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第132号平成 30年９月９日（１） 鎌ケ谷市議会９月定例会お知らせ号

定例会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 定 例 会 が 開 会
◎９月定例会の日程が決まる
　　９月定例会は９月６日（木）午後１時に開会し、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
９月１１日 火 午前１０時 議案に対する質疑 ９月２０日 木 午前１０時 決算審査特別委員会

　　１２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

　　２１日 金 午前１０時 一般質問
　　２５日 火 午前１０時 一般質問

　　１３日 木 午後 １ 時 教育福祉常任委員会 　　２６日 水 午前１０時 一般質問
　　１８日 火 午前１０時 決算審査特別委員会 　　２７日 木 午前１０時 一般質問
　　１９日 水 午前１０時 決算審査特別委員会 １０月１日 月 午後 １ 時 委員長報告・討論・採決・閉会

◎今定例会で審議される議案
議案第１号　鎌ケ谷市個人情報保護条例及び鎌ケ谷市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等が改正されたことを踏まえ、個人情報の定義等を国の行政機関における定義等と同様のものにしようとするものです。
議案第２号　鎌ケ谷市こども発達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】�鎌ケ谷市こども発達センターの地番を改めようとするものです。
議案第３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、家庭的保育事業等の代替保育に係る連携施設の確保及び利用乳幼児への

食事の提供の特例を定めること、その他所要の改正をしようとするものです。
議案第４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制定について
　　　　　　【概要】�地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法等の改正に伴い、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】�指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、居宅サービス計画の作成に際し、複数の事業者の紹介

を求めることができることの利用者への説明を義務付けること、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】�指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、新たに共生型地域密着型サービスの基準を定めること、

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】�指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、身体的拘束等の適正化を図るために必要な措置を行う

ことその他所要の改正をしようとするものです。
議案第８号　鎌ケ谷市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�消防庁からの通知を踏まえ、消防法令等に関する重大な違反のある防火対象物について、当該防火対象物の利用者等の防火安全に対する認識を高めるととも

に、火災被害の軽減を図るため、当該違反の内容を公表しようとするものです。
議案第９号　平成30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３２９億７，９６１万５千円に対し、歳入歳出それぞれ２０億９，８４７万円を追加し、補正後の予算総額を３５０億７，８０８万５千円

にしようとするものです。
議案第10号　平成30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１０７億９，４００万円に対し、歳入歳出それぞれ３億３，１５３万３千円を追加し、予算総額を１１１億２，５５３万３千円にしようと

するものです。
議案第11号　平成30年度鎌ケ谷市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額２１億７００万円に対し、歳入歳出それぞれ１億２，８４３万７千円を追加し、予算総額を２２億３，５４３万７千円にしようとするもの

です。
議案第12号　平成30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７０億５，６００万円に対し、歳入歳出それぞれ３億２，８１７万１千円を追加し、予算総額を７３億８，４１７万１千円にしようとする

ものです。
議案第13号　平成30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１２億８，０００万円に対し、歳入歳出それぞれ３，８２９万４千円を追加し、予算総額を１３億１，８２９万４千円にしようとするもの

です。
議案第14号　平成29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３５１億７，０６８万円、歳出３２３億９，３２０万５千円。歳入、歳出とも前年度より減となりました。主な要因は、歳入では国庫支出金

や繰越金、市債の減、歳出では市庁舎免震改修事業や新京成線連続立体交差事業、国民健康保険特別会計への繰出金の減によるものです。
議案第15号　平成29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１３４億７，５８８万３千円、歳出１３１億４，４３４万８千円。歳入、歳出とも前年度より減となりました。主な要因は、歳入では国民健

康保険料や共同事業交付金、繰入金の減、歳出では保険給付費や共同事業拠出金の減によるものです。
議案第16号　平成29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２４億２，１２４万７千円、歳出２２億１，４１６万７千円。歳入、歳出とも前年度より減となりました。主な要因は、歳入では国庫支出金

や市債の減、歳出では事業費の減によるものです。
議案第17号　平成29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７１億２，４８０万８千円、歳出６８億７８２万４千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では国庫支出金や支

払基金交付金、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29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１１億９，７９９万１千円、歳出１１億５，９６９万６千円。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　鎌ケ谷市立第二中学校校舎外壁屋上防水改修工事請負変更契約の締結について
　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市立第二中学校校舎外壁屋上防水改修工事請負変更契約について、変更後の契約金額が１億５千万円以上のため議会の議決を求めるものです。
議案第20号　消防ポンプ自動車の購入について
　　　　　　【概要】�消防ポンプ自動車（２台）を購入しようとするもので、予定価格が２，０００万円以上のため、議会の議決を求めるものです。
議案第21号　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１４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。

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



鎌ケ谷市議会９月定例会お知らせ号

定例会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132号 平成 30年９月９日（２）

９月21日（金） 午前10時から
矢崎　　悟　議員
　○�学校現場における安全対策について（熱中症対策について/ブロッ
ク塀等の対応について/学校給食のアレルギー対応について）

津久井　清氏　議員
　○�危険な学校や通学路などのブロック塀の現状と改善策について（危
険なブロック塀の現状把握について/改善策について/今後の方向
性）

　○�教師が子供への教育に集中できるために多忙化解消の改善策につ
いて（教師の多忙化の現状と文部科学省からの改善指示策につい
て/改善策の内容と進捗状況について/今後の方向性）

午後１時から
池ヶ谷　富士夫　議員
　○�市長の政治姿勢について（市長選挙を振り返って/市長公約につい
て）

原　　八郎　議員
　○�市長の５期目のビジョンは（５期目のビジョンはどのようなもの
を期待したらよいのでしょうか）（インフラ整備は当然優先順位で
すが、市民要望の強いものから実施するのか/安全を確保するため
に危険を予防するものを優先しますか/５年先、１０年先を見越し
た鎌ケ谷市の社会を実現するための事業を優先しますか）

　○�交差点周辺の歩道整備事業（初富交差点の歩道整備について/木下
街道と風間街道の分離地点の東鎌ケ谷方面への右折する市道の整
備事業）

　○�市民にやさしい行政施策について（市から交付される書類の中で
ふさわしくないであろう物があるのではないか/障がい者雇用の現
状は基準を満たしているのか）

＜休　憩＞
森谷　　宏　議員
　○�新山地域の治水対策等について（東道野辺５丁目地区の排水対策
について/グリーン葬祭前交差点の治水対策について/東道野辺７
丁目地区の治水対策について）

９月25日（火） 午前10時から
佐竹　知之　議員
　○�教職員の多忙化解消と教育環境問題について（文部科学省から各
教育委員会あてに出された通知の内容について/教職員の多忙化解
消に向け、市はどのような取り組みと改善を図ったか/その他、出
退勤記録タイムカードシステムについて）

　○�当市役所における障がい者の雇用状況について（当市役所の障が
い者雇用率について/雇用されている障がい者に対する「いやがら
せ」や「いじめ」は報告されていないか）

　○�危険な交差点の改善について（「精工舎通り入口」交差点の改善に
ついて/いわゆる「旧こひなたストアー前交差点」の信号機設置の
見通しについて）

芝田　裕美　議員
　○�生産緑地制度の改正について（生産緑地制度の概要及び鎌ケ谷市
の現況/生産緑地法の一部改正の概要及び今後の対応）

　○�住民票等の交付などのコンビニ活用の拡大について（市税、国民
健康保険料、下水道使用料などのコンビニ納付の状況/現在の住民
票等（住民票、戸籍証明、印鑑証明など）の交付状況、市役所、
連絡所、自動交付機などの区分ごとの交付枚数など/住民票等コン
ビニ交付の実施内容及び課題、目的、対象とする証明書、経費、
他市の状況及び今後の課題など）

午後１時から
野上　陽子　議員
　○�市民と市が目指す都市像とは（現在の状況について/市民意識調査
について）

　○�協働のまちづくりに向けて
泉川　洋二　議員
　○�大規模災害時の対応について（避難所運営マニュアル見直しにつ
いて/福祉避難所について/避難できない指定避難所について/物
資、食料、飲料水の確保・災害協定について/危機管理監の設置に
ついて）

＜休　憩＞
石神　市太郎　議員
　○�空き家対策事業の現状について（空家等対策の推進に関する特別
措置法が国で制定されたが、市としての取り組みを伺う/「空き家」
に対して不法侵入または不法占拠に対する対策を伺う/東日本大震
災等の災害により被災された方々への「空き家」の活用の取り組
み等伺う）

◎議員から市の行政に対する質問（一般質問）
９月26日（水） 午前10時から
針貝　和幸　議員
　○�災害対策について（防災備蓄について/乳幼児用の防災備蓄は整っ
ているか（紙おむつ、粉ミルク、離乳食、哺乳瓶、哺乳瓶洗浄器
具等の備蓄状況）/豪雨災害等で備蓄品、非常用電源等が損なわれ
ることはないか）

　○�資源のリサイクルについて（当市の資源化ゴミの現状と推移につ
いて/資源化処理率が低下しているが、その理由について/有価物
回収と行政回収の推移/雑紙を集めるための啓発について/容器包
装リサイクル法に該当しないプラスチック製品について/容器包装
リサイクル法に関する環境省の実証実験について）

佐藤　　誠　議員
　○�市道及び市道内排水設備等の維持管理について（市道路面下の空
洞化の危険性の認識について/空洞調査及び対策について/空洞化
の原因にもなる市道内排水設備等の現状について/排水設備等の老
朽化調査及び長寿命化対策について）

午後１時から
松澤　武人　議員
　○�北初富駅周辺の道路状況について（北初富駅前広場と交差点につ
いて/国道４６４号と市道３３１５号線の交差箇所について（モア・
ステージ新鎌ケ谷脇）/国道４６４号と市道１５１３号線の交差点
について（プライムコート新鎌ケ谷脇）/国道４６４号と都市計画
道路３・４・１０号中沢北初富線における交差計画について）

　○�元号変更に伴う対応について

伊藤　　仁　議員
　○�保育園の質の向上について（保育者人材確保及び働きやすい職場）
　○�公立中学校の部活動における民間活用
　○�市長の政治姿勢について

＜休　憩＞
土屋　裕彦　議員
　○�防災について（避難所について/避難所、倉庫の鍵の管理方法につ
いて/各種防災倉庫の収納品について）

９月27日（木） 午前10時から
宮城　登美子　議員
　○�市民生活を守るための生活保護行政について（利用状況について/
本年１０月からの生活保護費削減について（生活保護費の減額内
容と利用者に及ぼす影響、削減の根拠、生活保護基準をもとにし
た市民サービスの施策数と影響の有無と市の対応、改定「生活困
窮者自立支援法」が生活保護受給者へ及ぼす影響）/健康で文化的
な最低限度の生活の保障について（４月以前の受給者へのエアコ
ン設置補助について、冷蔵庫、洗濯機など什器類の買い替えにつ
いて、「生活保護のしおり」の改善・充実について））

　○�避難所の環境整備（エアコン設置、トイレの洋式化など）につい
て（避難所の現状について/熱中症対策について/エアコン設置及
びトイレの洋式化などについて）

川原　千加子　議員
　○�大規模災害時における災害廃棄物対策について（災害廃棄物処理
計画について/災害廃棄物対策の現状と今後の取り組みについて）

　○�がん検診について（受診率の現状及び受診率の向上について/胃が
ん検診及び胃がんリスク検診について）

午後１時から
中村　潤一　議員
　○�人口について（過去の推移と現状について/市街化調整区域等の課
題について）

　○�救急活動等について（現状について/救急活動の課題と対策につい
て/普通救命講習とＡＥＤの普及について）


