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 一般会計補正予算（第４号・第５号）など
　　　　         　　　１２議案を可決・承認

令和４年第２回定例会（６月議会）
No. 222 令和４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 ４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６日から２４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７件、報告１２件（うち、承認を要するもの５件）が提出され、いずれも原

案どおり可決・承認されました。また、議員から発議案４件（意見書２件・条例改正２件）

が提出され、意見書１件、条例改正２件が原案どおり可決されました。一般質問では個人

質問９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、請願は３面に掲載。）

　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・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（８月２３日公開）をご参照ください。会議録の暫定版は７月
２９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
　＊議案第２号　 保育園設置条例及び子育て支援施設設置管理条例
　　　　　　　　 の一部改正
　＊議案第３号　 財産の取得（高規格救急自動車）
　＊議案第４号　 市道路線の認定
　＊議案第５号　 市道路線の廃止
　＊議案第６号　 令和４年度一般会計補正予算（第４号）
　＊議案第７号    令和４年度一般会計補正予算（第５号）
　＊報告第１号　 専決処分の報告・承認（税条例の一部改正）

   ＊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）
　＊報告第３号　 専決処分の報告・承認（国民健康保険税条例の一
 　　　　　　　　部改正）
   ＊報告第４号　 専決処分の報告・承認（４年度一般会計補正予算
　　　　　　　　 （第２号））
　＊報告第５号　 令和３年度継続費繰越計算書の報告
　＊報告第６号　 令和３年度繰越明許費繰越計算書の報告
　＊報告第７号　 令和３年度事故繰越し繰越計算書の報告
　＊報告第８号　 令和３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３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  土地開発公社の経営状況
　＊報告第 11 号  専決処分の報告（和解）
　＊報告第 12 号  専決処分の報告・承認（４年度一般会計補正予算
　　　　　　　　 （第３号））
　 　　　　　　　　　　　　 　※議案名は、一部省略しています。

　我孫子市議会では６月２４日に全会一致で可決し、内閣総理大臣に
国民の祝日「海の日」の７月２０日への固定化を求める意見書を送付
しました。意見書の内容は以下のとおりです。
意見書全文

　国民の祝日「海の日」は、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国
日本の繁栄を願う」ことを趣旨として平成７年に制定され、平成８年
７月２０日から施行されておりますが、平成１５年以降いわゆるハッ
ピーマンデー化により７月の第３月曜日となっています。
　ご案内の通り「海の日」は、昭和１６（１９４１）年に制定された
「海の記念日」を基に制定されました。「海の記念日」は、明治９（１
８７６）年に明治天皇が東北地方に巡幸した際、灯台視察船「明治丸」
で航海し、同年７月２０日に横浜港に無事入港されたことを記念して
制定されたものです。
　また、第１回海の日である平成８（１９９６）年７月２０日は、世
界の海洋秩序を定めわが国の排他的経済水域（ＥＥＺ）２００海里の
根拠となる「国連海洋法条約」がわが国において発効した日であり、

平成１９（２００７）年７月２０日は「海洋基本法」が施行され、わ
が国が新たな海洋立国を目指すことを宣言した日でもあります。
　わが国と海との歴史的、文化的および経済・社会的な関わりならび
に海の日制定の歴史的経緯等を踏まえ、国民が海の大切さを理解し、
その恩恵に感謝し、海の安全および環境保全について思いを馳せる機
会とするためにも、「海の日」を当初の７月２０日に固定化すること
を要望します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉県我孫子市議会

表 彰

『国民の祝日「海の日」の７月２０日への
　　　　　　　　固定化を求める意見書』を提出

　次の方々が全国市議会議長会から永年勤続表彰を受けら
れ、定例会初日の６月６日に表彰状の伝達が行われました。

　　　　　４５年表彰　　　松島　　洋　議員
　　　　　２５年表彰　　　坂巻　宗男　議員
　　　　　１５年表彰　　　久野　晋作　議員
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あびこ未来　
　早川　真 議員

　
　
　

　
　

公明党　
　江川　克哉 議員

　
　
　

　
　

日本共産党　
　岩井　　康 議員

　
　
　

　
　

　
　内田美恵子 議員

　　　　　

蒼新会　
　西川　佳克 議員

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

ポピュレーションアプローチ：個人ではなく集団に対して環境整備や講習などで働きかける方法
ハイリスクアプローチ：健康障害を引き起こすリスクのうち、特にリスクが高い患者に対して、そのリスクを下げるように働きかける方法

　今定例会は、９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
２９日からホームページで公開しています。正式版は８月２３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。

令和３年度の前期高齢者数と
後期高齢者数、高齢化率は。
　健康福祉部長　前期が１８，
０１８人、後期が２２，４１
１人、高齢化率は３０．８％。
　質問　第８期介護保険事業
計画・第９次高齢者保健福祉
計画の高齢者の保健事業と介
護予防の一体的実施事業とは。
　健康福祉部長　市ではハイ
リスクアプローチ及びポピュ
レーションアプローチを実施
している。

　質問　栄町の埋立工事終了
後の住民生活に悪影響を及ぼ
さないための対応や対策は。
　都市部長　開発行為の申請
があった場合は市が事業者に
対して都市計画法に基づく指
導を行い、工事中も安全対策
等を指導する。それまでの期
間は土地管理の問題として関
係機関が個別に対応する。
　質問　市の高齢化率は２０
２５年に３２．０％と推測。

　質問　安心安全な通学路に
向けて、一刻も早く危険を除
去するという点でやってほし
いが、障害などはあるか。
　教育長　今回上がった８９
か所でそういった話は聞いて
いない。できるものと考える。
　質問　地元農産物を小中学
校全校の給食に提供して地産
地消をすることが必要では。
 環境経済部長　主食用米は
全て我孫子産を使用。野菜は

　質問　水道局浄水場ＧＨＰ
保守点検業務、消防本部庁舎
空調設備保守点検業務、変電
設備点検業務、中学校空調設
備保守点検業務について、ど
のような調査が行われ、今後
どのように進めていくのか。
　水道局長　他自治体での同
種委託契約状況を調査した結
果、入札での受託者選定も可
能と判断し、令和４年度は公
募型一般競争入札を行うこと

　質問　利根川ゆうゆう公園
デイキャンプ広場のピーク時
の利用者数等、利用実態は。
　都市部長　ピーク時に車３
２６台を確認している。利用
に関する苦情が若干あったが、
危惧したほどではなかった。
　質問　デイキャンプ広場に
ついて早急に夜間に利用させ
ないゲートの設置と受付制を。
　都市部長　ゲート管理を委
託する方向で夏休みまでに極

　質問　ウクライナ避難民の
受け入れに対する市の考えは。
　市長　大変重要なことだと
認識している。今後の受入れ
要請に備え、企画政策課にお
いて受入体制の構築に向けた
調査を行っている。　
　質問　心肺停止者のプライ
バシーを守るため、ＡＥＤボ
ックス内に三角巾の配備を。
　消防長　プライバシーの保
護や止血等の応急手当てにも

　質問　市内のヤングケアラ
ーの実態は。
　子ども部長　家庭内の問題
として表面化しにくいため、
具体的な把握は難しい。各課
でアセスメントを行いながら、
子ども相談課を中心に関係機
関で連携し対応している。
　質問　国は２０２２年度か
ら３年間を「集中取組期間」
に設定し、ヤングケアラーの
社会的認知度の向上を図ると

しているが、市の対応は。
　子ども部長　今年度から始
まる国のヤングケアラー支援
体制強化事業の動向を注視し
ながら、研修開催などの啓発
事業を進めていく。
　質問　防災対策として、避
難所となる公共施設等への太
陽光発電と蓄電池の配備を。
　市民生活部長　市民の安
心・安全のために、既存施設
の電源確保と自然エネルギー
の導入を検討していきたい。

力やるよう努力させる。また、
受付制等も早急に検討する。
　質問　ＮＥＣ我孫子事業場
東門前の砕石場の操業に関す
る事業者への指導・交渉や、
弁護士の見解、県との調整は。
　副市長　月３～４回のパト
ロールを実施し、３度の安全
対策実施の要請を行った。県
からは一般粉じん発生施設に
は該当しないとの回答を得た。
弁護士からは書面による要請
が有効との助言を受けた。

活用できることから、有効で
あると考える。バイスタンダ
ーが適切にＡＥＤを使用でき、
救命率向上につながるよう三
角巾の配備を進めていく。
　質問　帯状疱疹ワクチン接
種に対し、費用助成の検討を。
　健康福祉部長　助成を実施
するには継続的に予算の確保
が必要だが、交付金を活用し
た費用助成は難しいと考える。
今後も国の動向を注視し、対
応していく。

市民のみなさんの豊かな生活を求めて

 ヤングケアラーの支援について

コロナ禍における
　　　　高齢者の心身の健康のために

 減らせ！　一者随意契約

ウクライナ避難民を本市で受け入れを

学校毎に我孫子産野菜の日を
設定し、１９校中１７校はあ
びこんから、２校は地元農家
の農産物を使用している。
　質問　ジェンダー平等実現
のため、市政においても必要
と思われる基本的な方針は。
　市長　我孫子市第３次男女
共同参画プランに基づき推進
している。誰もが活躍できる
まち、誰もが安心して暮らせ
るまち、誰もが地域でつなが
るまちの３点を掲げている。

とした。
　消防長　他自治体での同種
委託契約状況を調査した結果、
見積もり合わせや入札での実
施を確認した。水道局と同様
に公募型一般競争入札により
事業者を選定することとした。
　教育総務部長　契約状況は
自治体により異なっていた。
令和４年度は４月からの生徒
の学習環境を確保するため一
者随意契約を行ったが、令和
５年度以降は入札を行う予定。

　質問　コロナ禍において情
報発信以外にどんな高齢者の
心のケアを行っているのか。
　健康福祉部長　各地区高齢
者なんでも相談室では、ケア

が必要な高齢者には電話によ
る継続的な声かけと安否確認
を行い、繋がり続けることに
重点を置いた対応を実施して
いる。また、ケアマネジャー
等と連携して多様なつながり

市 政 に 対 す る

一 般 質 問

と見守り体制を確保するよう
努めている。
　質問　高齢者のつながりづ
くりやコミュニケーション、
安否確認、生活の利便性向上
のツールとしてインターネッ
トの活用を推進するために使

い方講座等の環境整備をする
必要があるのでは。
　健康福祉部長　高齢者なん
でも相談室の講座のほか、市
民団体等が講習会を行ってい
る。それらの情報を市ホーム
ページで集約し発信していく。

日本共産党　
　野村　貞夫 議員

あびこ未来　
　飯塚　誠 議員

 安心なまち・健康なひと
                           ２０２５年に向けて

 利根川ゆうゆう公園
           デイキャンプ広場の適正管理を

欄外解説

欄外解説
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　芹澤　正子 議員

　
　
　

　
　

清風会　
　椎名　幸雄 議員

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

電動車いすを免許証返納者の受け皿に

　質問　運転免許証返納者の
受け皿としての電動車いす利
用をどう考えるか。
　健康福祉部長　免許証返納
後すぐ電動車いすの対象にな
ることは少ないと思うが、心
身の変化で電動車いすの必要
性が高まることは予想される。
その際は市に相談してほしい。
　質問　バリアフリーマップ
の作成は可能か。
　健康福祉部長　平成１７年

に障害者、高齢者等の外出支
援を目的に「らっく楽！あび
こ」を作成した。今後も様々
な手法で利便性を高めたい。
　質問　空いている公共施設、
学校施設を利用して保育園児、
障害者の遊び場確保を。
　子ども部長　公共施設や学
校施設の利用は、事前に日程
を決める必要があるものは計
画的に利用。小学校との交流
活動も行っているため、校庭
等の学校施設を使用している。

指定緊急避難場所には、
　　　　　　　　レベル３で避難する

　質問　電力中央研究所の屋
内（新本館フォレストホール
と研修会館１階集会室）も緊
急避難場所利用の実現を。
　市民生活部長　民間施設を
緊急避難場所として安全で的
確に開放できるよう、運用に
ついて引き続き協議していく。
　質問　現在、指定避難所の
みの飲食料の提供だが、指定
避難所以外の人達への供給は。
　市民生活部長　食料の提供

は住家に被害を受け縁故先等
へ避難している方も支給対象。
支給場所は避難所が原則だが、
必要に応じて輸送ボランティ
アの活用も含めて検討する。
　質問　栄地区残土埋立工事
はダンプの往来に関する約束
が守られなかった。住民保護
に資するよう条例等の整備を。
　環境経済部長　埋立事業は
関係法令が整備される予定。
国や県の動向を注視し、関係
部局と協議していく。

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      

　５月２７日から令和３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３年度分）

　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４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２９日（金曜日）
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、８月２３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

今定例会で審査した請願

■請願第１５号　「適格請求書等保存方式（インボイス制度）
　　　　　　　　の実施中止を求める意見書」提出を求める請
　　　　　　　　願　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賛成少数で不採択）
■請願第１６号　アスベスト建材製造企業の基金拠出等「特定
　　　　　　　　石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等
　　　　　　　　の支給に関する法律」の改正を求める国への
　　　　　　　　意見書を求める請願書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賛成少数で不採択）

※議員別の採決結果は、４面下をご覧ください。

　　　　  次回定例会のお知らせ
　令和４年第３回定例会は、８月２９日（月）
に招集される予定です。会期日程は、８月
２３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。 市議会ホームページ

　　QR コード
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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 

　

予算審査特別委員会を設置
　令和４年度一般会計補正予
算（第４号・第５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。
◎西垣一郎　○戸田智恵子
　高木宏樹　　澤田敦士
　佐々木豊治　早川　真
　野村貞夫　　久野晋作
　◎委員長　○副委員長
　補正予算（第４号）は、歳
入歳出予算の総額に７２００
万円を増額し、４８４億７５
００万円とするものです。歳

出の主な内容は、らっく楽あ
びこ統合型ＧＩＳ移行業務委
託における施設運営費、新型
コロナウイルス感染症患者入
院医療機関従事者へ慰労金支
給のための救急医療整備事業
などです。
　補正予算（第５号）は、歳
入歳出予算の総額に６億６８
００万円を追加し、４９１億
４３００万円とするものです。
歳出の主な事業は、子育て応
援給付金給付事業、子どもの
貧困対策事業などです。

発 議 案
＊第１号　国民の祝日「海の日」の７月２０日への固定化を
　　　　　求める意見書　　　　　　　　（賛成全員で可決）
＊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　　　　　　　   （賛成全員で可決）
＊第３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４号　「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金
　　　　　等の支給に関する法律」の改正を求める意見書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賛成少数で否決）

※可決した意見書の全文は、１面をご覧ください。
※発議案第４号の議員別の採決結果は、４面下をご覧くださ
　い。

議会
メモ　　　　本会議における一般質問

　我孫子市議会では、本会議の２日目から４日目の３日間
（質問する議員の人数により、２日間になることがあります）
で、市政に対する一般質問が行われます。
　一般質問には代表質問と個人質問があり、代表質問は３月・
９月議会のみ行われます。
　代表質問は、各会派の政策論を焦点として代表１人（６人
以上の会派にあっては２人まで可能）が行い、個人質問に制
限はありません。
　質問時間は代表質問が 40 分（６人以上の会派で代表質問
を２人行う場合は、２人目は 30 分。また、会派内の質問を
しない議員の持ち時間 10 分を１人目の代表質問に繰り入れ
ることが可能。ただし、繰り入れられる時間は最大 20 分。）、
個人質問が 30 分です。
　一般質問の方法として「一括質問制」と「一問一答制」が
あり、質問する議員がどちらかを選択することができます。
特徴として、一括質問制は全ての項目について質問した後執
行部から答弁が行われます。一方、一問一答制は、あらかじ
め提出された発言通告書に記載の区切りごとに質問、答弁を

行います。
　我孫子市議会では一般質問の映像をインターネットで生・
録画中継を行っています。閲覧方法などは３面「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」をご参照くださ
い。

　　　　　　　本会議が行われる議場
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