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日後の18時と４日後の13時に放映しています。

◎ 創業支援資金融資及び利子補
給条例の一部を改正する条例の制
定について︻全員賛成・可決︼
中小企業の新たな事業活動の促
進に関する法律の改正に伴い︑規
定の整理を行うため︑改正を行っ
た︒
◎ 地域包括支援センターの設置
及び管理に関する条例の一部を改
正する条例の制定について
︻賛成多数・可決︼
富岡地域包括支援センターを設
置するとともに︑その管理を指定
管理者に行わせるため︑所要の改
正を行った︒

契 約 の 締 結

曜日

日 水

月 日

８月

日

程

開会︑会期の決定︑
提案理由の説明

会派代表総括質疑︑
議案各委員会付託︑
議案第 号〜 号採決

日

９日

金

水

火

金

火

月

金

一般質問︑
委員長報告に対する
質疑・討論・採決︑
発議採決︑閉会

一般質問

一般質問

一般質問

総務常任委員会

都市経済常任委員会

教育民生常任委員会

９月７日 水

31

補 正 予 算

◎ 一般会計補正予算︵第２号︶
︻賛成多数・可決︼
歳入歳出それぞれ１２６億１１
０７万円を追加し︑予算の総額を
８４４億５０５７万円とした︒
◎ 公共下水道事業特別会計補正
予算︵第１号︶
︻全員賛成・可決︼
歳入歳出それぞれ２５４０万円
を減額し︑予算の総額を 億１０
０万円とした︒
◎ 墓地公園事業特別会計補正予
算︵第１号︶︻全員賛成・可決︼
歳入歳出それぞれ１４３０万円
を減額し︑予算の総額を４億２５
９０万円とした︒
◎ 介護保険特別会計補正予算
︵第１号︶︻全員賛成・可決︼
保険事業勘定の歳入歳出それぞ
れ１３０万円を追加し︑予算の総
額を 億７３８０万円とした︒

13

平成

理由の説明及び会派代表総括質疑（第１回定例会は会派代表質問）」の模様を、会議開催の３

市議会を傍聴しましょう︒

日

日

日

日

日

12

年度一般会計補正予算
など 議案を可決

舞浜三丁目地区市街地液状化対策工事その２
の契約を可決
平成 年第３回定例会は︑８月 日より９月 日まで開催されました︒
この定例会では︑市長から提出のあった補正予算４件︑条例の一部改正４

件︑契約の締結２件︑契約の変更１件︑財産の取得１件︑人事案件３件が審議

インターネット以外では、市内のケーブルテレビ「ジェイコム千葉」で、本会議における「提案

議案が可決されたほか︑

市議会ホームページ http://www.kaigiroku.net/general/urayasusi/index.html

13

平成 年第４回定例会は 月
日︵ 火 ︶か ら 開 か れ る 予 定 で
す︒

11

議当日に庁舎 階の議場傍聴席
受 付 へ お 越 し く だ さ い ︒各 常 任
委 員 会 等 は ︑委 員 長 の 許 可 を 得
て傍聴することができますの
で ︑会 議 当 日 に 庁 舎 ９ 階 の 議 会
事 務 局 ま で お 越 し く だ さ い ︒ま
た︑車椅子での傍聴もできます︒
な お ︑本 会 議 の 傍 聴 は ︑手 話
通訳者を派遣することもできま
す の で ︑ご 希 望 の 方 は ︑傍 聴 希
望 日 の ７ 日 前 ま で に︵ 土 日 ︑祝
日 を 除 く ︶︑ホ ー ム ペ ー ジ に 掲

25

23

15

11

31

年度各会計歳入歳出決算認定を除く

市議会の様子は、本会議開催中は生中継にてパソコン、タブレット、スマートフォンでご覧

さ れ ︑平 成
27

16

会期や審議日程は 月 日
︵金︶の議会運営委員会で決定さ
れ ︑公 民 館 等 や ホ ー ム ペ ー ジ に
も掲示されます︒
本 会 議 を 傍 聴 さ れ る 方 は ︑会

28

第3回
定例会
議員から発議２件が提出され︑２件を否決しました︒

いただけるほか、会議が終了した本会議の様子は録画放送でもご覧いただけます。

15

◎ 市 議 会をインターネットで放映中

20

15

総合防災訓練における倒壊家屋からの救出訓練

21

23

29

41

条例の一部改正

◎ 舞浜三丁目地区市街地液状化
対策工事その２の請負について
︻賛成多数・可決︼
舞浜三丁目地区市街地液状化対
策工事その２の請負契約を︑市街
地液状化対策事業特定設計施工共
同企業体と 億６２６２万４千円
で締結した︒
◎ 総合体育館等パッケージエア
コン及び放水銃システム改修工事
の請負について︻賛成多数・可決︼
総合体育館等パッケージエアコ
ン及び放水銃システム改修工事の
請負契約を︑須賀・光特定建設工
事共同企業体と２億７１６２万円
で締結した︒

契 約 の 変 更

◎ 今川地区道路災害復旧工事
︵ 災道第
･ ２
･ ２８ ２
･ ２９
号︶の請負について
︻全員賛成・可決︼
契約金額を８億５２３２万５２
００円から 億３４１０万円に変
更した︒

財 産 の 取 得

◎ 屋内水泳プール入退場ゲート
システム機器等の購入について
︻賛成多数・可決︼
屋内水泳プール入退場ゲートシ
ステム機器等を株式会社エルコム
から４１４７万２千円で取得した︒

ださい︒

記 入 の 上 ︑議 会 事 務 局 へ Ｅ メ ー
ルまたはファックスでご送付く

載している申請書に必要事項を

10

25

58
60

10

61

◎ 市税条例等の一部を改正する
条例の制定について
︻賛成多数・可決︼
地方税法の改正等に伴い︑市民
税の法人税割の税率及びその特例
の税率を引き下げ︑軽自動車税の
環境性能割の税率等︑再生可能エ
ネルギー発電設備に係る固定資産
税額の減額の割合及び特定一般用
医薬品等購入費を支払った場合の
医療費控除の特例を定めるととも
に︑その他所要の改正を行った︒
◎ 国民健康保険税条例の一部を
改正する条例の制定について
︻賛成多数・可決︼
国民健康保険税の基礎課税額及
び後期高齢者支援金等課税額の限
度額を引き上げるとともに︑特例
適用利子等及び特例適用配当等に
係る国民健康保険税の課税の特例
を定めるため︑所要の改正を行っ
た︒
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28
28
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人 事 案 件
◎ 教育委員会委員について
︻賛成多数・同意︼
宮澤 ミッシェル氏を選任する
ことに同意した︒
◎ 教育委員会委員について
︻賛成多数・同意︼
舘 里枝氏を選任することに同
意した︒
◎ 固定資産評価審査委員会委員
の選任ついて︻全員賛成・同意︼
薩美 奈津美氏を選任すること
に同意した︒

の契約締結までの間︑再三にわた
り要望いたしました︒また︑了德
寺大学からは同年︑３月と４月に
ホテルの建設計画について説明を
受けており︑当該土地が第二種住
居地域であるとともに︑ 年来︑
大学として土地利用がなされてい
ることから近隣住民に対し土地売
却の理由やその後の土地利用につ
いて十分に説明し︑理解を得る必
要があると強く申し伝えたところ
です︒

16

議
災害に強い街づくりについて

16

発
◎ 公的年金積立金の投機的運用
はやめるよう求める意見書の提出
について︻賛成少数・否決︼
◎ 四国電力伊方発電所の停止を
求める意見書の提出について
︻賛成少数・否決︼

26

浦安市の住環境について

25

告

末益 隆志 ︵かがやき︶
平成 年︑電線類地中化基
本計画策定業務委託報告書を
踏まえて︑無電柱化についてどの
ように考えているか︑また︑国・
県は︑無電柱化についてどのよう
に考えているか︑伺います︒
都市整備部長 電線類地中
化事業につきましては︑平成
年度の検討調査の中で︑フラ
ワー通りや大三角線の２路線を検
討してきましたが︑多大な事業費
や電線管理者等との調整が必要な
ことなど︑事業化につきましては
課題が多いと認識しております︒
国につきましては︑平成 年度
に策定されました無電柱化を進め
るためのガイドラインに基づきま
して︑防災機能の強化︑安全で快
適な歩行空間の確保︑良好な景観
形成などを目的としまして︑各県
ごとに無電柱化協議会を開きまし
て︑国︑県︑地方公共団体等が意
見交換などを行い︑その意見を踏
まえまして︑計画的に事業を進め
ていると伺っております︒
また︑県におきましても︑国と
同様にガイドラインに基づきまし
て地元市や電線管理者との調整を
図りながら無電柱化事業を進めて
いると︑このように伺っておりま
す︒

元町地域における街づくりについて

小林 章宏 ︵かがやき︶
元町地域におけますまちづ
くりに関しましては︑浦安市
都市計画マスタープランにおいて
方針が示されていますが︑現状と
課題について市の考え方を伺いま
す︒
市長 元町地域は浦安の原
点でもあり︑発展の基礎と
なった地域でもあり︑かつての漁
師町の面影を多く残し︑浦安の歴
史や文化を今に伝える一方で︑老
朽化した木造家屋が密集した地域
でもあり︑住環境や防災面での課
題を多く抱えるほか︑浦安駅周辺
は公共空間の不足や歩行者の安全
性・快適性の確保︑バス停の集約
化などの課題を抱えています︒
今後につきましては︑新中通り
A地区の再整備や新橋周辺の広場
整備の実現に向けて取り組むほ
か︑第２庁舎跡地の浦安公園の整
備に向けて取り組んでまいりま
す︒
また︑浦安駅周辺ではステップ
１の取り組みの第一歩として︑食
い違い交差点の解消︑バス停の集
約化など交通結節機能の改善を図
るため︑今後も引き続き︑関係機
関及び関係権利者との話し合いを
進め再整備に取り組んでまいりま
す︒
このように市では浦安の歴史・
資源を生かしてまちの魅力を高め
るとともに︑元町地域の新たな魅
力の創出に努めていきたいと考え
ています︒
国道３５７号線の立体化について

宮坂 奈緒 ︵自由民主党・
無所属クラブ︶
国道３５７号線立体化の計
画を進める中で︑国道３５７
号に付随する施設である舞浜歩道
橋について︑これまで周辺住民か
ら寄せられている要望を市から国
へ何度も伝えていると思います
が︑国は検討されているのか伺い
ます︒

市長 舞浜歩道橋の改善に
ついては︑これまで周辺地区
の住民の皆様からの要望を受け︑
平成 年 月に国土交通大臣宛て
に要望書を提出するなど︑舞浜交
差点の早期立体化に併せて舞浜歩
道橋の改善に向けた対策を検討い
ただくよう国への要望を続けてき
たところです︒
先日︑地元選出の薗浦健太郎代
議士に同行いただきまして︑田中
良生国土交通副大臣に直接︑国道
３５７号浦安地区の早期整備及び
安全確保に関する要望書を提出
し︑舞浜立体の早期着工ととも
に︑再度︑舞浜歩道橋の改善につ
いて検討していただくよう要望し
たところであり︑その折︑田中副
大臣からは︑地元のご意見︑ご協
力をいただきながらという前提つ
きではありましたが︑舞浜歩道橋
の改善に向けて検討していきたい
といった力強い前向きな言葉をい
ただき︑市としても大きな期待を
寄せているところです︒
12

高齢者・障がい者のはいかいについて

26

毎田 潤子 ︵かがやき︶
近年︑認知症の高齢者によ
る徘徊が深刻化しています︒
認知症の高齢者や精神障がい者︑
知的障がい者の徘徊による行方不
明者は︑年間１万人を軽く超えて
しまう現状にあります︒超高齢社
会の真っただ中にある日本におい
て︑今後さらに認知症患者が増え
ることが予測され認知症高齢者の
徘徊︑行方不明者も今後さらに増
加することが予測されます︒高齢
者の徘徊と対策の現状について︑
まずは︑認知症高齢者の徘徊対策
について︑現在の浦安市での取り
組みを伺います︒
歳以上の
健康福祉部長
認知症による徘徊の恐れのあ
る方の介護者に対しまして︑ＧＰ
Ｓ機能を利用した位置情報専用探
知機の利用料の一部助成を行って
おります︒
また︑市と浦安警察署が中心と
なって捜索をする浦安市はいかい
老人ＳＯＳネットワークの設置︑
60

第３回定例会では、９月１６・２０・２１・２３日の４日間にわ
たり16名の議員より、市政全般に対して活発な論議が展開さ
れました。
ここでは、質問者順にその一部を掲載いたします。

27

報
◎ 専決処分の報告について︵損
害賠償の額の決定及び和解
︵２件︶
◎ 継続費精算計算書について
◎ 平成 年度健全化判断比率に
ついて
◎ 平成 年度資金不足比率につ
いて
◎ 債権の放棄について
◎ 寄附受入れについて
◎ 定期監査の結果︵こども部・
財務部︶
◎ 例月出納検査結果︵５月・６
月分︶
◎ 平成 年度事業報告書決算書
︵︵公財︶浦安市施設利用振興公
社︶について
◎ 平成 年度事業計画書収支予
算書︵︵公財︶浦安市施設利用振
興公社︶について
◎ 平成 年度事業報告書︵浦安
市土地開発公社︶について
◎ 平成 年度事業計画書︵浦安
市土地開発公社︶について
27

10

21

一 般 質 問
10

岡野 純子 ︵徳 風 会︶
平成 年６月 日にURか
ら了德寺大学・了德寺学園へ
土地譲渡契約が行われています︒
契約に至るまでの間︑どのような
協議を行ってきたのか伺います︒
市長 ２年前の平成 年
月に初めて当該土地でのホテ
ル建設について問い合わせがあ
り︑都市再生機構に対し事実確認
をしたところ︑現時点で譲渡する
といった事実はないとの回答を得
たところです︒
しかし︑平成 年２月ごろ︑複
数の設計コンサルタントから照会
が寄せられ︑同年３月に再度︑都
市再生機構に事実確認をしたとこ
ろ︑了德寺大学から土地取得の意
向が示され︑大学で利用する以外
はホテルを計画しているとの説明
を受けたところです︒
市としては︑都市再生機構に対
し︑当該土地の譲渡にあっては︑
譲渡後の建物建設や一定期間の土
地売却を制限すること等を︑昨年

行方不明となった高齢者の捜索情
報を発信する市からの重要なお知
らせメール︑徘徊の恐れのある方
の衣服の内側などに張っておくお
守りシール︑また︑認知症の疑い
により道に迷っていた方に対して
声をかける訓練といたしまして︑
はいかい高齢者見守り訓練などを
行っているところです︒

環境施策について

吉村 啓治 ︵徳 風 会︶
市民の関心の高い三番瀬に
ついて質問させていただきま
す︒三番瀬環境学習施設整備に向
け︑これまで環境団体とどのよう
な検討がされてきたのか︑また︑
震災後に干潟が沈んだとのことで
ありましたが︑現在はどのような
状況になっているのか伺います︒
都市環境部長 三番瀬環境
学習施設につきましては︑三
番瀬で活動しています浦安三番瀬
を大切にする会︑浦安自然まるご
と探検隊及び浦安水辺の会の３団
体と平成 年度より検討を行って
おります︒これまでの検討内容と
しましては︑谷津干潟自然観察セ
ンターなどの類似施設を視察する
とともに︑東日本大震災後の三番
瀬干潟の環境変化を踏まえまし
て︑学習プログラムや施設内容等
の検討を行っているところです︒
また︑東日本大震災後の三番瀬
干潟の状況を把握するため︑平成

27

27

27

27

28

27
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年度に環境学習施設建設予定地
前の２カ所において深浅測量調査
を行ったところです︒この調査に
より︑年間を通して最も潮位が低
くなる時間帯には干潟が出ること
が確認されています︒

折本 ひとみ ︵無 会 派︶
地中壁工法をどうしてもや
りたい街区の方々の中から超
法規的なやり方で同意書が出され
ました︒どういうことかという
と︑隣接している宅地所有者が同
意していないので︑今回︑超法規
的なやり方で工事をされるその１
戸が工事をやらない場合︑その街
区は工事ができないことになるの
で︑負担金は払わなくていいので
同意してくれというものです︒液
状化のまち浦安︑この汚名を返上
するための液状化対策は必須事業
だと思います︒市は︑この超法規
的なやり方で受理した同意書をも
とにその街区の再設計をしている
と思いますが︑この経緯をお答え
ください︒
都市整備部長 これまでに
事業計画を決定した３地区２
２２宅地につきましては︑分担金
を負担しないという条件で同意書
が提出された事例はありません︒
再設計の対象となった６地区８４
９宅地の中には︑分担金を負担す
るという項目を削除した内容の書
面と︑その分担金は地域で対応す
るという書面が併せて提出されて
いる事例があります︒市としまし
ては︑全ての宅地所有者に同じ条
件で事業に同意していただくこと
を基本に考えており︑繰り返し説
明してきたとおり︑できるだけ多
くの宅地で市街地液状化対策事業
を実施したいと考えておりますの
で︑こうした事例について再設計
の範囲に含めていますが︑正式な
同意とは受けとめていません︒再
設計の対象となりました６地区８
４９宅地は︑再度同意書を取りま
とめ︑分担金の負担についてもそ
の中で個別に確認していきたいと
考えております︒

街づくりについて

27

いずれは︑親になってその地域で
子どもを育てる︑こういう循環を
つくっていったらいいのではない
かなという思いであります︒もう
既に中町ではそういう循環が︑
今︑でき上がってきております︒
これこそ浦安市が目指す教育の循
環ではないのかなというふうに私
は思っております︒小中一貫の内
容について詳しく説明願います︒
教育総務部長 本市におけ
る小中連携・一貫教育は︑小
学校６年間︑中学校３年間という
現行の制度を維持しながら︑家庭
や地域︑幼稚園︑認定こども園︑
保育園や小・中学校の教職員の連
携・協力により︑就学前から義務
教育９年間を見通した系統的︑継
続的な学習指導や生徒指導を推進
しています︒具体的には︑子ども
の発達段階に応じたかかわり方や
学習指導方法についての教員相互
による情報交換︑中学校教員によ
る小学校での外国語授業をはじ
め︑異年齢の交流を通した豊かな
心の醸成など︑数多くの取り組み
が中学校区単位で行われていると
ころです︒

健康診査について

道路維持事業について

一瀬 健二︵公 明 党︶
生活者に身近にかかわる道
路に着目し︑浦安市における
震災以降の道路の整備状況とし
て︑今回液状化の被害があった幹
線道路における災害復旧工事の進
捗状況について︑また︑液状化の
被害がなかった地域︑元町地域の

幹線道路における道路舗装の補修
計画について伺います︒
都市整備部長 幹線道路に
おける災害復旧工事の進捗状
況につきましては︑平成 年度よ
り幹線９号︑幹線６号︑幹線
号︑幹線５号及び幹線 号の液状
化対策工事と併せまして道路災害
復旧工事を進めてきています︒現
在施工しております幹線６号の工
事で全て完了する見込みです︒
元町地域におけます幹線道路の
道路舗装補修計画につきまして
は︑昨年度の道路舗装調査におき
まして︑道路舗装補修計画を策定
するため︑元町地域を対象としま
して道路の路面性状調査やたわみ
量調査などの道路の劣化状況につ
いて調査を行いました︒その調査
をもとに︑平成 年度に道路舗装
補修計画を策定いたしまして︑今
年度から道路維持事業を計画的に
進めているところです︒

保育士の処遇改善について

10

美勢 麻里︵日本共産党︶
﹁保育園落ちたの私だ﹂︑
﹁保育士辞めたの私だ﹂︑こ
の保護者や保育者の悲痛な叫びが
全国各地で広がり︑国はようやく
待機児童解消や保育士の処遇改善
のために重い腰を上げようとして
います︒厚生労働省は︑待機児童
解消加速プランにより２０１７年
度末までに約 万人分の保育の受
け皿確保に向け︑保育を支える保
育士の確保が必要不可欠として︑
昨年４月から子ども・子育て支援
新制度において︑民間の保育士の
給与が平均３％改善されるとして
います︒そして︑２０１４年度の
公務員給与の見直しに準拠し︑保
育士の給与が平均２％改善される
としています︒そこで市内の保育

士は︑厚生労働省が発表している
とおり準拠され処遇改善されてい
るのか伺います︒
こども部長 平成 年４月
から実施されている施設型給
付費等に係る処遇改善等加算につ
きましては︑各施設の職員の平均
勤続年数や施設の実情による総合
的な加算率となっており︑施設の
実情に応じて市を通じて県に申請
し︑県の認定後︑給付を受けてい
る状況です︒また︑平成 年度に
つきましては︑人事院勧告による
改定分に従って施設に給付されて
いる状況です︒
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水野
実︵市民の会︶
売買代金や手法に対する疑
義もさることながら︑計画地
周辺のお住まいの皆様にとって一
番の課題は︑従来大学側から美術
館︑迎賓館を建設する予定と聞い
ていたところに︑一切の事前説明
もないまま突如ホテル建設計画が
持ち上がり︑現在も住民が繰り返
し要望をしてきた丁寧な説明をし
ないまま計画が進められている点
であると伺っております︒そこ
で︑売買成立から１年以上︑経過
した時点で︑URに対し契約解除
を求めた一連の活動がホテル建設
計画にどのような影響を与えたの
かについて︑市の認識を伺います︒
都市整備部長 明海五丁目
８番の土地につきましては︑
大学キャンパスとして地域の環境
に調和しており︑小・中学校が隣
接するなど文教施設が集まる地区
となっています︒この場所でのホ
テル建設は︑土地利用計画上の問
題はございませんが︑急激な地域
環境の変化は望ましくなく︑市と
しても都市再生機構から了徳寺大
学への土地譲渡契約に対して疑義
のある点について申し入れてきた
ところでございまして︑契約の解
除を求めたものではございませ
ん︒

了徳寺大学がURから一括取
得した土地を投資ファンドを
含 む 複 数 の 事 業 者 に 売 却 し ︑一
部でホテル建設計画が進めら
れている件について

26

24

11

地域福祉について

24

24

果・課題をまとめ︑校長会へ情報
提供をしたところです︒
現状としましては︑今年度は午
前中５時間授業を実施している学
校はありませんが︑登校時刻の見
直しや時程の見直しを行い︑準備
も含め実施の可能性を探っている
学校はございます︒

依存症について

27

半身麻痺や手足の痺れなど症状を
伴わない︑小さな脳梗塞の段階で
早期に発見する必要があると考え
ております︒そこで︑いわゆる隠
れ脳梗塞血液検査でチェックする
脳梗塞リスクマーカー検査につい
ての市の評価を伺います︒
健康福祉部長 脳梗塞リス
クマーカーは︑脳梗塞のリス
ク評価として最近︑人間ドックや
脳ドックのオプションとして実施
する医療機関もあるようです︒脳
梗塞の家族歴や高血圧︑高血糖な
どの脳梗塞のリスクを複数持って
いる人について︑無症候のうちに
病巣を発見して︑病気を進行させ
るリスク因子を治療することにつ
なげる目的があるようです︒
しかしながら︑検査自体が臨床
応用されたばかりで保険適用の検
査でもないことから︑市といたし
ましては︑今後の動向を注視して
いるところです︒

宝
新︵自由民主党・
無所属クラブ︶
国が示している大方針は︑
在宅介護の推進で︑在宅にお
けるサービスの充実です︒我が市
における課題は︑在宅に加え︑グ
ループホームやサービス付高齢者
住宅の整備︑夜間の緊急時にも対
応し︑ 時間︑３６５日を支えら
れる仕組みなど︑住みなれた地域
を離れることなく暮らし続けるこ
とができる仕組みづくりだと考え
ております︒そこで︑これまでの
特別養護老人ホームの入所者数と
入所希望者数の推移をお答えくだ
さい︒
健康福祉部長 特別養護老
人ホームは︑現状︑常に定員
に達しており︑入所者の推移は施
設整備による定員数の増加と同数
となっております︒定員数の推移
につきましては︑平成 年８月現
在１００名︑浦安市特別養護老人
ホームが開設されています︒平成
年４月１日︑浦安愛光園の開設
で１７０名︒平成 年４月１日︑
地域密着型特養が３施設開設され
２５７名︒平成 年４月１日︑う
らやす和楽苑が開設され３４１名
となっております︒
また︑入所希望者数の推移につ
きましては︑各年７月１日の数字
になりますが︑平成 年が３１５
名︑平成 年３７１名︑平成 年
３９０名︑平成 年３５２名︑平
成 年︑この年から要介護度３以
上が原則入所となりますので︑要
介護３以上で２１２名︑平成 年
１５９名となっております︒
11
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市の教育施策について

11

柳
毅一郎︵無 会 派︶
薬物依存症についてでござ
いますが︑平成 年に池袋で
危険ドラッグを吸引した自動車暴
走事故をはじめ︑さまざま昨今で
もドラッグの話題︑福祉施設の殺
傷事件も非常に本当に悲しい事件
でございましたが︑やった者が危
険ドラッグを吸っていた︑そう
いった事件も挙げられておりま
す︒本当に︑このドラッグという
ものは人を悲しみにたたき落とす
ものではないかと私は考えており
ます︒さらには︑著名人ですとか
アスリートが覚醒剤で検挙された
り︑さまざま危険ドラッグや覚醒
剤︑そういった従来のもの以外に
も多様化する薬物が使われて︑社
会問題を引き起こしているところ
で︑薬物乱用問題には本当に終わ
りがないと思っております︒
そこで︑市内の薬物関係事件は
どのような状況になっているの
か︑３年間の件数についてお伺い
します︒
健康福祉部長 浦安警察署
に状況を伺ったところ︑平成
年は覚せい剤取締法違反で
人︑平成 年は覚せい剤取締法違
反で 人︑大麻取締法違反で２
人︑麻薬及び向精神薬取締法違反
で１人の計 人︑平成 年は覚せ
い剤取締法違反で 人︑大麻取締
法違反で１人の計 人をそれぞれ
検挙しているということです︒
13

音楽ホールについて
広瀬 明子 ︵無 会 派︶
新浦安駅前には音楽ホール
として使用できる建物の工事
の建設中であります︒この音楽
ホールは︑賃貸借期間 年と決め
ているようですが︑これはいつ︑
どのような会議で︑どなたの提案
で 年と決めたのか︑その期間を
決めた経緯についての説明をお願
いします︒
また︑ 年というのは非常に長
い︒例えば 年 年で一区切りと
して︑音楽ホールとしての利用が
本当に市民ニーズに沿っているか
を検証しつつ︑更新という方法も
あったかと思いますが︑ 年とい
うものを庁内で議論されたか伺い
ます︒
生涯学習部参事 音楽ホー
ルの契約期間は︑交渉過程の
中で︑貸主より 年にしたいとの
要望が出されております︒市とい
たしましても市民に広く安定した
施設利用が可能となるため︑期間
を 年としたものです︒
期間は︑貸主と坪単価や契約期
間︑また賃料の改訂など総合的に
交渉しており︑その中で 年とい
う話が出ました︒音楽ホールとい
う特殊な施設︑柱がない空間と
か︑浮き床構造︑吹き抜け︑こう
いう施設を市が 年で出ていって
しまったならば︑あと何も残らな
くなってしまう︑借り手がいなく
なればそのビルが廃墟になってし
まうので︑できるだけ長い期間借
りていただきたいということで︑
市がそれを了承して︑市としても
市民に広く安定した施設利用を可
能とするため︑ 年にしたもので
す︒
中村 理香子︵公 明 党︶
教員の多忙化が問題となっ
ており︑本市としてもさまざ
まな取組みをされているというふ
うには認識をしておりますが︑根
本的な解決が図られていないとい
うことが明らかにもなりました︒
昨年９月の議会で︑公明党︑秋葉
議員より教員の多忙化の解決を含
めた学校教育環境を取り巻く課題
解決の一方策として提案させてい
ただきました午前５時間授業につ
いて︑児童・生徒の実態に応じて
教育課程を見直す一つの方策事例
として校長会等にも紹介をしてい
ただきたいと答弁いただいており
ましたので︑現時点での検討状況
について伺います︒
教育総務部長 午前中に５
時間授業を行うことについて
は︑昨年度︑近隣市に実施の有無
を調査するとともに︑既に実践し
ている東京都の武蔵村山市立第二
小学校の視察及び所管している武
蔵村山市の教育委員会から聞取り
を行ってまいりました︒その後︑
視察した実践校の取組み状況や成
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教育について

元木 美奈子 ︵日本共産党︶
がんや肺炎などとともに︑
依然として日本人の死因の上
位を占めているのが脳血管疾患で
あります︒脳血管疾患がこのよう
に死因の大きな割合を占めている
ということのほかに︑さらに問題
であるという点は︑たとえ一命を
取りとめたとしても︑程度によっ
ては寝たきりになったり介護が必
要になったりすることでありま
す︒本人はもちろんですが︑ご家
族にも経済的︑身体的︑精神的な
負担をもたらすことになります︒
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西山 幸男 ︵市民の会︶
小中一貫・連携について︑
浦安市に生まれた子どもは市
の小・中学校に通って︑そして地
域とともに育くんで育てて︑浦安
市内の義務教育を受けた子どもが

26

16

20

30

10

30

2 0 1 6 年（ 平 成 28 年 ）1 1 月 15 日
第 160 号

うらやす議 会だより

3

き

てくるところです︒そのため︑新
たな財政需要等が生じなければ︑
最終的にはただいま申し上げた残
高を上回ってくるものと予測して
います︒
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28

都市経済常任委員会

議案第１号 平成 年度浦安市一
般会計補正予算︵第２号︶
市街地液状化対策事業の工
事費について伺います︒総括
質疑の答弁では︑再設計の対象と
なった６地区︑８４９宅地につい
てもできるだけ早い時期に事業の
実施について判断をしたいとのこ
とでございました︒どのように進
められていくのか伺います︒
なお︑再度の同意が成立した場
合のスケジュールについて︑そし
てまた平成 年度に繰越明許を設
定していますが︑現在の復興交付
金事業計画期間は平成 年度まで
となっております︒復興交付金事
業計画も延長するのでしょうか︑
その点について伺います︒
８４９宅地︑６地区の今後
の進め方ということでござい
すが︑今月４日間にわたって再同
意の説明会を開催したところで
す︒これを受けて︑９月中には再
同意の取りまとめに入れるものと
考えております︒
なお︑スケジュールでございま
すが︑今回の６地区につきまして
は 月の第４回定例議会が目安に
なるものと考えておりますので︑
月中には再同意の判断をするこ
とになるかと思います︒
また︑現時点の復興交付金事業
計画は平成 年度末ということに
なっておりますが︑今後︑再同意
の状況を見ながら復興庁あるいは
国交省と調整を図ってまいりたい
と思います︒

本市への視察来庁︵７月〜９月︶

山口県長門市︵浦安版ネ
７／
ウボラシステムについ
て︶
岐阜県恵那市︵産後ケア
７／
について︶
広島県福山市︵市街地液
７／
状化対策について︶
石川県輪島市︵公立図書
７／
館から学校への団体貸し
出しについて︶
高知県高知市︵市街地液
７／
状化対策事業について︶
８／１ 愛知県津島市︵市街地液
状化対策事業について︶
８／８ 大分県大分市︵災害時の
自衛隊との協力体制につ
いて︶
北海道旭川市︵新庁舎整
８／
備の考え方について︶
東京都中野区︵新庁舎整
８／
備について︶
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20

20

党

全体の ％以上が艤装加工となる
ため︑議会に承認すべき契約及び
財産の取得または処分に関する条
例第２条の規定によりまして︑予
定価格が１億５千万円以上の工事
または製造の請負について︑議会
の議決に付すべき契約となります
ので︑今回につきましては︑議案
とはしていないところです︒
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27
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浦安市猫実一丁目１番１号
浦安市議会事務局
☎ ︵７１２︶６７８８
℻ ︵３５１︶１１４０
うらやす議会だより編集委員会
◎宝
新 ○毎田 潤子
元木美奈子
岡本 善徳
宮坂 奈緒
水野
実
柳 毅一郎
吉村 啓治
一瀬 健二
◎ 委員長
○ 副委員長

本号は︑第３回定例会について
編集をいたしました︒
お気づきの点やご意見がござい
ましたら︑左記までお知らせくだ
さい︒

24

教育民生常任委員会

議案第１号 平成 年度浦安市一
般会計補正予算︵第２号︶
奨学資金事業について︑平
成 年度予算と実績︑また︑
平成 年度予算と今回の増額補正
には︑見込みと実績に大きな差が
見られますが改めて平成 年度の
積算の考え方と成績基準を緩和し
たことによってどの程度の市民
ニーズを見込んでいたのか︑伺い
ます︒
奨学支援金事業につきまし
ては︑利用者からの意見や国
の貧困対策への動きを踏まえなが
ら︑成績基準を緩和するととも
に︑新規事業となった平成 年度
の積算方法や実績を検証し︑平成
年度の積算方法を改めたもので
す︒
また︑積算の考え方につきまし
ては︑収入基準が同等の就学支援
金受給者の１学年の対象人数をも
とに︑進学率︑成績基準による対
象の割合及び前年度の状況を踏ま
えた申請の割合を掛けまして︑支
給者数を２５０余名ということ
に︑支給額として２８０８万円を
予算計上したところです︒
なお︑当初予算における成績基
準の緩和による増加見込みにつき
ましては︑それぞれの成績基準の
対象割合を踏まえて積算しますと︑
昨年度実績１４９名と比較すると
１０５名の増となったところです︒

29

28

50

27

28

明

総務常任委員会

第３回定例会で、所管の委員会に付託された各議案は、９月９日教育民生常任
委員会、12日都市経済常任委員会、13日総務常任委員会でそれぞれ審査され
ました。
ここでは紙面の関係で、委員会で行われた主な議案の質疑及びその答弁の要
旨について掲載いたします。

議案第１号 平成 年度浦安市一
般会計補正予算︵第２号︶
水槽付消防ポンプ自動車購
入費︑新規１台分 万円の更
正減になったところです︒この水
槽付消防ポンプ車︑平成 年度の
市長の施政方針演説に︑今回１
台︑消防力を強化するということ
で購入するとおっしゃっていたと
思います︒
本来であれば︑こういう財産取
得について議案として分割をし︑
例えば機器の性能︑あるいはどこ
の消防署に配置するか︑あるいは
競争入札だったのかということを
別枠で取り扱うと思っています
が︑今回︑議案には分離されてい
ない理由をお尋ねします︒
今回︑議案に上がらなかっ
た理由といたしましては︑水
槽付消防ポンプ自動車等の購入に
つきましては︑シャシー︑キャ
ブ︑エンジン以外のキャブ室内︑
後部ポンプ室︑資機材庫等︑車両

28

公

に伴う財源として︑再度予算をと
り直すものです︒
当該事業は︑平成 年度で予算
を措置し平成 年度に繰り越して
いますが︑ 月定例会での工事請
負契約の締結を想定しますと︑年
度内での工事完成が見込めない状
況となります︒こうしたことから
一部事業費について工事期間を確
保するため︑再度予算を計上する
必要が生じ︑今回の補正となった
ものです︒これに伴い︑財源につ
きましても平成 年度に繰り越さ
れた震災復興特別交付税及び市負
担分のうち︑一部を前年度繰越金
として︑再度予算計上したところ
です︒

日 本 共 産 党

24

28
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議案第５号 浦安市税条例
等の一部を改正する条例の制
定について︑これは消費税率が
％引上げということが前提と
なっております︒しかし︑参議院
選挙前に終了した通常国会後の記
者会見にて安倍首相が︑さらにこ
の ％について延期すると表明し
ております︒本議案は消費税率引
上げを前提とした税制改正です
が︑延期に伴う影響について︑伺
います︒
消費税率の引上げ時期につ
いては︑平成 年 月１日に
変更することが平成 年８月 日
の閣議で決定されています︒
この閣議決定を踏まえ︑法制上
の措置が講じられ時期が変更され
た場合には︑議案第５号の浦安市
税条例等の一部を改正する条例の
うち︑法人市民税法人税割の税率
の引下げ及び軽自動車税環境性能
割の新設等について変更が生じて
きます︒そのほか︑千葉県から交
付されます地方消費税交付金につ
いても変更が生じます︒

12

10

や

議案第１号 平成 年度浦
安市一般会計補正予算︵第２
号︶︑継続費補正について︑資材
や人件費などの高騰を受け年割額
を変更するものと説明がありまし
た︒そこで︑今回の議案第 号の
ような追加工事も今後十分考えら
れることから︑この財源確保と市
の財政の影響についてどう推移し
ていくのかと考えているのか伺い
ます︒
現在の中長期財政収支見通
しによれば︑少子高齢社会へ
の対応をはじめとして様々な課題
解決へ向けた継続した取り組みを
踏まえましても︑各種の財政指標
などから健全な財政運営を今後も
維持できるものと判断していま
す︒また︑併せて本市がこれから
も持続的に発展し続けるよう長期
的な視点に立った財政の健全性の
堅持を念頭に︑市税収入をはじめ
国庫交付金など財源の安定的確保
にもより一層取り組んでいきたい
と考えております︒

自由民主党・無所属クラブ

11

議案第１号 前年度繰越金
についてです︒この補正予算
では︑前年度繰越金の追加がおよ
そ 億円と例年になく多額であ
り︑かつ震災復興特別交付税等相
当分として記載されております︒
この繰越金発生の背景及び追加の
理由について伺います︒
前年度繰越金約 億円の追
加は︑市街地液状化対策事業

gikaijimukyoku@city.urayasu.lg.jp
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審査から
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第３回定例会では、９月７日の本会議において、４人の議員がそれぞれ
の会派を代表して質疑を行いました。
ここでは、紙面の関係で主な質疑及びその答弁の要旨について掲載い
たします。

議案第１号 平成 年度浦
安市一般会計補正予算︵第２
号︶について︑今回の一般会計補
正予算は１２６億円余の大型の補
正予算となっております︒この補
正予算の大きな要因は︑市街地液
状化対策事業であると理解をして
おりますが︑これだけの事業費を
投入するわけですから︑当然︑財
政調整基金の活用ということを想
定しておりました︒
ところが︑歳入の補正を見ます
と︑６億２千万円余の減額補正と
なっております︒財政調整基金が
歳入歳出のバランスを図るために
活用されるということも理解でき
ますが︑そこでお尋ねをいたしま
す︒財政調整基金の今後の見通
し︑特に今年度末の残高について
どのような見通しをお持ちなのか
伺いします︒
財政調整基金については︑
今回の補正予算を踏まえ︑予
算編成上︑平成 年度末残高を約
億円と見込んでいます︒
今後については︑例年︑予算の
執行状況が進みますと契約差金な
どにより︑さらに余剰財源が生じ
29
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