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 一般会計補正予算（第３号・第４号）など
　　　　　　　１８議案を可決・承認・同意

令和３年第２回定例会（６月議会）
No. 218 令和３年８月１日発行

議会だよりは年4回（3月 6月 9月 12月）開かれる定例会や臨時会での議案などの審議結果、一般質問の要旨などをお知らせしています。

令 和 ３ 年 第 ２ 回 
定例会（６月議会）

議案と審議結果

　第２回定例会は、６月７日から２５日までの１９日間で開かれました。今定例会では、

市長から議案１１件、報告１２件（うち、承認を要するもの４件）が提出され、いずれも

原案どおり可決・承認・同意されました。また、議員から発議案３件（意見書２件・条例

改正１件）が提出され、いずれも原案どおり可決されました。一般質問では個人質問１０

人が登壇し、市政に対する質問を行いました。

（一般質問の要旨は２～３面、請願・陳情は１面下段に掲載。）

　採決結果の後に「表」とある議案等の議員別の採決結果は４面
をご覧ください。「全」とある議案等は全会一致（全員賛成）で可決・
承認・同意されました。なお、議会だよりでは結果のみをお知ら
せしていますが、詳しい審査状況などは議会中継や会議録（８月
２４日公開）をご参照ください。会議録の暫定版は７月３０日か
らホームページで公開しています。

議会中継　http://smart.discussvision.net/smart/tenant/abiko/WebView/rd/council.html 会議録検索　http://ssp.kaigiroku.net/tenant/abiko/SpTop.html
市議会のページアドレス   http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shigikai/index.html   

   ＊議案第１号　 税条例等の一部改正（原案可決・全）
　＊議案第２号　 固定資産評価審査委員会条例の一部改正
　　　　　　　　 （原案可決・全）
　＊議案第３号　 農業委員会農地利用最適化推進委員定数条例の一
　　　　　　　　 部改正（原案可決・全）
　＊議案第４号　 財産の取得（水槽付消防ポンプ自動車）
　　　　　　　　 （原案可決・全）
　＊議案第５号　 財産の取得（学習支援ソフト）（原案可決・全）
　＊議案第６号　 令和３年度一般会計補正予算（第３号）
　　　　　　　　 （原案可決・全）
　＊議案第７号    工事請負契約の締結（湖北台保育園園舎建替本体
　　　　　　　　 工事）（原案可決・全）
　＊議案第８号　 手数料条例及び個人番号利用・特定個人情報提供
　　　　　　　　 条例の一部改正（原案可決・全）
　＊議案第９号　 令和３年度一般会計補正予算（第４号）
　　　　　　　　 （原案可決・全）

　＊議案第 10 号  人権擁護委員候補者の推薦（石井美文氏）
　　　　　　　　 （同意・全）
   ＊議案第 11 号  人権擁護委員候補者の推薦（市橋望氏）
　　　　　　　　 （同意・全）
　＊報告第１号　 専決処分の報告・承認（税条例の一部改正）
　　　　　　　　 （承認・表）
　＊報告第２号　 専決処分の報告・承認（都市計画税条例の一部改
　　　　　　　　 正（承認・全）
　＊報告第３号　 専決処分の報告・承認（３年度一般会計補正予算
　　　　　　　　 （第２号）（承認・全）
　＊報告第４号　 専決処分の報告・承認（固定資産評価員選任）
　　　　　　　　 （承認・全）
　＊報告第５号　 令和２年度継続費繰越計算書の報告
　＊報告第６号　 令和２年度繰越明許費繰越計算書の報告
　＊報告第７号　 令和２年度事故繰越し繰越計算書の報告
　＊報告第８号　 令和２年度下水道事業会計予算繰越計算書の報告
　＊報告第９号　 令和２年度下水道事業会計継続費繰越計算書の報
　　　　　　　　 告
　＊報告第 10 号  令和２年度水道事業会計予算繰越計算書の報告
　＊報告第 11 号  令和２年度水道事業会計継続費繰越計算書の報告
　＊報告第 12 号  土地開発公社の経営状況
　 　　　　　　　　　　　　　　※議案名は、一部省略しています。

請願・陳情

　※議員別の採決結果は４面をご覧ください。
　◆請願第 12 号　 「国における２０２２年度教育予算拡充に関
　　　　　　　　　する意見書」提出を求める請願
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賛成全員で採択）

◆請願第 13 号　 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意
　　　　　　　　見書」提出を求める請願
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賛成全員で採択）
■陳情第９号　　新しい公園の新設用地を確保し、整備を求め
　　　　　　　　る陳情書　　　　　　　（賛成なしで不採択）
■陳情第 11 号　 加齢性難聴者の補聴器の補助を求める陳情書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賛成少数で不採択）

◆請願　■陳情

いしい 　よしふみ

いちはし のぞみ
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Next あびこ　
　内田美恵子 議員

　
　
　

　
　

清風会　
　甲斐　俊光 議員

　
　
　

　
　

日本共産党　
　岩井　　康 議員

　
　
　

　
　

Next あびこ　
　久野　晋作 議員

　
　
　

　
　

あびこ維新　
　芹澤　正子 議員

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

会議録検索　http://ssp.kaigiroku.net/tenant/abiko/SpTop.html       議会中継　http://smart.discussvision.net/smart/tenant/abiko/WebView/rd/council.html 

　今定例会は、１０人が市政に対する一般質問（個人質問）を行いました。紙面の
都合上、３項目以内の質問と答弁の要旨を掲載しています。会議録の暫定版は７月
３０日からホームページで公開しています。正式版は８月２４日から、ホームペー
ジ、市民図書館、行政情報資料室（市役所本庁舎１階）などで公開します。議会中継（イ
ンターネット）では、議員ごとに整理した一般質問を映像でご覧いただけます。

市民が安心できる新型コロナ対策を

する常設の排水ポンプは市で
整備することになる。水門を
閉じた場合は仮設ポンプで対
応し、被害が想定される場合
は、国土交通省所有の災害対
応用排水ポンプ車を要請する。
　質問　小学校及び中学校教
員の残業の現状は。
　教育総務部長　今年２月調
査では、月平均で小学校４３
時間５分、中学校は４７時間
４０分。超過勤務時間が縮小
できるようサポートしていく。

　質問　警戒レベル３の発令
と同時に、市内全ての指定緊
急避難場所の開場を。
　市民生活部長　オープンス
ペースではない民間施設は、
市からの連絡後に開放となる
が、安全で的確な開放ができ
るよう、今後も各施設と慎重
に協議を進めていく。
　質問　後田樋管に常設の排
水ポンプ設置の要望を。
　建設部長　後田樋管に設置

　質問　ヤングケアラーの理
解促進及び認知度向上への取
り組みは。
　教育総務部長　医療、介護、
福祉などの関係機関や専門職
を対象に、ヤングケアラーの
概念、発見の着眼点、対応す
る上で配慮する事項などを学
ぶ機会の確保に努めていく。
　質問　コロナ禍における女
性の負担軽減に対する具体的
な取り組みは。

　質問　桜川市で導入した災
害広報システムの調査研究を
して、新たな情報伝達の仕組
みとして導入を進めては。
　市民生活部長　市では多メ
ディア一斉配信システムの導
入を検討してきたが、導入費
用やランニングコストが高額
などの課題があるため、引き
続き本市の実情に合ったシス
テム導入の検討を進める。
　質問　遺品整理に限定した

　質問　県として一括りにさ
れた感染状況ではなく、市の
感染状況を知りたいとの声が
多い。市の感染状況を把握し、
評価・公表してはどうか。
　健康福祉部長　市では詳細
な感染者情報を把握していな
いが、県の公表を基に、今後
も速やかに感染者情報を市民
にお知らせする。
　質問　市民が感染した場合
に速やかに入院できる体制な

　質問　スロベニア共和国を
知るイベントや交流会は。
　市長　スロベニアの魅力や
料理、選手などのパネルの展
示をしている。競技終了後、
女子柔道や空手チームの交流
は可能との返事をもらってい
る。新型コロナの感染状況を
踏まえ、交流を実現したい。
　質問　「我孫子市環境基本
計画」の策定スケジュールは。
　環境経済部長　令和３年度

　質問　現在はワクチンにつ
いて集中的に取り組んでいる
が、ＰＣＲ検査も同様に。
　健康福祉部長　高齢者施設
職員には千葉県と日本財団を
利用してＰＣＲ検査を実施。
障害者施設は県で実施。小中
学校などで感染者が発生した
際に保健所の検査対象となら
ない接触者は、市独自のＰＣ
Ｒ検査を実施している。
　質問　オリンピック・パラ

リンピックの学童観戦につい
て、保護者等に丁寧な説明を。
　市長　本人の希望と保護者
の同意が得られた子ども達だ
けとし、安心して観戦に行け
るように最大限の工夫をする。
　質問　市民の命と財産を守
る立場から、防災ラジオ導入
について引き続き検討を。
　市民生活部長　文字・音声・
映像など、様々な情報提供の
手法があるので、調査研究を
引き続き継続する。

のか、県と東葛北部医療圏の
医療提供の現状は。
　市長　入院調整は県または
管轄の保健所が実施するため、
速やかに入院できる状況なの
か、市では把握していない。
　質問　ワクチン接種に係る
情報がしっかり伝わっていな
い。より一層丁寧な説明を。
　市長　予約方法や会場の増
設等、現時点で想定していな
い対応の発生もあるため様々
な媒体で情報提供に努める。

は環境審議会や環境基本計画
推進委員会を開催し、削減目
標や達成のためのロードマッ
プなど、課題を検討する。
　質問　手賀沼公園から北柏
への道路について、兼用工作
物（道路＋堤防）機能がある
のか確認を。
　副市長　県からは道路が高
さ以外に堤防として必要な機
能があるか調査を進めている
と聞いており、調査の早期完
了を要望していく。

コロナ禍でより深刻な影響が出る
　　　　　　　　　諸課題への対策を

 新型コロナウイルス感染症から
　　　　　　　　　市民を守るためにⅤ

新型コロナウイルスを正しく恐れ、
　　　　　　　　冷静に対応するために

 新たな災害広報システムの導入を

 徹底した災害・治水対策を

スロベニア共和国
　　　　　事前キャンプで文化交流を

　健康福祉部長　生理用品の
購入が困難な方へ、社会福祉
課の窓口にて無償で配布でき
る準備を整えている。
　質問　特定生産緑地制度と
本市の生産緑地地権者の意向
結果を踏まえた都市計画及び
まちづくりの将来展望は。
　都市部長　本市の特性を生
かした今後の都市づくりは、
今年度改訂作業を進めている
我孫子市都市計画マスタープ
ランへ反映していく。

一般廃棄物収集運搬業の許可
について研究してはどうか。
　環境経済部長　先進自治体
の状況を踏まえ研究していく。
　質問　生活支援体制整備事
業の一環で株式会社カスミと
包括連携協定の準備を進めて
いるが、その内容は。
　企画財政部長　商業施設の
少ない地域への移動販売車巡
回事業に加え、高齢者支援や
子育て、生活困窮者支援など、
今後具体的な事業を検討する。

　質問　ＰＣＲ検査陽性者と
新型コロナウィルス感染者・
発症者は、各々異なり同一で
ない。正確な区別が必要では。
　市長　感染者の公表や感染

者からのヒアリングは、保健
所を管轄する県が行い公表し
ており、その内容を基に市の
ホームページを作成している。
県の取り扱いが変更になった
場合は、市も変更する。

市 政 に 対 す る

一 般 質 問

　質問　ワクチン接種に際し、
副反応発生状況の情報提供を。
　健康福祉部長　接種後の副
反応の事例は国が発表してお
り、市のホームページに厚生
労働省の報告ページのリンク
を貼り情報提供に努めている。

　質問　高齢者の感染予防対
策及びフレイル対策の推進を。
　健康福祉部長　不活発な状
態が続き心身の機能低下が懸
念されるため、感染予防対策
と予防方法をホームぺージや
広報で情報発信している。

公明党　
　戸田智恵子 議員

公明党　
　木村　得道 議員
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清風会　
　椎名　幸雄 議員

　
　
　

　
　

あびこ未来　
　早川　　真 議員

　
　
　

　
　

あびこ維新　
　西川　佳克 議員

　令和３年第３回定例会は、８月３０日（月）に招集さ

れる予定です。会期日程は、８月２４日（火）から市ホ

ームページ内の市議会のページでお知らせするほか、広

報あびこ９月１日号にも掲載いたします。

次回定例会のお知らせ

市議会のページアドレス   http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shigikai/index.html   

デジタル改革と空家問題について

　質問　デジタル技術を活用
した市民サービスの取組みは。
　総務部長　マイナポータル
を利用し、子育てや介護等の
１９の手続きがオンライン申
請できる。１２月に運用開始
する予定の地理情報システム
では、インターネットを通じ
て様々な地理情報が入手でき
るようになる。今後も市民の
利便性向上を目指していく。
　質問　空家等対策の推進に

関する特別措置法における空
家の数と特定空家に指定され
た軒数は。
　市民生活部長　空家は令和
３年５月末現在７５７軒、こ
のうち特定空家は７軒である。
　質問　空家の軒数はどのよ
うにして出しているのか。
　市民生活部長　平成２８年
度の空家等実態調査と自治会
からのデータを突合し、これ
を元データとして担当職員が
現地調査等を行っている。

新教育長の教育基本方針について

　質問　新教育長としての教
育基本方針は。
　教育長　教育施策の着実な
遂行が私の一番の役目と考え
る。進捗状況を確実に把握し、
前に進めていく。
　質問　柏市布施のデータセ
ンター建設について、建設資
材運搬車両が我孫子市の市道
を通ることや通常車両の運行
についての対策等は。
　建設部長　事業者には地元

住民等へ理解が得られるよう
十分に説明するとともに、一
般車両の通行に配慮し、道路
状況に応じた適切な安全対策
を行うよう要請していく。
　質問　我孫子・関宿線の渋
滞緩和策でバイパスの建設を。
　建設部長　県において布施
入口交差点改良後の交通状況
を踏まえ、我孫子・関宿線の
渋滞緩和策を検討すると聞い
ている。今後もバイパス案も
含め、引き続き要望していく。

市民の憩いと避難所
　　　　　　　公園の適正な管理を

　質問　公園の草刈り業務で、
落札率５０％以下が続いてい
るが、入札差金の使途は何か。
また、使途はルール化するべ

きと考えるが如何か。
　都市部長　入札差金は繁忙
期に現場作業員だけでは間に
合わないときに行う草刈り委
託料等に使用している。

　企画財政部長　入札差金の
使い方について好ましい予算
の組み方ではない。新たな手
法が取り入れられないか担当
課と協議する。
　質問　公園草刈り業務仕様
書を見直し、特に夏場の草刈
り回数の増加や芝の復旧を。

　都市部長　予算との兼ね合
いになるが、いま一度よく考
え、対応するように努力する。
　質問　気象台記念公園に岡
田武松先生の功績を顕彰する
表示板を。
　都市部長　設置に向けて検
討していく。

会議録検索　http://ssp.kaigiroku.net/tenant/abiko/SpTop.html議会中継　http://smart.discussvision.net/smart/tenant/abiko/WebView/rd/council.html      

　我孫子市議会では本会議
および委員会の様子をイン
ターネットで生中継すると
ともに、それぞれ過去１年
分の録画も公開しています。
　生中継は、会議開始時間
の約２０分前から終了まで
行います。
　録画中継は、速報版（会
議開始から終わりまでの１
番組）を会議翌日中（土・
日・祝日を除く）に公開し、
議員や議題ごとに整理した
映像は概ね８日後（土・日・
祝日を除く）に公開してい

　インターネットで本会議
および委員会の会議録の検
索と閲覧ができます。（平
成７年第１回定例会分か
ら）
　単語や発言者などのキー
ワードを入力、または閲覧
年を選択すると、目的の会
議録を検索することができ
ます。
　令和３年５月から６月に
開催された本会議および委
員会の会議録は、校正作業
中の会議録原稿を「暫定版」
として７月３０日（金曜日）

ます。
　平成２９年６月定例会か
らＷｉｎｄｏｗｓ１０やＭ
ＡＣなどのパソコン環境に
加えて、スマートフォンや
タブレット端末でもご覧い
ただけるようになりました。
　議会中継は正式な会議録
を公開する前に、本会議や
委員会における議員や市長
等の発言を動画でご覧いた
だけます。
　現在、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点か
ら、会議の傍聴を極力ご遠
慮いただいているため、議
会中継の積極的な活用をお
願いします。

から市ホームページ内の市議
会のページで公開します。（暫
定版の公開は下記の会議録検
索ページとは異なります。市
議会トップページの新着情報
からアクセスできます。）暫
定版会議録は正式な会議録の
内容と一部異なる場合があり
ますので、あらかじめご了承
ください。
　正式版の会議録は、会議録
署名議員の署名後に会議録検
索システムに掲載することか
ら、８月２４日（火曜日）か
ら検索・閲覧することができ
ます。
　議会中継と同様にぜひご活
用ください。

　５月２７日から令和２年度分の政務活動費の収支報告

書や領収書などをホームページで公開しています。

　なお、市役所本庁舎１階の行政情報資料室でも閲覧す

ることができます。

政務活動費収支報告書・領収書等を公開

　　　　　（令和２年度分）

 インターネットで議会中継や会議録をご覧いただけます



あ び こ 議 会 だ よ りNo.218（4） R 3.8.1

会議録検索　http://ssp.kaigiroku.net/tenant/abiko/SpTop.html       議会中継　http://smart.discussvision.net/smart/tenant/abiko/WebView/rd/council.html 

　

予算審査特別委員会を設置

　令和３年度一般会計補正予
算（第３号・第４号）を審査
するため、予算審査特別委員
会が設置されました。
　委員は次の９人です。
◎日暮俊一　○坂巻宗男
　甲斐俊光　　澤田敦士
　江川克哉　　佐々木豊治
　久野晋作　　岩井　康
　芹澤正子
　◎委員長　○副委員長
　補正予算（第３号）は、歳
入歳出予算の総額に３億６５
００万円を増額し、４７８億

１０００万円とするものです。
歳出の主な内容は、東京オリ
ンピック・パラリンピック推
進事業、子育て世帯生活支援
特別給付金支給事業、キャッ
シュレス決済ポイント付与等
事業などです。
　補正予算（第４号）は、歳
入歳出予算の総額に３５００
万円を追加し、４７８億４５
００万円とするものです。歳
出の主な事業は、新型コロナ
ウイルス感染症生活困窮者自
立支援金支給事業です。

国における２０２２年度教育予算拡充に関する意見書

【要旨】充実した教育を実現させるためには、子どもたちの
教育環境の整備を一層進める必要がある。そこで、以下の８
つの項目を中心に予算の充実を政府に求めた。
１．災害からの教育復興に関わる予算を拡充すること
２．少人数学級を実現するため、教職員定数改善計画の早期
　　策定・実現をすること
３．義務教育教科書無償制度を堅持すること
４．就学援助や奨学金事業に関わる予算のさらなる拡充する
　　こと
５．総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること
６．老朽化等による危険を伴う校舎・ブロック塀の改築や更
　　衣室・洋式トイレ・空調設備設置等の公立学校施設整備
　　費を充実すること
７．基準財政需要額の算定基準を改善し、地方交付税交付金
　　を増額すること
８．感染症に伴う臨時休校等により、児童・生徒が健康面・
　　学習面で不安やストレスを感じることがないよう財政措
　　置を講じること

【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大
臣

発 議 案
＊第１号　我孫子市議会会議規則の一部を改正する規則の制
　　　　　定について　　　　　　　　　（賛成全員で可決）
＊第２号　国における２０２２年度教育予算拡充に関する意
　　　　　見書　　　　　　　　　　　   （賛成全員で可決）
＊第３号　義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賛成全員で可決） 
※可決した意見書の要旨及び提出先は、次のとおりです。

【要旨】  地方財政が厳しさを増している今、義務教育費国庫
負担制度の見直しは義務教育の円滑な推進に大きな影響を及
ぼすことが憂慮される。また、同制度が廃止の場合は義務
教育の水準に格差が生まれることが必至である。よって、21
世紀の子どもたちの教育に責任を持つとともに、教育水準の
維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担
制度を堅持するよう政府に求めた。

【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大
臣

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書

議会
メモ 意 見 書

　意見書とは、地方自治法
第９９条の規定に基づき、
地方公共団体の公益に関す
る事項に関して、議会の意
思を意見としてまとめ、政
府や国会などに提出する文
書です。
　地方議会の意見書提出権
は、議会は地方公共団体の
機関であり、法人格がない
ため、請願を行う権能があ
りません。そのため、それ
に代わって意見書の提出が
認められています。
　我孫子市議会では、主に
議員独自で提案するものと、
市民等から意見書提出を求
める請願（今定例会では、
教育福祉常任委員会で審査
を行った請願第１２号及び
第１３号が該当）が提出さ
れ、審査を行った委員会で

採択された場合に提案する
もの（今定例会では、発議
案第２号及び第３号が該
当）があります。
　意見書提出の発議案は、
多くの場合は会期の最終日
に議題とされ、委員会付託
を省略して直接本会議で審
議されます。そして発議案
が可決された場合、議長名
で政府や関係行政官庁など
に提出されます。
　なお、意見書の提出を受
けた政府や関係行政官庁
は、受理の義務はあります
が、それに対して回答を出
したり、その他積極的な行
為を行う義務はないとされ
ています。
　今定例会では、意見書提
出の発議案が２件可決され、
６月２５日に意見書を提出
しました。
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