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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４日（木）
午後１時に開会し、次のとおり日程を決定しました。
9月 9日

火

午前10時

議案に対する質疑

10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

11日

木

午前10時

教育福祉常任委員会

16日

火

午前10時

決算審査特別委員会

9月 17日
18日
22日
24日
25日
30日

水
木
月
水
木
火

午前10時
午前10時
午前10時
午前10時
午前10時
午後 1 時

決算審査特別委員会
決算審査特別委員会
一般質問
一般質問
一般質問
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 平成26年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第2号）
【概要】予防接種法施行令の改正に伴い、平成26年10月1日から高齢者用肺炎球菌及び水痘の予防接種が定期予防接種となることから、必要な経費を計上するものです。
《上記の議案については、9月4日に原案のとおり可決されました》
議案第２号 鎌ケ谷市税条例の一部を改正する条例の制定について
【概要】地方税法の一部改正に伴い、法人住民税の法人税割の税率、軽自動車税の税率等の規定等を改めようとするものです。
議案第３号 鎌ケ谷市コミュニティ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
日 【概要】指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合において、利用料金制度を導入しようとするものです。
曜日 時
間
内
容
日 曜日 時
間
内
容
議案第４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制定について
【概要】子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法
の一部改正に伴い、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ようとするものです。
議案第５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制定について
【概要】子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法
の一部改正に伴い、家庭的保育事業等の設備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６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制定について
【概要】子ども・子育て支援法の施行に伴い、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ようとするものです。
議案第７号 平成26年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第3号）
【概要】補正前の予算総額318億1,038万8千円に対し、歳入歳出それぞれ16億3,997万6千円を追加し、予算総額を334億5,036万4千円にしようとするものです。
議案第８号 平成26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123億2,400万円に対し、歳入歳出それぞれ4億9,365万4千円を追加し、予算総額を128億1,765万4千円にしようとするものです。
議案第９号 平成26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21億9,300万円に対し、歳入歳出それぞれ1,000万円を追加し、予算総額を22億300万円にしようとするものです。
議案第10号 平成26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62億9,900万円に対し、歳入歳出それぞれ2億2,179万7千円を追加し、予算総額を65億2,079万7千円にしようとするものです。
議案第11号 平成26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9億4,600万円に対し、歳入歳出それぞれ1,176万円を追加し、予算総額を9億5,776万円にしようとするものです。
議案第12号 平成25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356億2,532万1千円、歳出336億8,535万5千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では国庫支出金や市債の増加、歳出では学校給食センター建
替事業や（仮称）文化センター整備事業などの増加によるものです。また、義務的経費では、人件費は減額したものの、扶助費や公債費の増により、前年度より1．5％の増となりました。
議案第13号 平成25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126億189万8千円、歳出121億824万2千円。歳入、歳出とも前年度より減となりました。主な要因は、歳入では繰越金等の減額、歳出では基金積立金等の減額によるものです。
議案第14号 平成25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19億8,083万2千円、歳出18億1,392万1千円。歳入、歳出とも前年度より減となりました。主な要因は、歳入では繰入金の減少、歳出では事業費や公債費の減少によるものです。
議案第15号 平成25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58億8,527万4千円、歳出56億8,337万5千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では保険料や国支出金の増加、歳出では保険給付費の増加によ
るものです。
議案第16号 平成25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8億5,235万円、歳出8億4,058万8千円。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加、歳出では広域連合納付金の増加に
よるものです。
議案第17号 財産の無償貸付について
【概要】普通財産を無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるものです。
議案第18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10路線を認定するとともに、4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（Ustream（ユーストリーム））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/gikai.html
（2面に続く）

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。
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◎議員から市の行政に対する質問（一般質問）
９月２２日（月）
井上

治美

議員

泉川

○防犯対策について（防犯パトロールの現状と効果について/防犯
カメラについて(設置状況・通学路の設置について・自治会の設
置費用の補助について)）
○コミュニティバス「ききょう号」について（運行状況について/
市民意識調査、利用者アンケート調査の結果と課題について）

谷間

保彦

午後１時から

午前１０時から

議員

○給食センターについて（オープン後の状況について/跡地の現在

洋二

議員

○シティープロモーション施策について（本市の目標とすべき将
来像について/交流人口の増加、定住人口の獲得について）
○企業誘致施策について（目標値、予算額の低さから見た市の取
り組みを問う）

川原

千加子

議員

○地域包括ケアシステムの構築について（地域包括ケアシステムと
その背景について/本市の現状と課題について/今後の取り組み
とスケジュールについて/組織体制について）

の状況について/跡地の今後の計画について）
＜休 憩＞

○児童センターについて（現在の状況について/東部地区の状況に
ついて/東部地区の今後の計画について）

午後１時から
津久井

清氏

議員

○プラスチック再資源（赤袋）のＡランク評価を今後も継続させ
るためにはどうすればいいのか（本年５月のＡランク評価に回
復した要因は何か/過去の評価の変遷とその原因は何か/今後も
Ａランク評価を継続させるための方策は何か）
○下総基地の騒音問題とＰ−１・オスプレイ配置について（下総
基地における騒音問題/オスプレイ機の問題点をどう認識してい
るか/安心安全な街かまがやをめざしてどう取り組むか）

原

八郎

のでしょうか/軽度認知症への対応は/予防対策として市の取り
組みを教えて下さい）
○リハビリテーション病院の誘致について（高齢化社会へ向けて
リハビリテーション病院の不足が見込まれるが市の見解は/近郊
のリハビリテーション病院の現状は/鎌ケ谷市に誘致できない
か）
○市の観光振興策（駅間ハイク提案（２ないし３駅を最低歩いて
もらうコース設定をしてはどうか）/私鉄４線、８駅ある当市の
対外的ＰＲ/史跡、農園、施設の散策）
＜休

議員

○鎌ケ谷市の国際化と多文化共生について（市内在住外国人の状況
と対応について/災害時の外国人への対応について/観光都市に
向けての課題と対策について/国際教育の取り組みについて/国
際化と多文化共生の地域社会構築について）
○公共施設における駐車場の諸課題について（公園の駐車場につい
て/公民館等の駐車場について/市役所の駐車場について）

９月２５日（木）
小泉

巖

午前１０時から

議員

○地域防災計画、ボランティア及び市民との連携について（改正
地域防災計画と千葉県地域防災計画の改正点について/地域防災
力を向上させるためには防災訓練も重要なものと思うが認識を
伺う/８月の台風１１号や豪雨等について）

宏

請について/交通安全計画について/環境衛生対策について）

登美子

良一

議員

○防犯カメラの活用について（市の防犯カメラの設置に至る経緯及
び設置の状況並びに他の自治体の設置状況/活用事例（本市及び
、設置に必要な経費、千葉県（千葉県警察）からの設
他自治体）
置要望について/本市における犯罪の発生状況等/今後の防犯カ
メラ設置に向けた考え方）
○移動交番について（移動交番とはどのようなものか/鎌ケ谷警察
署への移動交番導入の経緯、概要及び活用事例について/今後、
導入台数を増やすことについての見解について）
○市長の政治姿勢について（４期目にあたっての市長の政治姿勢に
ついて/重点的に取り組んでいく事業などについて）

午後１時から
針貝

議員

９月２４日（水）

吉野

憩＞

○鎌ケ谷市の市民サービスの現状と課題について（各種証明書申

宮城

武人

議員

○認知症対策について（物忘れ外来の窓口はどこの病院でもある

森谷

松澤

午前１０時から

議員

○コミュニティバスについて（現状について/市民要望（増便、
ルート変更、土・日の運行など）について/改善策、デマンド交
通などの導入について）
○自然エネルギーを生かしたまちづくりについて（鎌ケ谷市地球

和幸

議員

○鎌ケ谷市の大規模事業について（今後予想される大規模事業と財
政問題/今後鎌ケ谷市の大規模事業としてどのようなものが予想
されるか（国道４６４号粟野バイパス、北千葉道路、庁舎免震
化事業、新京成連続立体交差事業等について）/人件費、資材価
格等の高騰による入札に関わる影響について/今後の大規模事業
がもたらす鎌ケ谷市の財政に対する影響について（実質公債費
比率等、健全化判断比率に対する影響について）
）
○行政における個人情報の取り扱いについて（税番号制度について
（税番号制度の概要、本市としてどのように管理運営を行うのか）
/不正閲覧を防止する対策等について/選挙人名簿閲覧の公開状
況について）

温暖化対策実行計画について、進捗状況など/太陽光発電システム
の普及について/今後の取り組みについて）

小易

和彦

議員

○災害情報伝達手段の整備について（防災行政無線のデジタル化
について/防災ラジオの導入について/ＳＮＳの活用について/多
様な伝達手段の整備について）
○災害時要援護者の支援体制の強化について

大野

幸一

議員

○大津川流域休耕田の活用について（休耕田の実態/休耕田の活用
について）
○東武鉄道第２６８号踏切について（東武鉄道の複線化について/
現在の踏切の課題について/今後の踏切改善の方向性について)
○市道１２号線の整備について（整備に向けた現在の進捗状況につ
いて/交通量調査などの結果について/通行車両の制限に対する
考え方について）

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。

