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（２面に続く）

３月会議が始まりました
◎３月会議の日程が決まる
　　２月２０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　鎌ケ谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行を踏まえ、保険料の賦課限度額を引き上げること、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽

減するための所得判定基準の額を引き上げ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２号　鎌ケ谷市重度心身障がい者（児）医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�千葉県からの通知を踏まえ、医療費の助成の対象者に精神障害者保健福祉手帳１級の所持者を追加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　鎌ケ谷市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�介護保険制度に係る介護認定の判定を行う件数の増加に対応するため、介護認定審査会の委員の定数を変更しようとするものです。
議案第４号　鎌ケ谷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について
　　　　　　【概要】�都市緑地法等の一部を改正する法律の施行による生産緑地法の改正を踏まえ、本市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めようと

するものです。
議案第５号　鎌ケ谷市道路の構造の技術的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】�道路構造令の一部を改正する政令の施行を踏まえ、新たに自転車通行帯に関する基準を定め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　鎌ケ谷市道路標識の寸法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】�道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の施行を踏まえ、案内標識の一部に英語表記を加え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７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】�建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令の施行等に伴い、簡易な評価方法による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８号　鎌ケ谷市市営住宅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】�民法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、市営住宅への入居の際に必要としていた連帯保証人を不要と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９号　令和元年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第６号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額３６１億５，３２５万６千円に対し、歳入歳出それぞれ５億７，８８４万８千円を追加し、補正後の予算総額を３６７億３，２

１０万４千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介護保険特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額７４億８，５６７万円に対し、歳入歳出それぞれ１億８，７００万円を追加し、予算総額を７６億７，２６７万円にしようとす

るものです。
議案第11号　令和元年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額１３億３，６１１万６千円に対し、歳入歳出それぞれ２，５５３万８千円を追加し、予算総額を１３億６，１６５万４千円にし

ようとするものです。
議案第12号　令和２年度鎌ケ谷市一般会計予算
　　　　　　【概要】�予算総額を３５２億１，０００万円（前年度当初予算額と比較して４．０％増）とするものです。
議案第13号　令和２年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計予算
　　　　　　【概要】�予算総額を１０５億１，２００万円（前年度当初予算額と比較して０．１％減）とするものです。
議案第14号　令和２年度鎌ケ谷市介護保険特別会計予算
　　　　　　【概要】�予算総額を７９億９，７００万円（前年度当初予算額と比較して１０．７％増）とするものです。
議案第15号　令和２年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計予算
　　　　　　【概要】�予算総額を１４億７，６００万円（前年度当初予算額と比較して１１．３％増）とするものです。
議案第16号　令和２年度鎌ケ谷市下水道事業会計予算
　　　　　　【概要】�令和２年４月から下水道事業に公営企業会計を適用し、収益的収入額を１８億２，０６９万３千円、収益的支出額を１７億７，７４１万６千円と

し、資本的収入額を９億８，１４１万７千円、資本的支出額を１４億９，２２２万９千円とするものです。
議案第17号　和解について
　　　　　　【概要】�東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う損害賠償請求について、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案に基づき、

東京電力ホールディングス株式会社と和解しようとするものです。

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
２月２６日 水 午前１０時 議案に対する質疑

　　２７日 木
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

　　２８日 金 午前１０時 教育福祉常任委員会
３月　２日 月 午前１０時 予算審査特別委員会
　　　３日 火 午前１０時 予算審査特別委員会

日 曜日 時間 内容
３月　４日 水 午前１０時 予算審査特別委員会
　　　６日 金 午前１０時 一般質問
　　　９日 月 午前１０時 一般質問
　　１０日 火 午前１０時 一般質問
　　１１日 水 午前１０時 一般質問
　　１６日 月 午後 １ 時 委員長報告・討論・採決・散会
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第138号 令和２年２月23日（２）

３月６日（金） 午前10時から
芝田　裕美　議員
　○�保育所の整備計画について（保育の現状（保育所、待機児童の推移など）
/新しい保育所の整備方針）

　○�国土強靭化地域計画について（国土強靭化地域計画の概要/鎌ケ谷市にお
ける策定状況/大柏川第二調節池整備の進捗状況）

勝又　　勝　議員
　○�市道26号線の整備について（本市中心部から南西方面への道路について
/市道２６号線について（現状、課題、整備状況）/市道２６号線バイパ
ス整備事業について（概要、進捗、課題）/今後の市道２６号線の整備、
対策について）

　○�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利活用につ
いて（跡地活用の募集概要について/募集スケジュールと進捗状況につい
て/募集結果と今後の予定について/今後の課題、対策について）

午後１時から
宗川　洋一　議員
　○�新型コロナウイルスなどの感染症対策について（新型コロナウイルスに
関する今までの経緯と対応について/鎌ケ谷市緊急事態対応計画と危機管
理マニュアルについて/鎌ケ谷市新型インフルエンザ等対策行動計画と業
務継続計画（ＢＣＰ）について/危機管理マニュアルと業務継続計画（Ｂ
ＣＰ）の見直しについて/今後の課題と市の対応策について）

　○�ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた市の対応について（ＧＩＧＡス
クール構想の概要と今後のスケジュールについて/ハード面・ソフト面・
指導体制の充実について/新学習指導要領におけるＩＣＴを活用した効果
的な学習とは/財源措置（補助・単独）とパソコン等の調達方法について
/今後の課題と市の対応について）

針貝　和幸　議員
　○�公共施設の利活用について（公民館、きらりホールの行政利用の現状/市
民利用と行政利用のあり方についてどのように考えるか/指定管理者制度
を導入したが、料金設定、行政利用など、その詳細について/中央公民館、
きらりホールが出来て、市内のその他公民館にどのような影響があったか）

　○�行政の広告収入について（現在行政はどのような広告収入を得ているの
か/広告収入に対する考え方について/屋外広告について/他市では条例の
改正等が行われているが、本市の屋外広告はどのような制限が設けられ
ているか）

＜休　憩＞
伊福　幸一　議員
　○�市民の安全安心の暮らしのための対策について（本市の取り組みについ
て/市道１２０７号線の安全対策について（舗装、防犯カメラ、防犯灯）
/指定通学路における安全対策について（市道２９号線、市道１２号線、
市道１４０４号線）/ランニングパトロールについて/水害対策用の止水
板について）

３月９日（月） 午前10時から
泉川　洋二　議員
　○�大規模災害時の対応について（福祉避難所について/市民への啓発につい
て/トイレについて）

　○�市職員の人事給与制度について（働き方改革について/定員適正化計画に
ついて）

富田　信恵　議員
　○�母子保健サービスについて（妊娠期に受ける保健サービスについて/出産
後に受ける保健サービスについて/新生児聴覚検査について/産後ケア事
業について/産後６か月以降の育児支援について）

　○�発達障がい、及びその懸念のある児童生徒の支援について（特別支援学
級のしくみと現状について/通常学級において特別な支援が必要と考えら
れる児童生徒の割合/特別支援学級に在籍するには/発達障がいの懸念の
ある児童生徒への支援について/特別支援学級の運営について）

午後１時から
小易　和彦　議員
　○�交通安全対策について（交通事故の発生状況について/交通安全対策に関
する計画等について/関係機関との連携について/信号機や横断歩道の設
置などの交通規制について）

　○�治水対策について（南初富及び周辺地区の大雨時の状況について/今まで
に行ってきた対策について/市道１７号線、市道５１号線の状況と課題に
ついて/今後の取組みについて）

德野　　涼　議員
　○�子どもの遊び場について（公園・児童遊園・多目的グラウンドの利用に
ついて/学校の開放について）

　○�緑あふれる街づくりについて（市制記念公園・貝柄山公園の美化につい
て/緑道の整備について/街路樹の整備について）

　○�令和２年度予算案について（かまがやレインボープラン２１の達成状況
について/財政状況と、今後の見通しについて）

＜休　憩＞
佐藤　　剛　議員
　○�地域振興としての有機農業の促進について（耕作放棄地の現状と対策に
ついて/生産緑地の２０２２年問題について/有機野菜をブランド化する
ことについて）

　○�市民サービス窓口業務の効率化について（窓口ワンストップサービスに
ついて/「おくやみコーナー」等の設置について）

◎議員から市の行政に対する質問（一般質問）

３月10日（火） 午前10時から
葛山　繁隆　議員
　○�児童虐待について（児童虐待の概要/原因と背景（貧困など）/市の取り
組み）

　○�いじめ、不登校現状と対応について（本市の現状/教師がいじめを早期発
見するための対策について）

矢崎　　悟　議員
　○�本市における障がい者福祉の施策について（鎌ケ谷市障がい福祉計画・
鎌ケ谷市障がい児福祉計画について/ハード・ソフト両面におけるバリア
フリーの対策について/特別支援学校への通学について/障がい者の高齢
化及び親亡き後の支援策について/東京２０２０パラリンピックについて）

午後１時から
鈴木　哲也　議員
　○�データヘルス計画について（データヘルス計画の概要と目的について/進
捗状況について/今後の取り組みについて/後期高齢者の健診について）

　○�風しん対策について（風しん対策の概要について/進捗状況について/今
後の取り組みについて）

　○�市役所の窓口業務について（窓口業務の現状について/窓口の一元化につ
いて/おくやみ窓口の設置について）

津久井　清氏　議員
　○�海上自衛隊下総航空基地にかかわる騒音、オスプレイ等の問題点につい
て（航空機騒音で環境基準を超える地区の現状と市の対応策/航空機騒音
に伴う陸上競技場、小中学校の入学式・卒業式への影響及び夜間訓練な
どで下総航空基地に対する市の対応策/オスプレイの下総航空基地への配
備情報の有無と市の対応策）

　○�移動困難な高齢者などの「移動サービス」の充実について（高齢者、障
がい者等で移動困難な方への市の対応策の現状/今まで、移動サービスを
担ってきたＮＰＯ団体の活動停止等についての市の認識/地区社会福祉協
議会、自治会等における「地域移動サービス」の活性化をどうとらえるか）

＜休　憩＞
松原　美子　議員
　○�本市における「滞納問題」とその対応について（市税に関する「滞納問題」
とその対応について/小・中学校の給食費における「滞納問題」とその対
応について）

　○�本市における小・中学校に関する教育行政について（教員の「働き方」
などの問題について/「発達障がい」等の児童生徒に対する教育について）

３月11日（水） 午前10時から
佐竹　知之　議員
　○�新型コロナウイルス感染症に対する本市の備えについて（本市で新型コ
ロナウイルス感染症患者が出た場合の対処について/本市における医療機
関との連携・受け入れ体制について/「鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染
症対策会議」の役割と目的について）

　○�災害から市民の生命・財産を守る施策について（災害時における食事や
寝具の自主的な用意について/停電対策について/浸水被害の危険箇所を
示すハザードマップの見直しについて）

　○�高齢難聴者の補聴器購入費助成について（高齢難聴者の補聴器の必要性
について市の認識を伺う/本市の低所得高齢難聴者に補聴器を助成した場
合の対象人数と予算はおおよそ、どれくらいかかるか伺う/低所得高齢難
聴者に補聴器購入費の助成を行うことについて）

河内　一朗　議員
　○�本市のひきこもり支援の現状と今後の課題について（ひきこもりの現状
把握と、対象者（世帯）に対する本市の支援策について/近年問題視され
ている、中高年ひきこもりに対する本市の見解、支援策について/ひきこ
もりに対する本市相談窓口の明確化、専用の相談窓口の設置予定について）

　○�本市の街づくりにおける公園（児童遊園含む）のあり方と、今後の整備
計画について（本市が考える公園（児童遊園含む）の概念、あり方につ
いて/公園（児童遊園含む）の遊具配置目的・危機管理に関する本市の考
えについて/既存公園（児童遊園含む）に対する、本市のトイレ整備計画
について）

午後１時から
後関　俊一　議員
　○�児童・生徒の放課後や休日の過ごし方について（部活動について/公共施
設の利用について/イベント等への参加について）

　○�不登校の児童・生徒について（学校とのかかわり方について/公共施設等
の利用について/新学期に向けての取り組みについて）

松澤　武人　議員
　○道路行政について（道路管理について/大型車通行について）
　○�市職員の人事制度について（定員管理について/働き方について/人材育
成について）


