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６月会議が始まりました
◎６月会議の日程が決まる
６月１３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

６月１８日

火

午前１０時

議案に対する質疑

１９日

水

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

２０日

木

午前１０時

都市・市民生活常任委員会

２１日

金

午前１０時

一般質問

２４日

月

午前１０時

一般質問

２５日

火

午前１０時

一般質問

２６日

水

午前１０時

一般質問

２８日

金

午後 １ 時

委員長報告・討論・採決・散会

容

◎今会議で審議される議案
議案第１号

消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
【概要】
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正す
る法律等の施行に伴い、行政財産使用料条例等に規定する消費税相当分の割合を改めようとするものです。

議案第２号

鎌ケ谷市森林環境譲与税基金条例の制定について
【概要】
森林環境譲与税を活用し、森林の整備に関する施策等を推進するため、鎌ケ谷市森林環境譲与税基金を新設しようとするも
のです。

議案第３号

鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業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】
放課後児童健全育成事業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、放課後児童支援員の認定に必要
な研修の実施主体を改めようとするものです。

議案第４号

鎌ケ谷市保育手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
【概要】子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、保育手当の受給資格等を改めようとするものです。

議案第５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】
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の施行に伴い、住宅
用防災警報器等の設置の免除の対象となる設備に関する事項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６号

令和元年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第１号）
【概要】
補正前の予算総額３３８億６千万円に対し、歳入歳出それぞれ６千４５８万５千円を追加し、補正後の予算総額を３３９億
２千４５８万５千円にしようとするものです。

議案第７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１号）
【概要】
補正前の予算総額２３億４千１００万円に対し、歳入歳出それぞれ２千６００万円を追加し、予算総額を２３億６千７００
万円にしようとするものです。

議案第８号

陸上競技場用備品の購入について
【概要】陸上競技場用備品を購入しようとするもので、予定価格が２千万円以上のため、議会の議決を求めるものです。

議案第９号

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について
【概要】
香取市東庄町病院組合が令和元年８月３１日をもって解散することに伴い、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共
団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約を変更することについて、関係地方公共団体と協議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
（２面に続く）

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。
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◎議員から市の行政に対する質問（一般質問）
６月21日（金）
小易

和彦

議員

大野

幸一

議員

午前10時から

○通学路の環境整備について（平成２４年度実施の通学路緊急合同点検後
の取り組みについて/市道１号線及び市道４９号線の通学路整備事業に
ついて/市道１０号線の安全対策について/今後の交通安全対策及び防犯
対策について）
○動物愛護施策について（飼い主のいない猫の不妊去勢事業について/ペッ
トを飼っている世帯の災害対策について/マイクロチップの活用について）
○歩道の整備について（佐津間交差点から六実駅入口の交差点までの歩道
整備について/粟野交差点付近の歩道整備について）
○高齢者の自動車免許返納について（高齢者の運転（免許証）に関する社
会情勢について/コミュニティバスの活用など今後の対策について）

６月25日（火）
葛山

繁隆

議員

泉川

洋二

議員

午前10時から

○病気予防について（各種健診/高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種/周知対
策）
○道路行政について（幼稚園、保育園が近くにある見通しの悪い道路につ
いて
（市道４５１７号線、市道４５０７号線、市道４５１４号線）/何（幾）
差路もある見通しの悪い道路について（市道４５１７号線、市道４５１
５号線、市道４５２１号線）/主要地方道市川印西線、市道３９号線、
市道３５号線の交差点における交通安全対策について）

○大規模災害時の対応について（地区防災計画について/帰宅困難者対策
について/市民に対する啓発について）

午後１時から

午後１時から

鈴木

哲也

議員

佐藤

剛

議員

○通学路の整備及び交通安全対策について（通学路安全対策推進行動計画
について/市道３６３０号線の現状と課題について/市道３８０７号線の
現状と課題について/大柏川第二調節池の整備に伴う通学路の活用につ
いて/交通安全対策へのドライブレコーダーの活用について）
○放課後児童クラブの運営方針について（現在の放課後児童クラブの運営
状況/児童福祉法改正後の放課後児童クラブ運営方針）
○地域包括ケアシステムの構築について（現在の地域包括ケアシステムの
整備状況/２０２５年に向けた地域包括ケアシステム構築の方針）

伊福

幸一

議員

＜休

憩＞

○不登校児童・生徒の支援について（本市の不登校児童・生徒の現状及び
本市の認識について/不登校児童・生徒への支援の取り組みについて/Ｉ
ＣＴの活用による支援について）
○通学路の安全対策について（市道２０号線のくぬぎ山１丁目付近につい
て/北中沢３丁目付近の市道２７号線・市道３２０９号線・市道３４０
１号線の変則十字路（通称「西ノ砂交差点」）及び市道２７号線（あい
さつ通り）について/国道４６４号・市道１４０８号線（オリンピック前）
Ｔ字交差点付近について）

６月24日（月）
河内

一朗

午前10時から

議員

○不登校児童生徒の現状と今後の市の対応策について（不登校とひきこも
りの定義と現状、市の基本的対応策について/児童・生徒にとって不登
校になりにくい魅力ある学校づくりに関する内容と実績/市の今後の方
向性と重点的な取り組みについて）
○コミュニティバス運行の現状と今後の展開について（現在運行のコミュ
ニティバスの利用者数、満足度、費用対効果について/コミュニティバ
ス運行エリア外の市民の意見要望の集約方法やこれまでの実績について
/今後の運行エリアやサービス等、市の取り組みについて）

宗川

洋一

議員

○保育所等におけるお散歩コースの安全対策について（滋賀県大津市の事
故を踏まえた市の対応について/お散歩コースの現状と課題について/危険個
所の把握と安全点検について/お散歩コースの安全対策事業の実施について）
○コミュニティバス「ききょう号」の現状と運行計画の見直しについて（こ
れまでの取組みと現状について/課題や市民要望についての市の対応と
見解について/運行計画の見直しと財源確保について/今後の見直し作業
と市が目指す「ききょう号」のあるべき姿について）

午後１時から

針貝

和幸

議員

○メディアリテラシー教育等について（当市ではメディアリテラシー教育
をどのように行っているか/北部小が県の指定校として成果を上げたが、
それを各校にひろげる施策はどのようにして行われているか/他市の実
例などはどのように調査研究されているか/新たに市内の小中学校がＮ
ＩＥ教育等の指定校に認定される計画等はどのようになっているか/
ディベート教育など、近年の新しい教育動向について）
○給食について（五月会議で学校給食費請求事件の和解についての議案が
上程されたが、未納についてどのように考えるか/年々未納額が増える
現状についてどのように考えるか/対策、解決策について/給食残滓の推
移について/給食残滓を踏まえた給食の栄養面について）

松原

美子

議員

○学齢期以降の「ひきこもり」問題対策について（実態把握の状況につい
て/市内での相談体制・関係課、関係機関との連携体制について/今後の
課題について）
○「幼児教育・保育の無償化」にかかる保育行政について（
「無償化」に
伴う、利用者への影響について/「無償化」に伴う、幼児教育・保育行
政事務にかかる影響について/公立保育園にかかる影響について）
○国民健康保険行政について（「資格者証」ゼロの取り組みについて/保険
料滞納者に対する支援について/「広域化」された後の、国保行政について）

矢崎

悟

議員

＜休

憩＞

○道路行政について（主要幹線道路の歩道の老朽化対策及び交差点の安全
対策について/西本田公園前の道路を活用した排水施設（グレーチング）
と道路の振動対策について/市道４３３５号線における初富８号踏切付
近の安全対策について/市道４３０９号線、４３２０号線、市道３７号
線の交差点について/市道４５２２号線の安全対策について）
○小中学校の指定校変更と区域外就学について（本市におけるこれまでの
取り組みについて/相談状況と利用者数について/就学指定校変更許可基
準について）

佐竹

知之

議員

芝田

裕美

議員

○海上自衛隊下総航空基地の騒音、落下物、オスプレイの配備問題につい
て（騒音と落下物事故の内容、市の対応について/防衛省との協定締結
について/大型輸送機「オスプレイ」の海上自衛隊下総航空基地配備に
ついて）
○児童・生徒の健康を守るための学校体育館へのエアコン設置について（昨
年度の熱中症による市民の救急搬送について/小・中学校の全校体育館
にエアコン設置した場合の費用と、ランニングコストについて/学校体
育館へのエアコン設置について市の考えを伺う）
○若い世代の定住促進について（当市の人口について世代別の割合を伺う
/当市の若い世代の定住促進政策について伺う/思い切った施策を実行
し、若い世代が当市に定住を求める状況をつくるべきと思うが市の考え
を伺う）
○北千葉道路の整備促進について（北千葉道路の具体化に向けた現在の取
り組み/北千葉道路の構成（ＩＣの位置、横断構成など）/工事着手まで
のスケジュール）
○新京成線連続立体交差事業及び関連事業について（高架化事業、関連事
業の進捗状況/今後の事業スケジュール及び課題/初富駅及び北初富駅の
勤務体系の見直しについて）

德野

涼

議員

＜休

憩＞

○土地の活用と都市計画について（新鎌ケ谷の街づくり/市街化調整区域
の今後の開発）
○教育の充実について（ＩＣＴ教育への取り組み/プログラミング教育必
修化への取り組み）
○魅力発信・市の広報について（市外への魅力発信事業/ホームページの
活用状況/魅力発信アドバイザーの狙い）

６月26日（水）
後関

俊一

議員

富田

信恵

議員

午前10時から

○子育て支援について（出産前の支援について/産後の支援について/児童
センターの活用について）
○「福太郎スタジアム（陸上競技場）
」
「福太郎アリーナ（体育館）
」改修
工事と今後の展望について（福太郎スタジアムの改修工事の経緯とスタ
ジアムの利用について/本市の総合基本計画にもとづく今後の改修予定/
外周の整備について/福太郎アリーナのバリアフリー対応について）
○自転車走行における安全対策について（本市の自転車事故の現状と対策
について/通学路自転車走行における安全対策及び安全教育について/市
民の自転車走行における安全対策について/高齢者の自転車走行につい
て安全対策と歩道整備/「鎌ケ谷市自転車ネットワーク計画」について/
自転車保険加入促進について）

午後１時から
松澤

武人

議員

勝又

勝

議員

津久井

清氏

○家族介護者（ケアラー）支援について（介護の現状と課題について/家
族介護者への支援の取組みについて/ヤングケアラーについて）
○道路行政について（市道２２号線（旧精工舎通り）の交通安全について
/東中沢１．２．３．４丁目の境にある交差点改良事業について）
○東武線高架下の歩行者通路の活用について（東道野辺地区から東武鎌ケ
谷駅へのアクセス方法について/東武線の高架下利用について）
○江戸川左岸流域関連公共下水道の整備について（現状の整備について/
将来の整備計画について）
○災害時の避難支援制度について（避難行動要支援者への避難支援の概要
について/自治会や自主防災組織などへの協力を求めるために何をすべ
きか）

議員

＜休

憩＞

○児童虐待の実態と今後の改善策について（国、市等に於る児童虐待発生
の実態をどう捕えるか/野田市等での虐待事件からの教訓を元に防止策
をどう進めるか/今後のとりくみの方向性）
○鎌小通学路沿いの危険な竹ヤブの伐採と市条例の改訂について（竹ヤブ
に隠れた犯人によるひったくり事件等が発生しているが、市の認識は/
地主への伐採要求と草刈り条例に代執行を加える改訂案をどう進めるか
/今後のとりくみの方向性）

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。

