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12月定例会が開会
◎１２月定例会の日程が決まる
１２月定例会は１１月２６日
（水）午後１時に開会し、次のとおり日程を決定しました。
12月2日

火

午前10時

議案に対する質疑

3日

水

午前10時
午後 1 時

教育福祉常任委員会
都市・市民生活常任委員会

木

午前10時
午後 1 時

議会運営委員会
総務企画常任委員会

4日

12月5日

金

午前10時

一般質問

8日

月

午前10時

一般質問

9日

火

午前10時

一般質問

12日

金

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 鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償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】市議会の議員の期末手当の支給割合を改定しようとするものです。
議案第２号 鎌ケ谷市特別職の職員の給与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】特別職の職員の期末手当の支給割合を改定しようとするものです。
議案第３号 鎌ケ谷市教育委員会教育長の給与及び勤務時間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】教育長の期末手当の支給割合を改定しようとするものです。
議案第４号 鎌ケ谷市職員の給与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】人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告を勘案して、一般職の職員の給料月額の改定、勤勉手当の支給割合の改定等をしようとするものです。
議案第５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】健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の額を改定しようとするものです。
議案第６号 鎌ケ谷市精神障がい者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】精神障がい者医療費助成金の支給要件、申請期限等を改めようとするものです。
議案第７号 鎌ケ谷市立保育園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】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、所要の改正を行おうとするものです。
議案第８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９号 鎌ケ谷市保育の実施に関する条例を廃止す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の施行に伴い、廃止しようとするものです。
議案第10号 鎌ケ谷市景観条例の制定について
【概要】良好な景観の形成を推進するための施策を講ずることにより、魅力あふれるまちづくりに寄与することを目的とし、制定しようとするものです。
議案第11号 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償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】消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の施行に伴い、消防団員の確保を推進し、地域防災力の向上を図るため、消
防団の部長の職を設置することとし、その報酬の額を定めようとするものです。
議案第12号 鎌ケ谷市消防団員の定員、任免、服務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】消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の施行に伴い、消防団員の確保を推進し、地域防災力の向上を図るため、消
防団の定員及び消防団員の要件を改めようとするものです。
議案第13号 平成２６年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第５号）
【概要】補正前の予算総額334億8,554万6千円に対し、歳入歳出それぞれ3,459万9千円を減額し、予算総額を334億5,094万7千円にしようと
するものです。
議案第14号 南初富５丁目貯留池整備工事請負変更契約の締結について
【概要】南初富５丁目貯留池整備工事請負契約について、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15号 消防本部庁舎建替（本体：建築）工事請負変更契約の締結について
【概要】消防本部庁舎建替（本体：建築）工事請負契約について、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16号 くぬぎ山消防署建替（建築）工事請負変更契約の締結について
【概要】くぬぎ山消防署建替（建築）工事請負契約について、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17号 指定管理者の指定について
【概要】鎌ケ谷市コミュニティセンターの管理を行わせる指定管理者を指定しようとするものです。
報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第４号）
）
【概要】１２月１４日衆議院議員選挙が行われることに伴い、緊急に予算を措置する必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がなかった
ため専決処分したので、これを報告し、承認を求め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）
１２月５日（金）
谷間

保彦

午前１０時から

議員

○きらりホールについて（運営状況について/駐車場の状況につ
いて)

森谷

宏

議員

○鎌ケ谷市の公共施設利用の現状と課題について（施設利用の状
況について/設備整備について/きらり鎌ケ谷市民会館について)

午後１時から
松澤

武人

良一

議員

＜休

○市の補助金の見直し（各種団体への補助金の実情は/平成１８
年に補助金を一律１０％削減した理由は/その後の推移は）
○産業振興策（国からの研究開発費として補助金を利用している
企業は市内にどのくらいあるのか把握していますか/どのような
業種が、どのような技術開発に、どのような補助金が交付され
ているのか教えてください）
○避難勧告・指示の発令（緊急避難勧告が発令された時、１人暮
らしの高齢者にどのような対応をしていますか/雨や風の強い状
態で避難することは困難であるため、避難体制はどうするか）

宮城

巖

○台風１８号及び１９号の被害状況について伺う（ミナトゴルフ
練習場の鉄塔の倒壊について/道路にも倒壊すると危険な工作物
について)
○小・中一貫教育について（４０人学級教育について/校舎の建
替等について)

清氏

午前１０時から

議員

○市民体育館を中心に陸上競技場改修計画等の将来展望について
（市陸上競技場の改修計画の展望/市内でスポーツ施設配置のバ
ランスと市民体育館周辺の充実策/スポーツ施設建設に伴う国・
県の補助金は)
○排水、給水等で生活環境の改善が必要な地域への市の対応策に
ついて（市内で公共下水を利用できない地域、家屋の現状は/市
の支援策での「基準緩和」策をどう進めるか/街づくり計画上で
生活環境改善策の位置づけは)

勝又

勝

議員

１２月９日（火）
川原

千加子

午前１０時から

議員

○災害対策について（台風１８号１９号への対策と対応について
/公共物の安全対策について)
○消防団の充実強化について（現状と入団促進について/女性消
防団員の採用について/装備充実と処遇改善について)

憩＞

議員

１２月８日（月）

登美子

憩＞

○高齢者のいのち・暮らしを守る施策について（医療・介護総合
法について（医療分野の影響について・介護分野の影響につい
て・要介護認定制度どうなる・地域包括ケアシステムについ
て・介護保険料、減免制度などについて・介護労働者待遇問題、
マンパワー不足、認識と対応は）/第６期介護事業計画について
（医療・介護総合法による後退を許さず安心して暮らせる鎌ケ
谷市とするための計画を）)

針貝

津久井

議員

＜休

○危険ドラッグについて（危険ドラッグに対する認識/鎌ケ谷市
の状況/今後の対策）
○国道４６４号・北千葉道路の早期整備について（知事による国
への要望内容/市としての見解/市内交差点改良との関係）
○高齢者・障がい者の地域での見守りについて（現在の状況/自
治会などへの情報提供の考え方（流山市での取り組みを踏まえ
て）
）

小泉

八郎

議員

○鎌ケ谷市内における千葉県事業の進捗状況について（国・県道
における歩道の拡幅整備について/新京成連続立体交差事業につ
いて/国道４６４号線北千葉道路について/鎌ケ谷大仏交差点改
良工事について/大柏川第二調節池について)
○鎌ケ谷市の放射線対策について（現状と課題について/今後の
方針について)

吉野

原

和幸

議員

○庁舎の省エネ化について（庁内の省エネ化の現状、取り組みに
ついて/ＬＥＤ電灯の導入により、どの程度の削減効果があった
か、今後の設置予定はどのように考えているか/ＬＥＤ電灯の費
用対効果はどうか、札幌市役所で起こったようなちらつきによ
る健康被害は起こっていないか)
○敬老事業について（敬老事業補助金の割合の是正が行われたが、
その結果について/会場の問題等について)
○市内の狭隘（きょうあい）道路について（通学路の現状、通学
路の条件について/不特定多数が使用する私道について)

午後１時から
泉川

洋二

議員

○市道３７号線（通称ユニオン通り）の交通対策について（市道
３３・３７号線の交差点対策について/まごころゾーン設置につ
いて)
○市政の情報発信について（インターネット等を使用した発信に
ついて)

議員

○東部地区児童センターについて（児童センターの役割と現状/
東部地区児童センターの必要性について/第３次実施計画計上に
ついて)

小易

和彦

議員

○消費者教育の充実について
○仕事と両立するための子育て支援について（「放課後子ども総
合プラン」の推進について)

午後１時から
＜休

井上

治美

憩＞

議員

○小型家電リサイクルについて（事業の目的と概要について/回
収方法について/認定事業者について)
○障がい者用駐車場の利用証（パーキングパーミット制度）につ
いて（パーキングパーミット制度の認識について/大型ショッピ
ングセンターや病院などにおけるパーキングパーミット制度に
ついて)

大野

幸一

議員

○鎌ケ谷市の将来のまちづくりについて（東京１０号線延伸新線
の検討の終了に伴う跡地利用の考え方について/初富駅周辺や新
鎌ケ谷駅周辺の将来展望について/鎌ケ谷大仏やくぬぎ山周辺の
まちづくりをどのように考えているか)

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。

