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 令和４年度予算議案など
　　　　　４０議案を可決・同意・承認

令和４年第１回定例会（３月議会）
No. 221 令和４年５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 ４ 年 第 １ 回 
定例会（３月議会）

議案と審議結果

　第１回定例会は、２月２４日から３月１８日までの２３日間で開かれました。今定例会

では、市長から議案３７件、報告２件が提出され、いずれの議案も原案どおり可決・同意・

承認されました。また、議員から発議案２件（決議１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。一般質問では代表質問６人、個人質問４人が登壇し、

市政に対する質問を行いました。

（代表質問の要旨は２～３面、個人質問の質問項目及び陳情は４面上段に掲載。）

　今定例会に提出された市長提出議案は、すべて全会一致（全員
賛成）で可決・同意・承認されました。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（５月３１日公開）をご参照ください。会議録の暫定版
は４月２８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   https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shigikai/index.html   

   ＊議案第１号　 一般職職員給与条例の一部改正
　＊議案第２号　 職員育児休業等条例の一部改正
　＊議案第３号　 会計年度任用職員給与等条例の一部改正
　＊議案第４号　 総合計画条例の一部改正
　＊議案第５号　 中小企業資金融資条例の一部改正
　＊議案第６号　 附属機関設置条例の一部改正
　＊議案第７号    消防団員定員、任免、服務等条例の一部改正
　＊議案第８号　 非常勤特別職職員報酬・費用弁償条例の一部改正
　＊議案第９号　 教育研究所設置条例の一部改正
　＊議案第 10 号  和解について
   ＊議案第 11 号  公の施設の区域外設置に関する協議
　＊議案第 12 号  ３年度一般会計補正予算（第 10 号）
　＊議案第 13 号  ３年度国民健康保険事業特別会計補正予算
　　　　　　　　 （第３号）
　＊議案第 14 号  ３年度介護保険特別会計補正予算（第４号）
　＊議案第 15 号  ３年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
　＊議案第 16 号  ３年度下水道事業会計補正予算（第３号）
　＊議案第 17 号  ４年度一般会計予算

　＊議案第 18 号  ４年度国民健康保険事業特別会計予算
　＊議案第 19 号  ４年度介護保険特別会計予算
　＊議案第 20 号  ４年度後期高齢者医療特別会計予算
　＊議案第 21 号  ４年度下水道事業会計予算
　＊議案第 22 号  ４年度水道事業会計予算
　＊議案第 23 号  ４年度一般会計補正予算（第１号）
　＊議案第 24 号  副市長の選任（青木章氏）
　＊議案第 25 号  農業委員会委員の任命（根本博氏）
　＊議案第 26 号  農業委員会委員の任命（大井栄一氏）
　＊議案第 27 号  農業委員会委員の任命（中野栄氏）
　＊議案第 28 号  農業委員会委員の任命（宮久保勝氏）
　＊議案第 29 号  農業委員会委員の任命（森茂氏）
　＊議案第 30 号  農業委員会委員の任命（川村泉治氏）
　＊議案第 31 号  農業委員会委員の任命（三須清一氏）
　＊議案第 32 号  農業委員会委員の任命（大炊三枝子氏）
　＊議案第 33 号  農業委員会委員の任命（正木善昭氏）
　＊議案第 34 号  農業委員会委員の任命（田口忠氏）
　＊議案第 35 号  人権擁護委員候補者の推薦（山宮文昭氏）
　＊議案第 36 号  人権擁護委員候補者の推薦（湯下廣一氏）
　＊議案第 37 号  人権擁護委員候補者の推薦（宇田川宏香氏）
　＊報告第１号　 専決処分の報告・承認（３年度一般会計補正予算
　　　　　　　　 （第９号））
　＊報告第２号　 専決処分の報告
　　　 　　　　　　　　　　 　※議案名は、一部省略しています。

あおき　あきら

　我孫子市議会ではロシアによるウクライナへの侵略に対し
て非難の意を表すため、３月４日に全会一致（全員賛成）で
非難決議を可決いたしました。決議文は、駐日ロシア連邦大
使館特命全権大使のほか、衆議院議長、参議院議長、内閣総
理大臣、外務大臣あてに送付いたしました。決議文の内容は
以下のとおりです。
決議全文
　２月２４日、ロシアはウクライナへの軍事侵略を開始し、

民間人への被害が出ている。このことは、国際社会ひいては
我が国の平和と秩序、安全を脅かし、明らかに国連憲章に違
反する行為であり、断じて容認できない。
　ここに我孫子市議会として、ロシア軍によるウクライナ攻
撃やウクライナの主権侵害に強く抗議するとともに、世界の
恒久平和の実現に向け、ロシア軍に対し即時かつ完全、無条
件の撤退とウクライナ国民の保障を国際法に基づき強く求め
る。
　日本政府においては、邦人の確実な保護や我が国への影響
について万全を尽くす事を要請する。
　以上、決議する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉県我孫子市議会

ロシアによるウクライナへの
　  侵略に対する非難決議を可決

ねもと　ひろし

おおい 　えいいち

なかの　さかえ

みやくぼ　  まさる　

もり しげる

かわむら　  せんじ

みす　　せいいち

おおい 　　　みえこ

まさき　  よしあき

たぐち　ただし

やまみや　ふみあき

ゆげ　　ひろかず

うだがわ　　　ひろか
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　質問　手賀沼公園坂通りの
にぎわい作りに関し、建築物
等の背景を、シンボルロード
として統一感を持たせる誘導
策、優遇策などが必要。にぎ
わい作りについて市の見解を。
　市長　シンボルロードとし
ていくためには、シンボルロ
ードにふさわしい建物の立地
規制や景観形成のルールづく
りのほか、店舗誘致などの方
策が考えられる。沿道住民の
皆さんと意見交換し、ハード
とソフトの両面から検討を進
めていく。
　質問　長欠児童対策につい
て、流山市には悩みを持つ子
供や保護者との向き合い方に
ついて、教員向けのＱ＆Ａが
ある。先進地の事例も研究、
導入を。
　教育長　学校及び教職員向
けのマニュアルとして「学校
向け困ったときの相談フロー
チャート」、「ＳＴＯＰ不登校

あびこ」がある。引き続き更
新を行いながら活用していく。
　質問　心の教室相談員のフ
ルタイム勤務、時間給の見直
しなどの待遇改善や増員をし、
保護者の相談時間確保、学校
や先生との連携を強化すべき
と考えるが如何か。
　教育長　勤務日数、勤務時
間数については、心の教室相
談員のさらなる活用は進めた
いと考えており、増やしてい
きたい。
　質問　基本的に一者随契は
競争原理が働かず、市民の便
益が毀損されると思われるが、
市の見解を。
　総務部長　一者随契は、契
約する案件の性質から、その
相手が一者に限定される場合
に行われるもので、政令に定
められており、適切に運用す
れば問題はないと考える。
　質問　購入は入札が原則。
保守点検についても慎重に調
　　＝次ページ左上に続く＝

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 

「岡田武松博士命乞いの
　　　　　　 　イチョウ物語」を創る

清風会　
　松島　　洋 議員

　質問　５歳から１１歳まで
の小児へのワクチン接種の方
向性について市の考えは。
　市長　保護者への説明の機
会が乏しくなること等の制約
があるため、個別接種の体制
構築を医師会と協力しながら
進めている。また、接種は任
意であること、接種した時の
副反応等を事前に情報提供、
不明点は接種時に医師に相談
できるよう体制を整えている。
　質問　昨年３月の代表質問
で触れた気象防災アドバイザ
ー活用の検討結果は。
　市民生活部長　我孫子市に
おいては、市民への気象防災
の勉強会、講演会等の開催が
中心になると考えるが、新型
コロナウイルス感染拡大が続
く状況では、講演会等を企画
していくことが困難なため、
引き続きアドバイザー活動を

お願いする場合に考えられる
活動内容等を研究していく。
　質問　防災無線多メディア
一斉配信システムの具体的な
内容とシステムを活用できな
い方々への対処の仕方は。
　市民生活部長　システムは、
専用端末に文字を入力するこ
とで、防災行政無線登録制メ
ール等の市が災害情報等を発
信するメディアに一斉に配信
できるシステムで、現在の防
災行政無線放送より聞き取り
やすい放送を行うことが期待
される。システムを利用しに
くい環境の方に対しては、自
治会等の共助の力が重要にな
ることを、支援を行っていた
だける方々に広く周知する。
　質問　我孫子市として、健
康経営優良法人の認定にチャ
レンジしてみては如何か。
　総務部長　職員採用におい
て人材確保が有利になる可能

　質問　令和４年度予算編成
における地方交付税と臨時財
政対策債の見通しは。
　市長　地方交付税は新クリ
ーンセンター整備に係る交付
が終了することから、大幅減
を見込む。臨時財政対策債は
４億７０００万円減の１７億
３０００万円を見込んでいる。
　質問　市の地球温暖化対策
として、あびこエコ・プロジ
ェクト５で掲げた目標値を達
成するための手法や対策は。
　環境経済部長　従来の取り
組みに加え、環境に配慮した
製品を調達するグリーン購入
方針を新たに策定し、令和４
年度以降に運用を図る。また、
ごみの減量、資源化推進への
一層の啓発を図る。
　質問　過去３年間の高齢者
の虐待件数の状況は。また、
今年度の児童虐待の件数は。
　健康福祉部長　高齢者虐待
の相談対応延べ件数は令和元
年度３０１件、令和２年度８
１３件、令和３年度は１月末

時点で９０５件と、令和２年
度を境に著しく増加している。
　子ども部長　児童虐待に関
する相談件数は令和４年１月
末現在で２４５件となり、前
年度から４７件増えている。
　質問　成年年齢の引き下げ
で１８～１９歳の若者は親の
同意なく契約をすることがで
きる一方、悪徳商法等による
消費者被害が懸念される。被
害が拡大しないための対策は。
　環境経済部長　市内大学の
連携事業として若者向け消費
生活講座及び啓発資料の配布
等を実施するとともに、市内
高校と連携した取り組みを検
討し、被害拡大防止に努める。
　質問　小中学校通学路での
子ども達の安全を脅かす危険
箇所として８９箇所を県に報
告したが、県の対応の内容は。
　教育総務部長　横断歩道の
塗り直しやグリーンベルトの
新設、交差点の金属製車止め
の設置、ガードパイプの新設、
街頭監視、交通指導、取締り
の実施など。

　質問　人材育成の方法、効
果および検証と適材適所につ
いての基本的な考え方は。
　総務部長　市の人材育成方
針を策定し、人事管理、職員
研修、職場環境を３つの柱と
し、人材育成を推進している。
今後も職員の能力、個性、適
性等の的確な把握に努め、適
材適所となる人材配置を行う。
　質問　コロナ禍でも財政調
整基金残高が増加傾向にある。
その理由と今後の使い道は。
　市長　新型コロナ感染拡大
に伴う事業の中止、縮小によ
る基金への繰り戻しや、積立
てを積極的に行ったことによ
るもの。今後は公共施設の老
朽化対策やデジタル化の推進
に加え、様々な事業の財源と
して計画的に活用していく。
　質問　街路樹は管理計画に
沿った剪定を実施するととも
に落ち葉の管理体制の構築を。
　建設部長　管理計画で目標
とする樹高や樹形を定め、定
期的に剪定等を行っている。

街路樹の落ち葉は大きな課題。
定期的に道路清掃を行い、枝
先を切り詰めず、不要な枝を
抜いていく透かし剪定等によ
り落ち葉を減らす研究を行う。
　質問　関東大震災を生き残
り、岡田武松博士によって伐
採を免れ、大手濠公園に移植
された震災イチョウの枝をも
らい、挿し木等で由緒あると
ころに移植してはどうか。
　生涯学習部長　所有者であ
る東京都に確認したところ、
正式な依頼があれば可能だろ
うとの回答を得ている。今後、
震災イチョウの枝の採取につ
いて申請するとともに、効果
的な活用の検討を進める。
　質問　布佐中学校区の小中
一貫教育を含む教育のあり方
についての考えは。
　教育長　令和４年度に今後
の布佐中学校区の児童生徒に
とって最適な学習環境と学校
のあり方を検討する委員会を
立ち上げる。教育委員会とし
ては提言を受け、令和５年度
末を目途に考えをまとめたい。

市民への情報提供の手法の工夫について
公明党　
　木村　得道 議員

成年年齢引き下げによる若者の
　　　　　　　　消費者被害の防止策を

あびこ未来　
　飯塚　　誠 議員

手賀沼公園坂通りのにぎわい作り

無所属フォーラム　
　佐々木豊治 議員

   今定例会は、１０人が市政に対する一般質問を行いました。（代表
   質問６人および個人質問４人）紙面の都合上、代表質問は５項目
   以内の質問と答弁の要旨を、個人質問は４面に３項目以内の質問
   項目を掲載しています。

性もあること等から、先進団
体の事例を調査研究していく。
　質問　地籍調査着手に向け
て準備は可能と思うが見解は。

　建設部長　公共基準点更新
の進捗に合わせて、調査の進
め方について近隣市町村の動
向を踏まえ検討していく。

市 政 に 対 す る 代 表 質 問
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　令和４年第２回定例会は、
６月６日（月）に招集される
予定です。会期日程は、５月
３１日（火）から市ホームペ
ージ内の市議会のページなど
でお知らせします。

次回定例会のお知らせ

　質問　幼児・児童へのワク
チン接種の必要性を問う。　
　市長　厚生労働省の審議会
で議論された結果、予防接種
法に基づく接種に位置付け、
小児を対象にしたワクチン接
種を進めることとされた。国
の方針に従い、接種体制を構
築しているところである。
　質問　ワクチンの接種に当
たっては、インフォームド・
コンセントの徹底を。
　市長　小児用ワクチン接種
は対象者全員に事前に情報提
供することで効果と副反応の
リスクの双方について理解し
ていただき、不明な点などは
接種時に医師に相談できるよ
う個別接種での実施体制を整
え、医師会の協力を得ながら
インフォームド・コンセント
を徹底していく。
　質問　子供のマスク着用に
ついては、個々の状況や環境
に応じた適切な指導の徹底を。
　市長　保育園等については、
子供１人１人の発達の状況を

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

踏まえる必要があることから、
一律にはマスク着用を求めて
いない。３歳から５歳の幼児
組に対しては、マスクの着用
が無理なく可能と判断される
児童について、可能な範囲で
一時的なマスク着用を推奨し
ている。学校においては、マ
スク着用を基本としているが、
マスクの取り外しについては
活動の様態や児童・生徒の様
子などを踏まえ、学校現場で
臨機応変に対応をしている。
基礎疾患のためマスク着用が
困難、また、精神的発達上の
問題でマスク着用ができない
児童・生徒は相談の上で適切
に対応することとしている。
　質問　生きる力を育むこと
が大切。今こそ「立志教育」
の推進を。
　教育長　生きる力を育むた
めに、市では小中一貫教育の
柱の一つとしてＡｂｉ - キャ
リアに力を入れている。キャ
リア教育では自己を見つめる
学習活動等を中心に実施して
いる。

　質問　新廃棄物処理施設事
業の目的は何点かあると思う
が、具体的な内容を問う。
　環境経済部長　昭和４８年
に稼働したクリーンセンター
は、今年で４９年が経過し、
老朽化による故障リスク、維
持管理費用が増大している。
また、ごみ処理施設の整備は
市民生活に欠かせない重要な
事業であるため、早急に整備
する必要があった。
　質問　新クリーンセンター
開始後のごみ処理について、
今の分別内容に変更はあるの
かを問う。
　環境経済部長　大きな変更
はないが、震災後、燃やせな
いごみとしていた落ち葉、雑
草を可燃ごみに戻す予定であ
る。また、剪定枝木の資源価
値を高めるため、麻ひもや荒
縄などの植物性のひもで縛る
排出方法に限定し、資源とし
て回収する予定である。

　質問　他市では、市が指定
する袋を使用して出している
ところがあるが、どの様に捉
えているか。
　環境経済部長　市では、東
京２３区と同様に任意の中身
が見える袋で可燃ごみを排出
する方法をとっており、都内
から移住してくる方からも分
かりやすいなどと意見を寄せ
られている。今後、ごみの減
量を進めていくに当たって、
必要があると認められる場合
は、ごみ手数料の一部を御負
担いただく指定袋の導入も検
討していく。
　質問　台田１丁目通学路の
歩道拡幅について、２つの自
治会から要望書が出され５年
が過ぎたが危険性は全く無く
ならない。柏土木事務所と教
育委員会あるいは道路課も含
め一体で取り組まないと解決
できないと思うが、市の具体
的な取り組みを問う。
　教育総務部長　道路管理者

クリーンセンター供用開始に伴う
　　　　　 　　　　ゴミ処理について

蒼新会
　久野　晋作 議員

コロナ対策の検証と改善
 　　　生きる力を育む教育の推進を

日本共産党
　野村　貞夫 議員

である千葉県土木事務所に対
し、通学路安全推進会議など

の機会を通じて引き続き対策
の実施をお願いしていく。

＝前ページ右下から続く＝
べてもらいたい。
　副市長　慣行的に頼んでき
たところはあると思うが、も

う一度精査して、競争原理が
働くように、見直したい。

　

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１０号）、令和４年度
一般会計予算及び令和４年度
一般会計補正予算（第１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８人です。
◎松島　洋　○戸田智恵子
　西垣一郎　　高木宏樹
　海津にいな　坂巻宗男
　岩井　康　　西川佳克
　◎委員長　○副委員長
　補正予算（第１０号）は、
歳入歳出予算の総額に８億２
６００万円を追加し、５３５
億２０００万円とするもので
す。歳出の主な内容は、道路
維持補修費、中学校施設整備
事業などを増額し、生活保護
扶助費、下ヶ戸・中里線等道
路改良事業などが減額されま
した。
　令和４年度一般会計予算は、

歳入歳出予算の総額を４７６
億５０００万円と定めるもの
です。歳出の主な事業は、庁
舎維持補修費、湖北台保育園
再整備事業、新クリーンセン
ター整備事業、手賀沼沿い農
地活用推進事業、公園坂通り
活性化に向けた企業等支援事
業、下ヶ戸・中里線等道路改
良事業などです。
　令和４年度一般会計補正予
算（第１号）は、歳入歳出予
算の総額に、２億１０００万
円を追加し、４７８億６００
０万円とするものです。歳出
の内容は、商業活性化策の推
進事業です。
　以上、議案３件について、
３日間・約１２時間にわたり
慎重に審査した結果、いずれ
の議案も全員異議なく、原案
通り可決すべきものと決定し
ました。

市議会ホームページ
　　ＱＲコード

●開会日に上程され、会議の議題となる。

●提出者（市長）が議案の趣旨を説明。

●議員が市政全般について質問し、市長などが答弁
　をする。３月・９月は代表質問および個人質問とし、
　６月・１２月は個人質問のみとしている。３日間の予定
　で行う。

●議員が議案の疑問点を質問し、提出者が答弁。

●付託された議案や請願・陳情について審査し、委員
　会としての可否を決める。

●議案や請願・陳情を詳細に審査するため、担当の
　委員会に付託する。

●委員会での審査過程や結果を報告する。

●議案などに対し、賛成や反対の意見を述べる。

●議案などの採決を行い、市議会の意思を決定する。

委
員
会

開会
議案の上程

提案理由説明

一般質問

議案大綱質疑

委員会付託

説明・質疑
討論・採決

委員長報告

討論

採決

閉会

本
会
議

本
会
議

議会
メモ 我孫子市議会定例会の流れ
　我孫子市議会では定例会を１年に４回（３月・６月・
９月・12 月に）開くこととしています。会期中の議事
内容は定例会により異なりますが、おおむね下記のと
おり進められています。
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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 

●農業者によるナガエツルノ
ゲイトウ等の特定外来生物の

発 議 案
＊第１号　ロシアによるウクライナへの侵略に対する非難決
　　　　　議　　　　　　　　　　　　　（全会一致で可決）
＊第２号　我孫子市議会委員会条例の一部を改正する条例の
　　　　　制定について　　　　　　　   （全会一致で可決）

　質問項目のみ３項目以内を
　掲載しています。

市政に対する個人質問

　あびこ未来

　  早川　真 議員
駆除は、処分費を無料に。
●生ごみ資源化事業の再開を。
●利根川ゆうゆう公園にニー
ズの高いドッグランの設置を。

今定例会で審査した陳情

■陳情第 13 号　 子供のマスク着用緩和に関する陳情
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賛成少数で不採択）
■陳情第 14 号の１　我孫子市役所宛て mail の行方不明発生と
　　　　　　　　　 それに付随する諸問題の解決を求める
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賛成なしで不採択）
■陳情第 14 号の２　我孫子市役所宛て mail の行方不明発生と
　　　　　　　　　 それに付随する諸問題の解決を求める
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賛成なしで不採択）

●電力中央研究所の避難時の
対応への住民説明会の予定は。

　芹澤　正子 議員 ●高齢者なんでも相談室に繋
がり難い高齢者への手立ては。
●小・中学校臨時休業の判断
と実施状況、課題への対処は。

●マイナンバーカードの現在
までの進捗状況と課題は。

　公明党

　  江川　克哉 議員
●市のデジタルトランスフォ
ーメーションに対する考えは。
●火災防止の周知、消火栓が
使用できない場合の備えは。

●令和４年度組織見直しで、
どんな行政組織を目指すのか。

　内田　美恵子 議員 ●ゼロカーボンシティ実現に
向けた今後の取り組みは。
●発熱患者の診察や検査等の
現状と、県や市の対応策は。

　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）
に公開しています。

　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４年１月から３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４月２８日（木曜日）
から市ホームページ内の市

　パソコン環境に加え、ス
マートフォンやタブレット
端末でもご覧いただけます。
　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。

議会のページで公開していま
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。
　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、５月３１日（火曜日）か
ら検索・閲覧することができ
ます。

 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

議会中継ページ
ＱＲコード

会議録検索ページ
ＱＲコード


	1面
	2面
	3面
	4面

