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第134号平成 31年２月 24日（１） 鎌ケ谷市議会３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。

３月定例会が開会
◎３月定例会の日程が決まる
　　３月定例会は２月２１日（木）午後１時に開会し、次のとおり日程を決定しました。

◎今定例会で審議される議案
議案第１号　鎌ケ谷市東日本大震災復興基金条例を廃止する条例の制定について

　　　　　　【概要】鎌ケ谷市東日本大震災復興基金条例を廃止しようとするものです。

議案第２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】 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行等を踏まえ、保険料の基礎賦課限度額を引き上げること、被保険者均等

割額及び世帯別平等割額を軽減するための所得判定基準の額を引き上げ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３号　鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理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】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行を踏まえ、一般廃棄物処理施設の技術管理者の資

格要件を追加しようとするものです。

議案第４号　平成３０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３５１億５，６１５万６千円に対し、歳入歳出それぞれ１億８，４２９万２千円を追加し、補正後の予算

総額を３５３億４，０４４万８千円にしようとするものです。

議案第５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３号）

　　　　　　【概要】 補正前の予算総額２２億６，２０３万７千円に対し、歳入歳出それぞれ１，２２０万９千円を追加し、予算総額を２２億７，

４２４万６千円にしようとするものです。

議案第６号　平成３０年度鎌ケ谷市介護保険特別会計補正予算（第３号）

　　　　　　【概要】 補正前の予算総額７３億８，６３１万４千円に対し、歳入歳出それぞれ８，５００万円を追加し、予算総額を７４億７，１

３１万４千円にしようとするものです。

議案第７号　平成３１年度鎌ケ谷市一般会計予算

　　　　　　【概要】予算総額を３３８億６，０００万円（前年度当初予算額と比較して４．６％増）とするものです。

議案第８号　平成３１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１０５億２，３００万円（前年度当初予算額と比較して２．５％減）とするものです。

議案第９号　平成３１年度鎌ケ谷市公共下水道事業特別会計予算

　　　　　　【概要】予算総額を２３億４，１００万円（前年度当初予算額と比較して１１．１％増）とするものです。

議案第10号　平成３１年度鎌ケ谷市介護保険特別会計予算

　　　　　　【概要】予算総額を７２億２，２００万円（前年度当初予算額と比較して２．４％増）とするものです。

議案第11号　平成３１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１３億２，６００万円（前年度当初予算額と比較して３．６％増）とするものです。

議案第12号　陸上競技場改修工事請負変更契約の締結について

　　　　　　【概要】陸上競技場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13号　柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合規約の変更に関する協議について

　　　　　　【概要】 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合の学識経験者のうちから選任する監査委員の任期に関し、同組合規約の一部を改正する規約

を制定することについて、関係地方公共団体と協議しようとするものです。

（２面に続く）

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

日 曜日 時間 内容

２月２６日 火 午前１０時 議案に対する質疑

　　２７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

　　２８日 木 午前１０時 教育福祉常任委員会

３月　４日 月 午前１０時 予算審査特別委員会

　　　５日 火 午前１０時 予算審査特別委員会

　　　６日 水 午前１０時 予算審査特別委員会

日 曜日 時間 内容

３月　８日 金 午前１０時 一般質問

　　１１日 月 午前１０時 一般質問

　　１３日 水 午前１０時 一般質問

　　１４日 木 午前１０時 一般質問

　　１８日 月 午後 １ 時 委員長報告・討論・採決・閉会



鎌ケ谷市議会３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134号 平成 31年２月 24日（２）

３月８日（金） 午前10時から

中村　潤一　議員
　○ 道路行政について（市道４９号線の現状と拡幅事業の進捗状況等
について/市道５１号線の現状と課題対応について/道路冠水の現
状と対応について）

　○ 犬の散歩と社会貢献活動等について（犬のふん害の現状と対応策
について/わんわんパトロールについて/愛犬家による子どもや街
の見守り活動等の推進について）

矢崎　　悟　議員
　○ 子ども・子育て支援の施策について（児童虐待防止対策について/
つどいの広場事業について/東部地区児童センター設置事業につい
て/幼児教育・保育無償化について/小中学校体育館のエアコン設
置について/子ども・子育て支援計画について）

午後１時から

泉川　洋二　議員
　○ 道路行政について（大仏交差点及び周辺整備について/市道４９号
線（白戸医院前）狭隘対策について及び通学路整備について）

　○ 鎌ケ谷市総合基本計画について（都市計画マスタープランについて）

針貝　和幸　議員
　○ 障がい者の雇用について（鎌ケ谷市は障がい者が働きやすい環境
についてどのように考えるか/障がい者雇用率の推移について/障
がい者枠採用について/在宅勤務は行われているのか/広報Ｈ３０
年７月１５日号に記載されていた障がい者枠の募集条件として「自
力により通勤ができ、かつ介護者なしに職務の遂行ができる」と
いう条件がＨ３０年１２月１日号では削除されている理由につい
て/上記の条件を削除したことにより、鎌ケ谷市はどのように職場
環境の整備を行うか）

　○ 新京成線連続立体交差事業について（北初富駅周辺、初富駅周辺
の整備について/線路除去跡、及び、高架下の活用について/現在
の進捗状況について、今後の計画について/線路による分断がなく
なることによる、今後のまちづくりをどのように考えるか）

＜休　憩＞

森谷　　宏　議員
　○ 市庁舎等の利活用について（駐車場等について/地階の利活用につ
いて/近隣市の事例について）

３月11日（月） 午前10時から

松澤　武人　議員
　○ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について（ＳＤＧｓについて/Ｓ
ＤＧｓの目標と各ターゲットにおける市の推進について/各計画へ
の反映の必要性について）

　○ 土地政策について（所有者不明の土地・建物について/所有者不明
土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について/今後の方針に
ついて）

　○ 児童虐待防止・根絶に向けた取り組みについて

伊藤　　仁　議員
　○ 市内小中学校のエアコンの保守点検について（点検の内容/契約及
び金額について）

　○ 民間高齢者支援サービスへの市の支援について（民間高齢者支援
サービスの現状/民間高齢者支援サービスの今後の展開/介護保険
との関係）

　○ 発達障がい早期診断・早期療育について（早期診断・早期療育の
意義/具体的な導入について）

午後１時から

芝田　裕美　議員
　○ 外国人住民の増加に対する共生の取り組みについて（市内在住の
外国人住民の概要/入管難民法の改正について/共生に向けた今後
の取り組み）

　○ 高齢者施策の推進について（高齢者を取り巻く現状/高齢者保健福
祉計画・介護保険事業計画の進捗状況について/高齢者福祉の向上
に向けた今後の課題及び取り組み）

原　　八郎　議員
　○ 市長のこれまでの実績とこれからのビジョンについて（行財政改
革での大きな成果について/教育改革や幼児教育での具体的な実績
について/安全を確保するために危険を予防する事業について/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
について）

　○ にぎわいのある鎌ケ谷市の事業について（各種基本計画の成果に
ついて/企業誘致や観光事業について/賑わいと市民の健康に寄与
する事業の展開について）

＜休　憩＞

◎議員から市の行政に対する質問（一般質問）

佐竹　知之　議員
　○ 児童虐待をなくすための施策について（鎌ケ谷市における児童虐

待の相談件数はどのくらいあるのか過去５年間の件数を伺う、合

わせて虐待死に至った事例はあるのかを伺う/鎌ケ谷市として野田

市の事件から何を学ぶのか/当市における今後の課題について）

　○ 障がい者（児）をもつ家族の負担軽減について（障がい者（児）

をかかえる家族の休養について、鎌ケ谷市における現状と市の考

えを伺う）

　○ 旧第二学校給食センター及びトレーニングセンター跡地について

（当跡地の活用方針について市の考えを伺う）

３月13日（水） 午前10時から

佐藤　　誠　議員
　○ 防災・減災について（本市の地域防災計画について/地区防災計画

の意義と計画策定の重要性について/住宅耐震化の現状について/

避難支援等関係者の安全措置について/防災知識の啓発・教育につ

いて/国の関連予算の活用について）

　○ 子ども、若者育成支援について（子ども・若者育成支援推進法の

意義について/不登校、引きこもりに関する本市の現状及び取り組

みについて/本市の子ども・若者に対する就学・就労支援について

/子ども・若者支援地域協議会の役割、設置について）

　○ 鎌ケ谷市における「ふるさと学習」について（郷土文化学習の必

要性について/学習の本市の現状と取り組みについて/課題について）

野上　陽子　議員
　○ 安心な終末期ケアについて（地域包括ケアシステムの役割/人生の

最終段階における医療、かかりつけ医の現状と課題/看取りについて）

　○ 子どもたちの未来のための教育について（学習指導要領改訂による

特別の教科道徳の現状/教育振興基本計画における目指す子どもの姿）

午後１時から

宗川　洋一　議員
　○ 救急医療体制の現状と改善策について（救急医療体制の現状と課

題について/鎌ケ谷総合病院との協定書の内容と達成状況について

/２４時間対応の小児救急について/新聞記事についての市の見解

について/今後の病院と市の役割と改善策について）

　○ 皇位継承に伴う大型連休中の公共サービスの対応について（大型

連休中の公共サービスについての市の対応方針について/実施する

公共サービスと実施しない公共サービスについて/職員（正規・非

常勤等）と緊急時の対応について/広報等による周知について）

　○ 鎌ケ谷大仏交差点改良事業について（鎌ケ谷大仏交差点改良事業

の進捗状況について/千葉県との連携について/市道２９０２号線

の拡幅について）

土屋　裕彦　議員
　○ 人口推計と鎌ケ谷市のまちづくりについて（新鎌ケ谷地区のまち

づくりについて）

　○ 児童虐待の対応について

＜休　憩＞

宮城　登美子　議員
　○ 鎌ヶ谷大仏駅周辺の交通環境の改善について（鎌ヶ谷大仏駅周辺

の交通環境の現状について/駅周辺の整備について/大仏交差点改

良工事などについて）

　○ 国民健康保険料の引き下げなどの問題解決について（広域化後の

国保行政の現状について/協会けんぽ並みに国保料を引き下げるこ

とについて/全国知事会、市長会などの提言・要望について/市独

自の軽減策について）

３月14日（木） 午前10時から

川原　千加子　議員
　○ 安心と共生の地域づくりについて（「地域共生社会」の実現につい

て/「地域包括ケアシステム」の構築（医療と介護の連携）について）

津久井　清氏　議員
　○ 鎌小の通学路沿いの危険な竹ヤブ対策・その後は（標記の件で１

月以降の動向について/とりあえずの対策と「代執行」を入れた市

条例の改正について/今後の方向性）

　○ 市内の自治会の現状と市の対応策について（自治会の存在価値を

市はどう認識しているか/自治会の現状と問題点は何か/今後、市

はどう対応していく考えか）


