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会議の日程や一般質問の順番は、議事運営上の都合により変更することがあります。

９月会議が始まりました
◎９月会議の日程が決まる
　　９月５日（木）午後１時に会議を開き、次のとおり日程を決定しました。

◎今会議で審議される議案
議案第１号　鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について
　　　　　　【概要】�地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、地方公務員法に新たに創設される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項

を定めようとするものです。
議案第２号　鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、特別職非常勤職員の要件が整理されたことに伴う職種の区分を改正することその他所

要の改正をしようとするものです。
議案第３号　鎌ケ谷市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行等を踏まえ、印鑑登録証明書の旧氏の記載を可能にすること、同証明書のマイナンバーカードによるコ

ンビニ交付を可能にすることその他所要の改正をしようとするものです。
議案第４号　鎌ケ谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、家庭的保育事業者等の連携施設の確保に係る経過措置の期間を延長する

ことその他所要の改正をしようとするものです。
議案第５号　鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、食事の提供に要する費用の取扱いを変更すること

その他所要の改正をしようとするものです。
議案第６号　鎌ケ谷市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、複数の建築物による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の審査

に係る手数料の額の取扱いを定めようとするものです。
議案第７号　鎌ケ谷市下水道事業の設置等に関する条例の制定について
　　　　　　【概要】�本市の下水道事業に関し、地方公営企業法の財務規定を適用しようとするものです。
議案第８号　鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例及び鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�指定管理者に鎌ケ谷市きらりホール及び鎌ケ谷市学習センターの管理を行わせる場合の利用料金制度に関することを定めようとするものです。
議案第９号　令和元年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第２号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額３３９億２，４５８万５千円に対し、歳入歳出それぞれ１９億３６２万４千円を追加し、補正後の予算総額を３５８億２，８２０万９千円

にしようとするものです。
議案第10号　令和元年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額１０５億２，３００万円に対し、歳入歳出それぞれ２億２，０２５万円を追加し、予算総額を１０７億４，３２５万円にしようとするもの

です。
議案第11号　令和元年度鎌ケ谷市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　【概要】�予算総額２３億６，７００万円について、歳入予算の款項の予算額を変更しようとするものです。
議案第12号　令和元年度鎌ケ谷市介護保険特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額７２億２，２００万円に対し、歳入歳出それぞれ２億６，３６７万円を追加し、予算総額を７４億８，５６７万円にしようとするものです。
議案第13号　令和元年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額１３億２，６００万円に対し、歳入歳出それぞれ９０５万６千円を追加し、予算総額を１３億３，５０５万６千円にしようとするものです。
議案第14号　平成３０年度鎌ケ谷市一般会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入３５９億８，６９４万２千円、歳出３３９億１，５５４万５千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では繰越金

や市税、諸収入の増、歳出では財政調整基金積立金や陸上競技場改修事業、義務教育施設維持補修事業などの増によるものです。
議案第15号　平成３０年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入１１０億７万６千円、歳出１０７億８，２１０万１千円。歳入、歳出とも前年度より減となりました。主な要因は、千葉県国民健康保険特別

会計へ移行されたため、歳入では前期高齢者交付金や共同事業交付金などの皆減、歳出では共同事業拠出金や後期高齢者支援金等などの皆減によるものです。
議案第16号　平成３０年度鎌ケ谷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入２２億７，１４０万円、歳出２０億６，６８３万９千円。歳入、歳出とも前年度より減となりました。主な要因は、歳入では市債や繰入金の

減、歳出では事業費の減によるものです。
議案第17号　平成３０年度鎌ケ谷市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入７５億２，２１７万７千円、歳出７２億８，０２７万２千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では保険料や県

支出金、繰入金の増、歳出では保険給付費や地域支援事業費の増によるものです。
議案第18号　平成３０年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入１３億９３万７千円、歳出１２億９，１８８万円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では後期高齢者医療保険料

の増、歳出では広域連合納付金の増によるものです。
議案第19号　指定管理者の指定について
　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市コミュニティセンターの管理を行わせる指定管理者を指定しようとするものです。
議案第20号　指定管理者の指定について
　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市きらりホール及び鎌ケ谷市中央公民館の管理を行わせる指定管理者を指定しようとするものです。
議案第21号　鎌ケ谷市市道路線の認定及び廃止について
　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市市道路線として、新たに８路線を認定するとともに、２路線を廃止しようとするものです。

（２面に続く）

インターネット議会中継を行っています
市議会では開かれた議会を目指し、本会議の様子をインターネットにて配信しています。鎌ケ谷市議会のホームページでご案内をしておりますのでご覧ください。
なお、視聴の際は免責事項をお読みいただき、ご了承くださいますようお願いします。

鎌ケ谷市議会のホームページアドレス　http://www.city.kamagaya.chiba.jp/gikai/index.html

日 曜日 時間 内容
９月１０日 火 午前１０時 議案に対する質疑

　　１１日 水 午前１０時
午後 １ 時

総務企画常任委員会
都市・市民生活常任委員会

　　１２日 木 午前１０時 教育福祉常任委員会

　　１７日 火 午前１０時 決算審査特別委員会

　　１８日 水 午前１０時 決算審査特別委員会

日 曜日 時間 内容
９月１９日 木 午前１０時 決算審査特別委員会
　　２０日 金 午前１０時 一般質問
　　２４日 火 午前１０時 一般質問
　　２５日 水 午前１０時 一般質問
　　２６日 木 午前１０時 一般質問
　　３０日 月 午後 １ 時 委員長報告・討論・採決・散会
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会議の日程や一般質問の順番は、議事運営上の都合により変更することがあります。

第136号 令和元年９月８日（２）

９月20日（金） 午前10時から
小易　和彦　議員
　○�幼児教育・保育の無償化に向けた具体的取り組みについて（１０月から
の無償化実施に向けた現在の取り組み状況について/無償化後の給食費の
取り扱いについて/無償化を踏まえた今後の待機児童対策等について）

　○�小中学校の外国語教育について（新学習指導要領の全面実施を見据えた
英語教育の取り組みについて/英語検定の検定料助成について）

勝又　　勝　議員
　○�都市計画道路や道路の計画と整備について（機能について/整備の経過、
状況、進捗について/優先順位について/今後の整備の展開について（特
に３・４・７号中沢鎌ケ谷線について））

午後１時から
松澤　武人　議員
　○�鎌ケ谷市の都市計画道路について（整備状況について/都市計画道路３・
４・１０号中沢北初富線について/北千葉道路までの区間（都市計画道路
３・４・１０号中沢北初富線）の事業化の必要性について）

　○�民生委員・児童委員について（民生委員・児童委員の現状と課題につい
て/今後の方向性について）

佐藤　　剛　議員
　○�幼児教育・保育無償化について（副食費実費徴収の問題/認可外保育施設
の問題/待機児童の問題）

　○�「放射線副読本」について（本市における各学校への配付状況・利用状
況/副読本の内容の問題/本市教育委員会の対応について）

　○�原子力災害における水戸市民の県外広域避難に関する協定書について（協
定の内容及び主旨について/避難者受け入れ準備の進捗状況について）

＜休　憩＞
佐竹　知之　議員
　○�消防力強化と今後のとりくみについて（鎌ケ谷市の消防体制（装備、職員・
団員）の充足率について/消防職員が働きがい・頑張りがいある職場の環
境づくりについて/消防力アップをめざす今後の課題について）

　○�プラスチックごみの処理と対策について（プラスチックごみの処理と対
策について本市の考え方を伺う/本市におけるプラスチックごみの排出量
の推移について/今後のプラスチックごみ減量方針と計画について）

　○�就学援助制度における現状と問題点について（本市における就学援助制
度の充足率について現状をどう見るのか市の考えを伺う/本市の就学援助
受給率向上にむけた目標と取り組みについて/入学準備金の支給実現で受
給世帯の増減はどうか伺う）

９月24日（火） 午前10時から
芝田　裕美　議員
　○�鎌ケ谷市内における千葉県事業の進捗状況について（県道などの整備状
況（粟野バイパス、船橋我孫子バイパス、県道の歩道など）/交差点など
の整備状況（初富、鎌ヶ谷大仏、初富駅前広場進入路）/貯留池整備事業（大
柏川第２調節池））

　○�生産緑地制度の改正に伴う市の対応について（令和４年度の指定期間満
了を控えた生産緑地所有者の意向確認/生産緑地地区の面積要件（現行５
００㎡以上）の引き下げや特定生産緑地制度について/農業振興に関する
今後の施策の展開）

伊福　幸一　議員
　○�本市のスポーツ振興について（本市の取り組みと成果について/福太郎ス
タジアム（陸上競技場）の整備について/公園・児童遊園・多目的グラウ
ンドでのボール使用について/小学校の部活動について/総合型地域ス
ポーツクラブについて）

午後１時から
富田　信恵　議員
　○�介護予防事業について（フレイル予防（高齢者が要介護状態にならない
ための）について本市の見解と、現在おこなわれている取り組みについ
て/本市の６５歳以上の高齢者の人数と、要介護状態にない人数/高齢者
の介護予防についての課題と、今後の取り組みについて）

　○�障がい者の利便性向上について（障がい者への合理的配慮について/図書
館における郵送による貸し出し・返却サービスについて/駅、公共施設の
バリアフリーについて）

泉川　洋二　議員
　○�道路対策について（丸山１、２丁目市道４３０５号線の安全対策につい
て/丸山３丁目交差点の横断歩道新設、右折信号設置について/市道４１
号線、丸山３丁目付近の歩行者用信号機設置について）

　○�水害対策について（中央２丁目浸水対策について）
＜休　憩＞

針貝　和幸　議員
　○�色覚チョークについて（色覚チョーク導入の経緯について/色覚チョーク
を導入している学校とそうでない学校があるが、その理由等を問う/児童
生徒の反応やコスト面について/色覚検査の経緯について/色覚検査の現
状について/今後の課題、方針について）

　○�公共施設、また防犯灯・道路照明灯等のＬＥＤ化について（公共施設の
ＬＥＤ化の現状/電気使用量の変化/ＬＥＤ化による問題等は起こってい
ないか/公共施設の今後のＬＥＤ化の予定/防犯灯・道路照明灯等を全て
ＬＥＤ化する予定であるが、計画通り進んでいるか/民間の街灯について
（商店街の街路灯等））

◎議員から市の行政に対する質問（一般質問）
９月25日（水） 午前10時から
鈴木　哲也　議員
　○�鎌ケ谷市の防災対策について（地域防災計画について/要配慮者への対策
について/鎌ケ谷市が目指す防災組織について/防災リーダーの育成につ
いて）

　○�道路行政について（市道３８０４号線の整備について/市道３８１２号線
の拡幅予定について）

松原　美子　議員
　○�１０月からの幼児教育・保育の「無償化」に伴う「副食費」等の問題に
ついて（１０月以降の制度周知方法とそれに伴う影響について/「副食費」
の集金方法と、滞納者への対応について/「副食費」への負担の解消を要
望することについて）

　○�国民健康保険料が与える市民生活への影響・子どもの均等割りについて
（平均的な所得の世帯に対する「保険料」の負担について/０歳～１８歳
未満の「保険料」の負担について/全国市長会議決定「国民健康保険制度
等に関する重点提言」について）

　○�地域包括支援センターの役割の再確認と「介護予防・日常生活支援総合
事業」（以下、総合事業）の進捗状況について（日常生活圏域ごとの、高
齢化率などと包括支援センターの活動内容について/これまでの、地域の
要望について/「総合事業」の進捗状況について）

午後１時から
宗川　洋一　議員
　○�東京２０２０オリンピック・パラリンピックと連携したまちづくりにつ
いて（聖火リレー（全国・千葉県・本市）の概要について/連携事業に係
る制約と課題について/市民や各種市民団体（自治会、スポーツ・文化団
体）、商工・農業事業者との連携について/パラリンピックと障がい者団
体等との連携について/オリンピック・パラリンピック教育の対応と国際
交流との連携について/市のまちづくりとしての見解と知名度アップの独
自のＰＲや連携事業について/来年度予算と広報について）

葛山　繁隆　議員
　○�認知症施策の推進について（本市における高齢者認知症の現状と将来予
測について/本市（行政）における、認知症対策の取り組みについて/認
知症施策を推進するための今後の課題や取り組みについて）

＜休　憩＞
河内　一朗　議員
　○�魅力ある学校づくりの現状と市の今後の施策について（市が考える、学
ぶ意欲を育てる環境づくり（主にハード面）の現状と今後の方向性に関
して/市内の子どもたちが学ぶ環境は平等であるか、通う学校によって設
備面での不平等はないか/今後の学校づくりの本市の重点的施策は）

　○�人が集まる街づくりの現状と市の今後の方針に関して（鎌ケ谷の人口推
移と今後の展望・対策に関して/魅力あるまちづくりに関する進捗に関し
て（レインボープラン２１後期計画の進捗状況とその後）/今後鎌ケ谷市
を盛り上げるための、本市の構想に関して（５０周年に向けた今後のロー
ドマップ））

９月26日（木） 午前10時から
矢崎　　悟　議員
　○�超高齢社会を見据えた移動支援サービスについて（要介護者や障がい者
等の移動支援に対する現在の取り組みについて/想定される今後の課題に
ついて/コミュニティバス「ききょう号」の運行計画の見直しについて/
これからの移動支援に対する市の見解と今後の取り組みについて）

　○�旧第二学校給食センター及び旧トレーニングセンター跡地の活用につい
て（跡地活用の検討結果に基づく活用方針について/当該跡地を含めた東
道野辺５丁目の将来の排水施設整備について/住宅地が隣接する周辺地域
への影響を考慮した跡地活用のあるべき姿について）

後関　俊一　議員
　○�防災について（防災の取り組みについて/避難所などの取り組みについて
/各地域での取り組みについて）

　○�鎌ケ谷市内で活動する市民公益活動団体について（各団体の数と内容に
ついて/団体の繋がりについて/地域づくりコーディネーターについて）

午後１時から
津久井　清氏　議員
　○�教師が子どもの教育に集中できる為の「働き方改革」について（本市教
育委員会は「教師の働き方改革プラン」作成をしているか/我孫子市教育
委員会の「学校職員の働き方改革について」をどう認識しているか/今後
の取り組みの方向性）

　○�自転車事故の多発と今後の改善策について（歩道上での自転車走行に伴
う歩行者の危険性について/本市における自転車事故の多発と改善策/今
後の取り組みの方向性）

德野　　涼　議員
　○�投票率向上の施策について（期日前投票について/投票済証明書等の発行
とサービスについて/主権者教育や啓発について/投票率等の現況につい
て）

　○�市外への魅力発信について（市ホームページの運用について/魅力発信の
施策について）


