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傍聴される方へのお願い
　新型コロナウイルス感染症の予防及び拡大防止のため、傍聴受付時に検温を実施しております。また、傍聴する際にはマスクを着用し、アルコール消毒液による手指の消
毒をお願いしています。また、本会議の傍聴席は、一定の間隔を空けるため、席数を減らし18席のみとなっております。感染予防のため、できるだけ傍聴はお控えいただき、
インターネット中継をご覧ください。各常任委員会については、委員会室は狭く、一定の距離を保つことが困難なため、廊下での傍聴となります。なお、予算審査特別委員
会については議場で開催するため、本会議と同様、傍聴席での傍聴になりますが、定員は10人とさせていただきます。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

3 月 会 議 が 始 ま り ま し た
◎３月会議の日程が決まる
　　２月１８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。

日 曜日 時　　間 内　　容 日 曜日 時　　間 内　　容
２月２４日 水 午前１０時 議案に対する質疑 ３月　３日 水 午前１０時 予算審査特別委員会

　　２５日 木 午前１０時
午後 １ 時

総務企画常任委員会
教育福祉常任委員会

　　　５日 金 午前１０時 一般質問
　　　８日 月 午前１０時 一般質問

　　２６日 金 午前１０時 都市・市民生活常任委員会 　　　９日 火 午前１０時 一般質問
３月　１日 月 午前１０時 予算審査特別委員会 　　１０日 水 午前１０時 一般質問
　　　２日 火 午前１０時 予算審査特別委員会 　　１５日 月 午後 １ 時 委員長報告・討論・採決・散会

◎今会議で審議される議案
議案第１号　鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等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】長時間労働の是正を図るため、超過勤務命令の上限の時間等が人事院規則に定められたことを踏まえ、人事院規則と同様の内容を定めるための必要
　　　　　　　　　な改正をしようとするものです。
議案第２号　鎌ケ谷市高額療養費貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】高額療養費に係る貸付制度の実施のために設置している基金について、同制度の利用が減少していることから、基金の額を減額しようとするものです。
議案第３号　鎌ケ谷市国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条例の制定について
　　　　　　【概要】鎌ケ谷市国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止しようとするものです。
議案第４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】第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険料の額を改定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　鎌ケ谷市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等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】指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、
　　　　　　　　　感染症の対策の強化等、事業の運営等に必要な事項を定めようとするものです。
議案第６号　鎌ケ谷市指定地域密着型サービスの事業の人員、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】指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、地域密着型通所介護、夜間対応型訪問介護等、サービスの種
　　　　　　　　　類に応じて事業の運営等に必要な事項を定めようとするものです。
議案第７号　鎌ケ谷市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の
　　　　　　方法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】指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法
　　　　　　　　　に関する基準の一部改正に伴い、介護予防認知症対応型通所介護等、サービスの種類に応じて事業の運営等に必要な事項を定めようとするものです。
議案第８号　鎌ケ谷市指定居宅介護支援等の事業の人員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】指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い、感染症の対策の強化等、事業の運営等に必要な事項を定めようとするも
　　　　　　　　　のです。
議案第９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等の施行に伴い、新たに一定の規模の建築物のエネルギー消費性能適合性判
　　　　　　　　　定等の審査に係る事務の手数料の額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10号　鎌ケ谷市スポーツ施設誘致条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】奨励措置を受けようとする者が申請できる期限を５年間延長しようとするものです。
議案第11号　令和２年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第１１号）
　　　　　　【概要】補正前の予算総額４９９億６，７０１万４千円に対し、歳入歳出それぞれ７億５６８万４千円を追加し、補正後の予算総額を５０６億７，２６９万
　　　　　　　　　８千円にしようとするものです。
議案第12号　令和２年度鎌ケ谷市介護保険特別会計補正予算（第３号）
　　　　　　【概要】介護保険システム及び訪問介護システムの改修について、国の示す改修スケジュールが判明し、年度内完了が見込まれないことから、繰越明許費の
　　　　　　　　　設定をするものです。
議案第13号　令和２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１４億９，３７３万８千円に対し、歳入歳出それぞれ１，０６３万７千円を追加し、予算総額を１５億４３７万５千円にしようと
　　　　　　　　　するものです。
議案第14号　令和２年度鎌ケ谷市下水道事業会計補正予算（第２号）
　　　　　　【概要】補正前の収益的収入額１８億２，８９５万３千円に対し、１，０８１万円を追加し、１８億３，９７６万３千円にし、補正前の収益的支出額１７億７，
　　　　　　　　　７４１万６千円に対し、１，０８１万円を追加し、１７億８，８２２万６千円にしようとするものです。
議案第15号　令和３年度鎌ケ谷市一般会計予算
　　　　　　【概要】予算総額を３６５億８，０００万円（前年度当初予算額と比較して３．９％増）とするものです。
議案第16号　令和３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１０１億４，５００万円（前年度当初予算額と比較して３．５％減）とするものです。
議案第17号　令和３年度鎌ケ谷市介護保険特別会計予算
　　　　　　【概要】予算総額を８７億１，７００万円（前年度当初予算額と比較して９．０％増）とするものです。
議案第18号　令和３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１５億４，１００万円（前年度当初予算額と比較して４．４％増）とするものです。
議案第19号　令和３年度鎌ケ谷市下水道事業会計予算
　　　　　　【概要】収益的収入額を１８億３，８３５万３千円（前年度当初予算と比較して１．０％増）、収益的支出額を１７億６，８８０万７千円（前年度当初予算と
　　　　　　　　　比較して０．５％減）とし、資本的収入額を１０億３，７４２万７千円（前年度当初予算と比較して５．７％増）、資本的支出額を１６億３，５４８
　　　　　　　　　万５千円（前年度当初予算と比較して９．６％増）とするものです。
議案第20号　鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校体育館改修工事請負契約の締結について
　　　　　　【概要】鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校体育館改修工事について、予定価格が１億５，０００万円以上のため、議会の議決を求めるものです。
議案第21号　防災行政無線同報系整備工事請負変更契約の締結について
　　　　　　【概要】防災行政無線同報系整備工事請負変更契約について、変更後の契約金額が１億５，０００万円以上のため議会の議決を求めるものです。
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第142号 令和 3年 2月 21日（２）

３月５日（金） 午前10時から
津久井　清氏　議員
　○�鎌ケ谷市における「新型コロナウイルス対策」の評価点と問題点

（新型コロナウイルス対策に伴う特別定額給付金、鎌ケ谷市医師
会のＰＣＲ検査車の取組について/高齢者等へのＰＣＲ検査の取
組の必要性について/今後の新型コロナウイルス対策の方向性に
ついて）

富田　信恵　議員
　○�コロナ禍における生活困窮者への支援について（生活困窮に関す

る相談件数/生活困窮者自立支援事業について/自立相談支援員に
ついて/ひとり親家庭等に対する支援について/ワンストップ相談
窓口について）

午後１時から
芝田　裕美　議員
　○�新型コロナウイルス感染症のワクチン接種と感染防止対策につい
て（本市における新型コロナウイルス感染者発生の状況/ワクチ
ン接種について（体制、スケジュール、市民への周知）/卒業式、
卒園式及び入学式その他イベント、施設利用などへの対応）

宗川　洋一　議員
　○�新型コロナウイルス感染症禍における救急搬送について（救急搬

送の現状について/救急搬送の課題（現場滞在時間、受入れ医療
機関等）について/救急隊員等の感染防止とワクチン接種につい
て/救急搬送における習志野保健所との連携について/パルスオキ
シメーターの貸与について/今後の救急搬送について）

＜休　憩＞
佐藤　　剛　議員
　○�新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者の支援につい
て（市民生活の困窮状況の把握/生活困窮者自立支援制度につい
て/中・小事業者の支援について）

　○�新型コロナワクチン接種体制の整備について（新型コロナワクチ
ン接種のスケジュール等について/新型コロナワクチン接種体制
の構築について/新型コロナワクチン接種の安全性及び自己決定
権に対する配慮について）

３月８日（月） 午前10時から
勝又　　勝　議員
　○�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活用の
募集結果について（跡地活用の募集経過と結果について/提案概
要の詳細について/今後の事業スケジュールについて/今回の提案
の効果について）

針貝　和幸　議員
　○�市職員の障がい者雇用について（障がい者雇用の現状/障がい者

採用試験をどのように行っているか/障がい者の不利益にならな
いように職場は合理的配慮がなされているか/数年前中央省庁で
は障がい者の雇用水増しが問題となったが、本市は適切に雇用率
を算出しているか）

　○�ホーム転落事故防止について（ホーム転落事故防止についてどの
ような認識か/市内のホーム転落事故の現状について/ホームドア
の設置について/啓発ポスター等の掲示について/バリアフリー改
正法の無人駅、時間帯無人駅に対するガイドラインについて）

午後１時から
鈴木　哲也　議員
　○�市政の情報発信について（情報発信の目的と概要について/新型

コロナウイルス感染症支援策における情報発信について/ライン
の活用について/デジタル活用支援員について）

松原　美子　議員
　○�本市における「生活保護行政」について（新型コロナウイルス感

染症の問題が長期化する中での生活保護申請の状況について/「扶
養義務」の問題などについて/「生活保護のしおり」など、市民
への周知方法について）

　○�本市における「教育行政」について（本市における「ＧＩＧＡス
クール構想」の進捗状況について/教師の配置状況について/３５
人学級について）

◎議員から市の行政に対する質問（一般質問）
　○�後期高齢者医療制度について（本市における後期高齢者の生活実

態の把握状況について/後期高齢者が支払う、各種保険料の状況
について/国の動向についての、本市の考え方を伺う）

＜休　憩＞
德野　　涼　議員
　○�企業誘致及び企業との連携について（企業誘致の現状・課題・今

後の方針について/企業連携の取り組みについて）
　○�小中学校におけるＩＣＴ教育について（ＩＣＴ機器の配備状況と

今後のロードマップについて/使用するアプリケーションや機能、
教員のスキル養成など、授業での活用について/遠隔授業などコ
ロナ禍における教育の対応について/プログラミング教育の現状
や改善点について）

３月９日（火） 午前10時から
松澤　武人　議員
　○�鎌ケ谷市の土砂災害対策について（土砂災害の危険箇所について

/土砂災害防止法について/区域の指定について/支援措置の必要
性について）

　○�鎌ケ谷市の文化財保存と活用に向けた取組について（現状と対策
について/文化財保護法について/文化財保存活用地域計画につい
て）

小易　和彦　議員
　○�国土強靭化地域計画等について（国や県の動向について/本市の

国土強靭化地域計画の策定状況及び概要について/特に重点化す
る市の取組みについて/今後の国土強靭化に向けた事業展開につ
いて）

午後１時から
伊福　幸一　議員
　○�新型コロナウイルス感染症対策について（公共施設の感染症対策

について/マスク着用が難しい方への理解を得るための取り組み
について/新型コロナウイルスに感染した方やエッセンシャル
ワーカーへの差別や偏見の防止を目的とするシトラスリボンプロ
ジェクトについて）

河内　一朗　議員
　○�コロナ禍で孤立化する市民への支援策と課題について（自宅療養

者に対する生活支援・健康観察について/コロナ禍における高齢
者のメンタルケアや健康管理について/障がい者支援やひきこも
り支援など、コロナ禍での対応の変化について/今後の孤立化を
防ぐための本市の施策と課題について）

３月１０日（水） 午前10時から
佐竹　知之　議員
　○�本市の健診・検診事業について（本市における健診・検診の実施

状況について/厚生労働省の「第３期がん対策推進基本計画」と
本市の目標について/新たながん治療としての「光免疫療法」の
有効性と認識について）

　○�災害に備えた不断の体制づくりについて（各自治会・地域におけ
る防災用備蓄品の点検について/防災備蓄倉庫の確保について）

矢崎　　悟　議員
　○�ポストコロナに向けた今後の保育・教育行政について（新型コロ

ナウイルス感染者数の推移について/学校や保育所、放課後児童
クラブなどの感染症対策について/少人数学級・教育について）

午後１時から
後関　俊一　議員
　○�市制施行５０周年記念式典及び記念事業について（過去の記念式

典及び記念事業について/令和３年度予定されている記念式典及
び記念事業について）

葛山　繁隆　議員
　○�自転車に係る交通安全対策について（本市の認識について/本市

における自転車事故の現状について/自転車保険加入の義務化に
ついて）

インターネット議会中継を行っています 市議会の
ホームページ

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　https://www.city.kamagaya.chiba.jp/gikai/index.html


