画部長︶

●問 地方創生特別委員会 あたり参考になるものと認
で視察した福岡県小郡市は︑ 識しているところである︒
﹁市民と協働のまちづくり﹂ ●問 本市の﹁まちづくり
をマスタープランの基本理 と一体となった持続可能な
念に位置づけて︑市内８小 地域公共交通ネットワーク
学校区に組織され︑地域住 の構築﹂を目指すために︑
民が主体的にまちづくりに オーガニックシティの根幹
取り組んでいく︑新たな枠 である︑市民が助け合い地
組みで協働のまちづくり協 域住民間の絆を強くして︑
議会への支援を行っている 未来へ持続可能なまちづく
が︑市はこの取り組みをど りを更に進めていくための
施策として︑本市にモデル
う捉えているのか
●答︵市長︶ 住民と自治 地区を設置し︑この﹁自治
会と市がそれぞれの役割を 会バス事業﹂の実証実験的
しっかりと認識したうえで︑ な導入を考えてはどうか
まちづくり協議会がボラン ●答︵市長︶ 今回実施し
ティアで運営する仕組みは︑ たヒアリング調査を踏まえ︑
将来への持続性を感じさせ 地域での取り組み状況に応
るものであり︑本市での新 じたモデル地区の選定や︑
たな交通手段を検討するに 実証実験の導入に向けた検
討を行っていきたいと考え
ている︒
●問 今後はＮＰＯ法人と
の連携や協議も積極的に行
い︑運営に関する連携・協
力を図るべきと考えるが︑
市の見解は
●答︵企︶ 運行手法や運
営方法などの貴重な意見を
いただくとともに︑連携を
図りながら︑ボランティア
輸送などの新たな公共交通
体系を検討していきたい︒
福岡県小郡市での視察の様子

①木更津市の財政分析と財政計画

77

②超高齢社会を見据えた
行政運営 ︵答弁者 福祉部長︶

65

●問 ﹁敬老の集い﹂を委 とを求める︒
託するとき︑一地区１か所
訪問型サービスＤ移動支
などと︑決めているのか
援と﹁介護予防・生活支援
●答 会場設定や実施回数 サービス事業と一体的に行
は受託者である地区社会福 われる移動支援や移送前後
祉協議会が︑各地区の特性 の生活支援﹂とは
を活かして設定する︒
●答 要支援認定者や基本
●問 参加率からみた委託 チェックリストによる該当
事業の検証は
者に対して︑①住民主体の
●答 今までは未実施で本 通いの場への送迎②買い物︑
年度から課題等を聞き検証︒ 通院時における送迎前後の
今後︑より多く参加ができ 付き添い支援を行っている︒
るよう委託内容を検討する︒ ●問 基本チェックリスト
とは
●問 委託費は一律か
●答 委託経費総額 ％を ●答 要支援・要介護認定
地区で均等割りとし︑残 者を除く 歳以上を対象に︑
り ％を 歳以上の対象者 日常生活で必要な機能の状
態を確認する質問票である︒
人数で按分する︒
●問 対象者の増加に準じ ●問 ＮＰＯライフサポー
て委託費の総額も増やすこ ト波岡は生活バスを運行し
ているが︑訪問型サービス
Ｄ移動支援ではない︒住民
主体の移動支援が進まない
理由は果たして住民側か︒
行政のサポートはあるのか
●答 総合事業の対象とな
る利用者とサービスを︑対
象とならないものと分ける
ことができれば︑総合事業
の対価が支払われる︒現在︑
実施基準の調査検討中︒実
施基準ができたら︑説明会
を開催するなど周知する︒

中野畑沢線中野工区

15

70

◆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29年12月会議録は平成30年3月初旬頃から）

佐藤

多美男

議員

高橋 てる子 議員

鈴木

秀子

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 平成 年９月定例会 ●問 ﹁すべての国民は等
で公民館使用料の﹁原則無 しく教育を受ける権利があ
料﹂から﹁原則有料化﹂の る﹂と法律で定められてい
議案が︑賛成者多数で議決 る︒有料化により公民館の
あり方が変わってしまうの
された︒市民から約１千
筆の﹁有料化反対﹂の署名 ではないか
が出されていることから︑ ●答 公民館は︑社会教育
﹁公民館使用料有料化﹂の 施設として︑これまでと同
様に身近な学習・文化活動・
撤回について質問した︒
社会教育施設である公民 交流の場︑地域の拠点であ
館を有料とするのであれば︑ ることに変わりはない︒
市民の意見を聞くべきでは ●問 免除についての免除
団体の区分の考え方は
ないのか
●答 すでにホームページ ●答 ﹁使用料・手数料等
で使用料見直しの考え方な の見直しの基本方針﹂に基
どを周知している︒また︑ づき︑﹁真にやむを得ない
公民館だより等を通じ︑平 もの﹂に限定する︒
なお︑運用にあたっては︑
成 年４月の施行までに市
民に理解してもらえるよう 公民館によって判断が異な
らないよう︑基準を設けて
丁寧に説明していく︒
対応していきたい︒
●問 公民館利用者の中で︑
免除される団体︑されない
団体という違いが出ること
により︑不公平感が生まれ
ることも懸念される︒市民
の自主的な活動はすべて有
料になるのか
●答 自身の技術の向上︑
趣味教養の充実︑親睦が主
たる目的である︑いわゆる
サークル活動はすべて有料
である︒

29

︵答弁者 市長・福祉部長︶

30

り多い状況なので不足して
いると認識している︒
今後は相談支援事業所や
相談員を増やすために必要
となる︑具体的な支援策は︑
﹁相談連絡部会﹂での協議
や事業所との個別の意見交
換をしたいと考えている︒
●問 窓口になる相談支援
事業所の人員基準は
●答︵福︶ 県の指定で︑
常勤換算で相談員を１名︑
専従の管理者１名を置くこ
と︒管理者は︑支障がない
範囲で︑同一敷地内の事務
所や施設に従事できる︒
●問 一般相談は市の委託
事業だが︑委託金額は
●答︵福︶ １人分の人件
費月 万円︒光熱費３万円︑
サービス利用援助は訪問１
件あたり２千円︑電話１件
あたり１千円である︒
●問 相談員は高いスキル
を要求される専門職だ︒こ
のままでは事業所は増やせ
ない︒結果問題は解決せず︑
不幸なのは市民ではないか
●答︵福︶ 運営面での状
況や課題等について︑相談
支援事業所との意見交換な
どを踏まえ︑効果的な対応
を考える︒

30

①平成 年度行財政運営
に関して

相談支援事業所

30

●問 新障がい者プランの
策定にあたり︑アンケート
を実施した︒特に気になっ
たのが﹁情報がない﹂との
意見だ︒﹁助けが欲しい人﹂
と相談やサービスをつなぐ
のが︑相談支援専門員 以(下
相談員︶だ︒相談員の計画
作成には人数の上限がない
ため︑希望者が増えるばか
りで手が付けられず︑新規
の計画相談をストップして
いる状態だ︒相談員の不足
をどう考えるのか
●答︵市長︶ 相談員のア
ドバイスを受けながら︑サ
ービス利用計画を作成して
もらいたいところ︑セルフ
プランの人が全体の ・２
％と︑県平均の ・４％よ
24

①オスプレイの定期整備︑﹁配備﹂問題

11

30

判断したところである︒
●問 平成 年 月８日に
波岡区長会及び大久保団地
自治会長合同説明会を行な
ったと思うが︑説明会で出
された質問・意見の内容は
●答 当日は 名が出席し
た︒質問・意見の主な内容
は︑
﹁児童生徒の通学路につ
いての安全対策﹂︑
﹁工事車
両の通り道となる館山自動
車道側道などの安全対策﹂︑
﹁造成工事の土砂量による
車両台数の把握とその対策﹂︑
﹁周辺住民への説明会の実
施﹂などであった︒
また︑併せて火葬場周辺
市道整備事業の説明も行な
い︑安全対策を中心とした
意見︑要望も受けたところ
である︒
●問 説明会を行なったこ
とで︑住民合意はなされた
のか
●答 説明会では反対の意
見等は特になかったが︑羽
鳥野ルートに関する地元へ
の説明として︑平成 年１
月に開催予定の基本計画案
の住民説明会や︑工事実施
前に行う住民説明会などを
通じて︑理解をしてもらい
たいと考えている︒
21
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岩根公民館

29

33

︵答弁者 市長︶

市火葬場

②広域行政の諸問題

●問 先に行なわれた議員
全員協議会等で︑火葬場建
設整備運営事業は工事用進
入道路を変更せざるを得な
いとの説明だったが︑理由
と原因は
●答 平成 年７月から工
事用道路・君津ルートの地
権者に対し交渉を進めてき
たが︑一部の地権者の理解
がもらえない状況となって
いた︒このため︑全ての地
権者の承諾が得られない場
合︑別ルートの確保を検討
する必要があり︑新たなル
ートとして羽鳥野ルートを
検討したところである︒
いずれの地権者も意志が
頑なであることから︑これ
以上の交渉は難しいものと
29

8

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安心・安全でいきいきとした暮らし
づくり

画整理事業に伴い大規模な
グランド整備が行われてい
るが︑敷地の一部を放課後
児童クラブ開設用地として
活用が可能か
●答︵教︶ 児童数増加に
伴う施設整備の必要性や学
校運営を考慮した上で︑開
設用地としての活用の可能
性を検討する︒
●問 ︵仮称︶金田地域交
流センターは︑放課後の子
どもたちの居場所づくりの
一端を担える場となるのか
●答︵市︶ 地域交流セン
ターの機能の一つとして︑
高齢者や子どもなど︑世代
を超えたさまざまな交流が
広がる場としての役割も求
められると考えている︒そ
れらを踏まえ︑現在建設中
の地域交流センターには︑
誰もが自由に利用できるオ
ープンギャラリーや図書コ
ーナー等を設置する︒
放課後児童クラブに専用
区画として提供することは
難しいが︑その空間を積極
的に活用し︑世代を超えた
さまざまな人々が交流し︑
地域コミュニティーを育む
場として利用してもらいた
いと考えている︒

︵答弁者 市長・教育部長・市民部長︶

きさらづ未来活力創造プラン
（抜粋）

②子どもを育む環境づくり

●問 国の放課後子ども総
合プランに関する自治体担
当者資料の概要には︑﹁新
たに開設する放課後児童ク
ラブの約 ％を小学校内で
実施することを目指す﹂等
記載されているが︑本市の
考え方は
●答︵市長︶ 本市の放課
後児童クラブの運営が民間
主体となっている実態を考
慮し︑設置場所は施設を所
管する関係部署等と協議を
しながら進めていく︒
●問 金田小学校の余裕教
室の現状は
●答︵教︶ 児童数増に伴
い︑児童会室等の普通教室
への転用を考えている︒
●問 金田小学校は土地区
80

陳 情
陳情名

陳 情者

審 査結果

木更津市における、
受動喫煙防止対策に関する
陳情書

新千葉県たばこ商業協同組合連合会
会長 井田 明 他１名

趣旨採 択
※

森林環境税
（仮称）
創設に関する意見書採択に
関する陳情書

千葉地域森林労連
執行委員長 戸村 文彦

採択

骨髄バンク・ドナー助成制度創設に関する陳情

千葉骨髄バンク推進連絡会
会長 梅田 正造

採択

※趣旨採択とは、
願意については十分理解できるが、
実現に時間を要する場合などに、
その趣旨
について賛成とすること

１２月定例会の日程
日

程

１１月２７日(月)

議

事

の

内

容

本会議（諸報告／議案等上程）

１２月５日(火)

本会議（一般質問）

６日(水)

本会議（一般質問）

７日(木)

本会議（一般質問）
本会議（一般質問／議案大綱質疑／議案等付

８日(金)
１２日(火)

総務常任委員会

１３日(水)

教育民生常任委員会

１４日(木)

建設経済常任委員会

１９日(火)

第141号
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託／議員派遣）

本会議（諸報告／議案等審議／発議案上程・
審議）

次回定例会は、２月１日(木)から開催予定ですが、正式には１月
３１日(水)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。
●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29年12月会議録
【HP版】
は平成30年3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
12月定例会の傍聴者は50人で、
平成29年累計で292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。

2018年（平成30年）2月1日（木）

発議案・行政視察受け入れ・議場見学
発議案
発議案第４号
ついて

道路整備事業に係る補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書に

道路財特法の補助率等のかさ上げ措置の継続を求めることについて、意見書を関係機関へ提出し
ようとするものであり、全会一致をもって可決されました。

発議案第５号

森林環境税（仮称）創設に関する意見書について

陳情第１０号森林環境税（仮称）創設に関する意見書採択に関する陳情書の願意に沿い、意見書
を関係機関へ提出しようとするものであり、賛成者多数で可決されました。

行政視察の受け入れ
木更津市議会では、他市への視察だけでなく、他自治体（会派、委員会等）からの視察の
受け入れも行っています。
平成２９年度はこれまで８つの自治体等が視察に訪れ、本市の事業の調査・研究を行って
いただきました。
日付

自治体名

視察内容

7月5日

岐阜県岐阜市

産業創業支援センターの設置

7月26日

沖縄県宜野湾市

基地の現状と対策等

7月27日

岡山県

学校給食を活用した地域活性化事業

7月28日

埼玉県越谷市

企業誘致方針

10月17日

茨城県南市議会議長会

産業創業支援センターの設置

11月8日

三重県松阪市

電子母子手帳
「木更津っ子ダイアリー」

11月9日

京都府

東京湾アクアライン等を活用したまちづくり

11月14日

沖縄県うるま市

農林水産物・加工品等物販施設
（道の駅
「木更津 うまくたの里」
）

木更津第一小学校が議場見学に来ました
平成３０年１月１２日に、木更津第一小学校６年生児童が、社会科の校外学習の一環とし
て市議会を訪れました。当日は執行部席、議員席、傍聴席を使い、議会の役割や定例会の流
れなどを学びました。質問時は、議長
席から質問者を指名し、マイクで発言
するなど本番さながらのシチュエーシ
ョンで行なわれ、児童からは「実際に
議場で説明を受けることができ、イメ
ージがわいた。木更津市のために僕た
ちも頑張りたい。」と、心強い感想を
いただきました。
2018年（平成30年）2月1日（木）
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委員会行政視察
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２９年１０月１０日〜１２日
■埼玉県戸田市「政策研究所の取り組み」
■岩手県紫波町「官民連携による都市整備
事業（オガールプロジェクト）」
■青森県八戸市「大型客船寄港による地域
への効果」

岩手県紫波町での視察の様子

教育民生常任委員会
○平成２９年１０月２５日〜２７日
■静岡県藤枝市「ＣＫＤネットワークの構築」
■愛知県小牧市「地域協議会創設事業」
■岐阜県高山市「新規透析導入患者数減少に
向けた取り組み」
岐阜県高山市での視察の様子

建設経済常任委員会
○平成２９年１０月４日〜６日
■北海道滝川市「地産地消計画」
■株式会社ニセコリゾート観光協会
「観光協会の取り組み」
北海道滝川市での視察の様子

基地対策特別委員会
○平成２９年１０月２６日〜２７日
■青森県三沢市「三沢基地に関する取り組み」
■航空自衛隊三沢基地「地域との関わり」

航空自衛隊三沢基地での視察の様子

広域行政等特別委員会
○平成２９年１０月３１日〜１１月１日
■長野県小諸市「鳥獣被害対策」
■新潟県長岡市「広域連携の取り組み」
長野県小諸市での視察の様子
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議場コンサート
平成２９年１１月２７日の本会議開会前に、清和大学短期大学部ハンドベルクラブによる議
場コンサートが開催されました。議場が移転してはじめての議場コンサートでしたが、傍聴席
は市民などで満席となり、心洗われる美しい音色が響き渡りました。
◆演奏曲 ①ハウルの動く城より 世界の約束
②カントリー・ロード
③となりのトトロより ねこバス
④サウンド・オブ・ミュージックより
私のお気に入り
⑤チキ・チキ・バン・バン
⑥ふるさと

タブレット端末導入
平成２９年１２月定例会より、タブレット端末を活用した議会が開始されました。
操作や取り扱いに慣れるため、本会議開催前に２度の研修、そして終了後にも基本操作の研修
を行ないました。議員の利便性向上、職員の労務軽減、用紙等のコスト削減を目的として、既に
導入している執行部との相互連携を図り、ペーパーレス化、情報の迅速化を進めています。

編集後記
平成 30 年の新年を迎えました。先の話ですが翌年 5 月 1 日には平成も幕を閉じ、新しい天皇
陛下が即位をされます。ところで木更津市の最高齢者は 106 歳（明治 44 年生まれ）の方です。
明治、大正、昭和、平成、そしてやってくる新しい時代。5 つの時代を駆け抜けられる方は稀で
す。できるだけ多くの市民の皆様がいくつもの時代を健康に過ごしていけるように議員がそれぞ
れの得意分野を中心に行政に働きかけています。目的は一つ。「住みやすい街づくり」です。多
くの自治体が人口減少に突入している中、本市は人口増加が続いています。人が集まる住みやす
い街、木更津市。より良好な状態にするため、２４名で構成される市議会の活動記録をお伝えし
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

2018年（平成30年）2月1日（木）

◎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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