
平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

１ 君津創生 財政運営について １　今後の財政運営について 　近年、国・地方を通じて財政問題は深刻さを

代表 増しています。交付税や補助金など国の財源に

２３番 依存した財政運営を行っている地方公共団体が

小　林　喜久男 多くある中で、千葉県内においても財政再生団

予定日時 体に転落しかねない団体があると報道がされま

３月４日（月） した。本市の現状と今後の財政運営の方針につ

10:00～11:30 いて、伺います。

　（関連質問）

　まちづくりについて 　平成３１年度は、君津市「まち・ひと・しご ２４番

と創生」総合戦略の最終年度、そして第３次ま 鴇　田　　剛

ちづくり実施計画の初年度となる重要な年度で

す。計画的な財政運営のもと、早期の取り組み

が必要と考えますが、見解を伺います。

２　財政調整基金の取り崩しについて 　財政調整基金を取り崩し、基金繰り入れによ

って収支を合わせていますが、実質的には、当

初は赤字予算を編成したことになります。今後

の基金繰り入れに関する基本姿勢について伺い

ます。財源が不足した分を、ただ基金を取り崩

して補てんしたというだけでは、健全な財政運

営とは言えません。その原因は何か、具体的な

理由を含め伺います。

３　徴収率向上対策について 　国民健康保険税を含む市税等の滞納者の実態

及び徴収率の推移、また、その対策について伺

います。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

市民とともに市政 １　地域住民との対話による施設再編について 　公共施設の再編は、喫緊の課題であり、国が

を推進するまちに 要請する２０２０年度までに、個別施設計画を

ついて 策定できるよう取り組む必要があると考えま

す。施政方針の中で、計画を策定するにあた

り、住民協議会等を活用し、対話による施設の

再編を進めていくとのことですが、同協議会と

はどのようなものなのか、また、どのようなこ

とを協議していくのか伺います。

２　市民活動の支援について 　施政方針において、市民協働によるまちづく

りの推進を掲げていますが、平成２０年度より

開始した「文化のまちづくり市税１％支援事

業」を平成３１年度からは、「市民が主役のま

ちづくり事業支援制度」として、市民活動を支

援していくとのことですが、これまでの支援の

成果、見えた課題、今後の事業展望について伺

います。

産業廃棄物最終処 第３期増設工事への対応について 　新井総合施設株式会社第３期増設工事の施工

分場について 業者から提出された、ベースキャンプ設置に係

る法定外公共物排出水流出許可申請への対応に

ついて伺います。



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

（仮称）木更津市 １　事業の進ちょく状況について 　新火葬場の供用開始時期が２度にわたり見直

火葬場整備運営事 しをされ、２０２２年１２月とされています。

業について 火葬場は、市民生活にとって、最後のお別れの

場となる必要不可欠な施設であり、計画的な整

備は大変重要です。現時点における事業の進

ちょく状況と、供用開始時期の見通しについて

伺います。

　また、富津聖苑の運営期限は２０２１年１１

月までと認識していますが、その後の検討状況

について伺います。

　（関連質問）

　上総聖苑について 　平成４年に供用開始をした上総聖苑は、上総、２４番

小櫃地区を中心に多くの方が利用しています。 鴇　田　　剛

今後の修繕計画と新火葬場が供用開始となった

場合の方向性について、改めて伺います。

２　事業費の見込みについて 　近年、公共事業においては、計画時に比べ施

工時の費用総額が大きく増加する例が見られま

す。現時点で見込まれる事業費について、当初

と状況の変化が生じているのか伺います。

道路行政について １　道路整備の状況について 　道路環境の整備は、市民生活へ身近で影響の

大きい重要な施策です。今後、市が進めようと

している道路整備の中で、事業規模の大きいも

のについて、その状況と見通しを伺います。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

　（関連質問）

　上総地区の道路整備について 　市道久留里松丘線の清水トンネル補強拡幅工 ２４番

事、市道広岡加名盛線の大盛橋の付け替え工事 鴇　田　　剛

の進ちょく状況と、今後の予定について伺いま

す。

２　君津インターチェンジ、君津パーキングエ １　君津インターチェンジ周辺の土地を利用す

　リア・スマートインターチェンジの周辺整備 　る活性化対策の見通しがあるのか伺います。

　について ２　君津ＰＡ・スマートインターチェンジは、

　普通車限定のハーフランプ型の運用となって

　いますが、大型車対応のフルランプ化ができ

　ないのか伺います。

　　また、スマートインターを活用した周辺地

　区の土地利用は、計画されているのか伺いま

　す。

福祉行政について １　保育園環境整備について 　本市が掲げる民間活力の積極的な導入、具体

的には、既存公立保育園の民営化、並びに民間

の認可保育園の誘致により、多様な保育ニーズ

に応えていくとのことですが、これまでの進

ちょく状況について伺います。

２　がん検診の現状と受診率の向上対策につい 　がん検診の種別ごとの対象者と受診率、その

　て 受診率は他市町村と比較してどうなのかを伺い

ます。また、受診率向上のための対策について

伺います。

東京２０２０オリ 聖火リレーの誘致について 　君津市内への聖火リレー誘致の実現につい

ンピック・パラリ て、ご意見を伺います。

ンピックについて



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

２ きみつ未来 平成３１年度施政 １　石井市長の政治姿勢と市政運営について １　本市の市政運営上の現状の課題と問題点に

代表 方針について 　ついて伺います。

９番 ２　市政運営の基本は市民との対話にあるとさ

平　田　悦　子 　れていますが、具体的な対応について伺いま

予定日時 　す。

３月４日（月） ３　第３次まちづくり実施計画の策定、次期、

13:00～14:30 　君津市「まち・ひと・しごと総合戦略」、君

　津市人口ビジョンの見直しについて伺いま

　す。

４　君津市公共施設等総合管理計画に基づき、

　住民協議会等を活用し地域住民と行政との対

　話による再編を進めることについて、具体的

　な対応を伺います。

２　ともに支え合い健やかに暮らせるまちにつ １　本市における待機児童解消に向けた取り組

　いて 　みと、今後、民間活力を導入していく中での

　保育環境整備の方針について伺います。

２　子育て世代包括支援センターにおける、妊

　娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のな

　い支援とは、どのような体制で行われるの

　か、全体の概要を伺います。

　（関連質問）

　児童虐待対策について 　施政方針の中で、児童相談所をはじめとする ８番

関係機関との連携により、地域全体で子どもを 松　本　裕次郎

守り、児童虐待の防止と早期発見・早期対応に

全力で取り組むとされていますが、具体的な取

り組み内容を伺います。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

３　安全安心に暮らせる自然と共生するまちに 　新たに制定された君津市空家等の適切な管理

　ついて に関する条例や、平成３０年度中に策定予定の

君津市空家等対策計画により、より効果的な対

策に取り組むとされていますが、現在問題と

なっている空家等の把握状況及び対策について

伺います。

　（関連質問）

　交通安全対策について 　施政方針の中で、第１０次君津市交通安全計 ７番

画に基づいて啓発活動・交通安全イベントを実 石　上　　塁

施するほか、交通安全教育の推進、また通学路

の安全確保に向けて計画的な整備を着実かつ効

果的に推進するとされていますが、今後、強力

に取り組む点について伺います。

４　地域の力で築く活力あふれるまちについて １　本市の持つポテンシャルを最大限に引き出

　し、伸ばしていくことが地域の活性化につな

　がりますが、近隣市と比べ本市の優位性とは

　何であると考えられるか伺います。

２　産業振興アクションプランは次年度が５か

　年計画の最終年度ですが、これまでの取り組

　みの成果と改善すべき点について伺います。

　（関連質問）

　東京２０２０オリンピック・パラリンピック 　施政方針の中で、県や近隣市と連携を密にし ７番

　について て広域での事前キャンプ誘致に向けて取り組ん 石　上　　塁

でいくとされていますが、具体的な取り組み内

容について伺います。



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

５　豊かな学びと文化が人を育むまちについて １　学校教育におけるグローバル人材の育成に

　向けた９か年を通した英語教育・国際教育に

　ついて伺います。

２　日本語指導を必要とする子どもや特別な支

　援を必要とする子どもたちに対する支援体制

　を充実させる方策について伺います。

　（関連質問）

　スポーツ振興について 　施政方針の中で、すべての市民が快適な環境 ７番

で気軽にスポーツを楽しめるよう、施設整備や 石　上　　塁

各種スポーツ大会の充実を図っていくとされて

いますが、ここで言われている「快適な環境」

が示すものについて、「施設整備」の考え方と

「スポーツ大会の充実」と併せて伺います。

６　市民とともに市政を推進するまちについて 　これまでの市民活動の取り組みに対する総括

と、市民が主役のまちづくり事業支援制度を活

用した今後の市民活動の展望について伺いま

す。

　（関連質問）

　婚活支援について 　施政方針の中で、結婚相談事業については、 ８番

婚活関連イベントや相談体制の充実を図り、結 松　本　裕次郎

婚して家庭を持ちたいと希望する方を支援して

いくとされていますが、具体的な取り組み内容

を伺います。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

３ かがやき君津 教育行政について １　学校再編の進ちょく状況と今後の進め方に 　子どもたちにとってより良い教育環境を整備

代表 　ついて するため、学校施設の整備や再編に取り組んで

３番 いますが、学校再編について、周東中学校開校

奈良輪　政　五 の準備を含め、現在の進ちょく状況と、今後の

予定日時 再編の進め方について伺います。

３月４日（月） 　また、特に、学校の統合に伴い、通学距離が

14:45～16:15 長くなる児童生徒の通学手段の確保のために、

スクールバスの導入は必須となりますが、ス

クールバスについて、乗車基準に満たない児童

生徒への対応や、地域公共交通の活性化のため

に有効活用できないか、併せて伺います。

　（関連質問）

　学校施設の整備について 　夏の暑さ対策として整備を進めている小中学 ４番

校の普通教室へのエアコン設置について、現在 船　田　兼　司

の進ちょく状況を伺います。

　また、トイレの洋式化については、平成２９

・３０年度に周西小学校で改修工事が実施さ

れ、平成３１年度には周西中学校で整備が予定

されていますが、現在の洋式化率と今後の目標

値について伺います。

　併せて、周西南中学校の体育館については、

雨漏りなど老朽化が目立っており、根本的な対

策が必要と考えますが、見解を伺います。

２　社会教育施設の再整備について 　社会教育施設の再整備基本計画の素案につい

て、意見公募と地区説明会を開催しましたが、

市民からどのような意見がでたのか、また今後

の予定をお伺いします。



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

環境行政について １　市内の産業廃棄物最終処分場について 　県が許可した第３期最終処分場の現状と今後

の対応について伺います。

　（関連質問）

　風評被害対策について 　産業廃棄物最終処分場による、水と緑の環境 ４番

破壊という風評被害により、地場産品の生産者 船　田　兼　司

に大変な心配とご苦労をおかけすることになり

かねません。地域住民の不安を取り除くための

取り組みについて伺います。

２　空家対策について 　現在、市内にも状態の悪い空家が点在してお

りますが、これらの空家に対する現状での市の

取り組みについて伺います。また、今後、条例

や計画に基づき、どのように対策を進めていく

のか伺います。

３　し尿処理施設整備について 　本市のし尿処理施設である君津市衛生セン

ターについては、国の循環型社会形成推進交付

金を活用し、「汚泥再生処理センター」として

建て替える方向で検討が進められています。現

時点における事業の進ちょく状況について伺い

ます。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

福祉行政について １　障害者福祉について 　障害者福祉の様々な施策計画である第２次君

津市障害者基本計画は、平成３０年度から平成

３２年度までを計画期間としていますが、現在

の取り組み状況について伺います。また、第３

次計画策定に向けての準備状況について伺いま

す。

　（関連質問）

　基幹相談支援センターについて 　本市では、相談支援専門員が少なく、相談事 １４番

業が整備されているとはいえない状況です。障 橋　本　礼　子

害者総合支援法では、基幹相談支援センター

は、地域における相談支援の中核的な役割を担

うところと規定されており、早期の設置が求め

られていますが、検討状況について伺います。

２　多様な保育サービスについて 　公立保育園の民営化について、多様な保育

サービスを提供し保育環境の充実を図るため、

一刻も早く市の方針を固めることが第一と考え

ますが、保育環境整備の考え方について、伺い

ます。

　（関連質問）

　児童発達支援の連携を強化する手段について 　発達に支援が必要な子どもに対してきめ細か １４番

な支援を行うためには、ライフステージの切り 橋　本　礼　子

替えの際の引継ぎや、庁内関係課だけでなく関

係機関等との連携が重要であると考えます。他

市においては、子どもの情報を正しく引き継ぐ

ツールとして、サポートファイルを活用してい

る事例がありますが、見解を伺います。



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

　（関連質問）

　保育環境整備について 　本市初となる認定こども園が平成３２年度開 ４番

園予定となっています。公立のこども園とし 船　田　兼　司

て、どのようなこども園になるのか、取り組み

状況と今後のスケジュールについて伺います。

　また、民間を活用した保育園整備の現状につ

いて伺います。

将来都市像につい １　市民が主役のまちづくりについて 　石井市長の目指す将来都市像について伺いま

て す。

　（関連質問）

　１　男女共同参画の取り組みについて 　施政方針では、男女共同参画社会の形成に向 １４番

け、総合的に施策を進めていくことが述べられ 橋　本　礼　子

ていますが、市民に分かりやすい取り組みが必

要です。これからどのような施策を展開してい

くのか伺います。

　（関連質問）

　２　市民対話推進事業について 　政策形成の過程を共有することにより、市民

満足度の高い施策を実施していくと述べられて

います。対話に重点を置いた取り組みとは、ど

のようなものか伺います。

２　都市計画マスタープランについて 　人口減少化における地域の活性化施策と、小

さな拠点作り、いわゆるコンパクトシティにつ

いて伺います。

　（関連質問）

　土地利用について 　君津駅周辺、君津インターチェンジ周辺等の ４番

土地利用について伺います。 船　田　兼　司

11



12

平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

３　市内公共交通について 　本市の中山間地域に多く点在する公共交通の

空白地帯解消のため、平成２９年度より実施し

ている様々な調査研究の成果に関し、今後の方

向性と取り組みについて伺います。

広域行政について 近隣市との合併と広域連携について 　近隣市との合併と広域連携に関し、基本的な

考え方について伺います。

　（関連質問）

　１　次期広域廃棄物処理施設の整備について 　平成３９年４月の稼働に向けて、関係６市１ ４番

町が一致協力して事業を進める必要があります 船　田　兼　司

が、進ちょく状況と今後のスケジュールについ

て伺います。

　（関連質問）

　２　（仮称）木更津市火葬場整備事業につい 　平成３４年１２月の供用開始に向けた適切な

　　て スケジュール管理や、周辺の道路整備等が必要

と考えますが、現在の状況と供用開始後の上総

聖苑の今後のあり方について伺います。

　（関連質問）

　３　水道事業統合について 　君津地域４市の水道事業と用水供給事業を統

合した「かずさ水道広域連合企業団」を設立

し、平成３１年４月から事業を開始する予定で

す。事業の進ちょく状況や今後の水道料金改定

のスケジュール、老朽管更新工事等の見通しに

ついて伺います。



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

農業政策について １　有害獣被害対策について 　有害獣の被害額及び生息地域が拡大し、生産

意欲の低下や、耕作放棄地の発生原因となって

いますが、その対策について伺います。

　また、捕獲後のイノシシ等を地域資源として

有効に活用するための取り組みについて伺いま

す。

２　農業振興について 　本市の農家人口は年々減少し、６０歳以上の

就農者が年々増加している状況です。持続可能

な農業経営を行うためには、農地の集積、集約

化を進めるとともに、収益性の高い農業を推進

する必要があると考えますが、現状と取り組み

について伺います。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

４ 公明党 市政運営について １「対話する市政」の推進について 　市長は市民主役のまちづくりのために、対話

代表 の拡大と重点化を示されています。また、平成

１８番 ３１年度予算案でも市民対話推進事業が計上さ

榎　本　貞　夫 れていますが、どのように対話を重ねるのか、

予定日時 また、寄せられた市民の声をどのようにして合

３月５日（火） 意形成し、政策として練り上げるのか、具体的

10:00～11:30 な市政運営施策についてお伺いします。

２　シティプロモーション強化に向けた戦略の 　市長は「都市力」を高めるため、シティプロ

　構築について モーションの強化を掲げられました。シティプ

ロモーションはまちの資源を発掘・編集・磨き

上げて内外に発信することにより、本市の魅力

と理解を増進し、都市的価値をセールスする重

要なツールであると理解していますが、それに

はシティプロモーション戦略の策定が必要であ

ります。その施策方針についてお伺いします。

人口減少対策につ １　「君津市版地方創生」の成果と今後の取り 　人口減少に歯止めをかけ、活力ある地域を維

いて 　組みについて 持していくための総合的な戦略として、君津市

「まち・ひと・しごと創生」総合戦略が策定さ

れ、いよいよその最終年度を迎えます。この４

年間で明らかになった本市の課題と平成３１年

度の重点施策についてお伺いします。



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

２　上総・小櫃地域、小糸・清和地域のまちづ 　上総・小櫃地域、小糸・清和地域の人口減少

　くりについて ・高齢化は深刻な課題です。この課題を克服す

るためには、地域の特性に応じたきめ細かな取

り組みが必要です。そのためには、清和地区で

実施された、公共施設ワークショップのような

取り組みが欠かせません。ワークショップの成

果はどのようなものがあったのか、出された意

見をどのように具現化するお考えなのか、また

今後、各地域で行う予定があるのかお伺いしま

す。

　（関連質問）

　地域担当職員制度について 　地域活性化のためには、地域住民の積極的な ６番

関わりが必要です。そのためには、清和地域の 野　上　慎　治

ワークショップのようなものが、定期的に継続

して行われなければなりません。また、地域を

サポートする仕組みも作られなければなりませ

ん。そこで、地域担当職員制度の導入を提案い

たしますが、見解をお伺いします。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

子どものいのちを 登下校時の安全対策について 　昨年５月の新潟市で下校途中の７歳の児童が

守る環境整備につ 車で連れ去られ殺害されたという痛ましい事件

いて を受け、国は、登下校安全プランを発表しまし

た。その中で、通学路の合同点検並びに危険個

所の情報共有の必要性が叫ばれています。合同

点検で明らかになった危険個所に対して、どの

ような対策がとられているのか、また、その情

報は共有されているのか、そして、子ども達を

見守る「地域の目」の確保対策についてお伺い

します。

　（関連質問）

　１　児童虐待防止対策強化について 　野田市の小学校４年生の女児が親からの虐待 ５番

により、命を落としてしまった事件にやり場の 佐　藤　葉　子

ない憤りを感じています。児童虐待をめぐる問

題の複雑さが浮き彫りになり、政府は、一ヶ月

以内に緊急安全確認を行うこと等を表明しまし

た。また、文科省と厚労省は合同チームを設置

し、対策強化の検討を開始しています。この事

件および緊急提言を受け、本市の対応状況につ

いてお伺いします。



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

　（関連質問）

　２　教育相談体制について 　子ども達を取り巻く環境は、いじめや不登

校、虐待や貧困など様々な問題があります。そ

れらの問題を早期に発見し対応していくため、

本市では、子ども達の教育相談体制の充実を目

指し、平成３１年１月から、ＳＮＳを活用した

相談アプリを導入したと伺っています。そこ

で、相談アプリ導入後の活用状況についてお伺

いします。

　（関連質問）

　小・中学校のエアコン設置について 　熱中症対策としてエアコンが小・中学校に設 ６番

置されることになりましたが、本当に夏までに 野　上　慎　治

設置されるのか心配される市民の方が大勢いま

す。どのようなスケジュールで設置されるのか

お伺いします。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

安心して暮らせる 高齢者世帯の増加に伴う支援について 　本市の６５歳以上の単身世帯は、平成３０年

高齢者の福祉向上 ６月時点で２，９５４世帯であり、今後ますま

について す増加します。昨年、公明党が実施したアン

ケート調査によると、要介護状態でありながら

介護サービスに結びついていない方がいること

や、いざという時の相談先を懸念する声があり

ました。わかりやすい情報提供や介護保険制度

等の理解促進を図るとともに、見落としのない

見守り体制の構築が必要です。地域包括支援セ

ンターの機能強化や拡充を進めて行くべきと考

えますが、ご所見を伺います。

　（関連質問）

　認知症対策について 　認知症の人は年々増え続けており、２０２５ ５番

年には、６５歳以上の高齢者の５人に１人が認 佐　藤　葉　子

知症に罹患すると推計されています。認知症の

方や家族が安心して暮らし続けられるために、

相談体制の強化や環境整備等の施策の推進は極

めて重要です。本市が推進してきた認知症サ

ポーターのステップアップを図り、認知症サ

ポーターが地域で活躍できる場づくりを展開す

べきと考えますが、ご所見を伺います。



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

防災・減災対策に 小糸川及び小櫃川の河川改修について 　台風の大型化やゲリラ豪雨の頻発など水害被

ついて 害の危険性は増大しています。本市において

も、台風による浸水被害は依然として発生して

います。さらに、小糸川や小櫃川には土砂が堆

積し、その河川敷には樹木が生い茂っていま

す。不安を感じている市民の方々も多くいま

す。小櫃川・小糸川の水害対策を推進させるた

め、市として、どのようなアクションを起こす

のか、お伺いします。

　（関連質問）

　地区防災計画の策定について 　地区防災計画は住民の命を守るためになくて ６番

はならないものです。しかしながら、本市では 野　上　慎　治

まだ１か所もできていません。地区防災計画の

策定のためには市民の意識を高めると共に、計

画づくりのサポートが必要だと考えますが、見

解をお伺いします。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

ＩＣＴを活用した ＩＣＴを活用したまちづくりについて 　ＩＣＴの活用は新たなまちづくりのツールと

行政改革について して、防災、防犯、交通システム、医療、福

祉、教育、農林水産業等のあらゆる分野で適用

され、各市町村で独自のシステム開発及び事業

化に取り組み、成果を挙げています。市独自の

システム開発に向けて専門企業や学術部門との

連携を深め、全庁的な課題として強力に推進す

べきです。ＩＣＴによる本市の発展と繁栄をめ

ざし、戦略的計画を策定すべきと考えますが、

ご所見を伺います。

　（関連質問）

　マイキープラットフォ－ム活用への取り組み 　マイナンバーカードの「マイキーＩＤ」を活 ５番

　について 用し、行政サービスの効率化や地域活性化を図 佐　藤　葉　子

るマイキープラットフォームについて、

２０２０年度には消費活性化策が実施される予

定ですが、どのように情報収集されているか、

また、本市の取り組み状況についてお伺いしま

す。



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（代表質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大 綱 細 目 質問の要旨 関連質問議員

人と自然が調和し １　産業廃棄物最終処分場増設計画の対応につ 　第３期増設工事の是非が司法の場に委ねら

たまちづくりを目 　いて れ、本市はその動向を見守ることになります

指す環境行政の推 が、地元住民は司法手続きの進ちょくと審理の

進について 行方を注視していると共に、結審までの期間も

不安を抱いて暮らしています。市は地元住民の

心情に鑑み、現地調査と結果の報告等、今まで

以上に地元住民に寄り添った対応が求められま

すが、見解をお伺いします。

２　豊かな自然環境を次世代に継承する施策に 　本市の豊かな自然環境を守り、次世代に継承

　ついて するためには、行政のみならず、事業主と市民

の理解と協力が不可欠です。この命題を市内で

共有し、確認するため、環境を主題とする仮称

「環境と創造都市宣言」を制定し、市内外に発

信することが有意義と考えますが、市長の見解

をお伺いします。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（個人質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大　綱 細　目 質問の要旨

１ ２番 市長の選挙公約に 公約「買い物や外出を支援する乗合交通網の 　市長の選挙公約の中でも特に、「買い物や外出を支援する、乗り合

下　田　剣　吾 ついて 整備」を実現するために い交通網を整備」という政策には大きな期待が高まっています。上総

予定日時 ・小櫃地区だけでなく、特にバス路線もなく、バス停まで歩けない小

３月５日（火） 糸地区や周南地区の一部などにもデマンドタクシー（乗合交通）が導

13:00～14:00 入されるのは市民の悲願です。公共交通ワークショップを市と共同で

実施した日本大学による、小糸清和地区の全域にデマンドタクシー

（乗合交通）を導入した場合の事業費の試算結果について、お聞かせ

ください。

指定金融機関につ ＪＡきみつを指定金融機関とすることのメリ 　本市は県内でも数少ないＪＡ(農協)を市の指定金融機関としていま

いて ットについて す。市民へのメリットについて、お聞かせください。

女性活躍について １　連合婦人会の解散と今後について 　それぞれの地域や職場、家庭など様々なステージで、本市を元気に

しているのは女性であり、その女性を苦しめる様々な偏見や因習を捨

て、自由に活躍できるようにすることが、本市の活性化に不可欠だと

考えます。そうした中で、この度、様々な功績を残してきた連合婦人

会が解散することになった件について、見解をお聞きします。

２　市役所の女性活躍について 　かつて男性ばかりだった市役所も女性が活躍し、様々な改善を実行

し、主導する場面が増えてきました。一方で人事政策や組織の改善が

まだ十分でないと考えます。本市職員は性別によってキャリアなどに

どのような差がデータとして出ているのか、お聞きします。

保健福祉政策につ １　認知症予防について 　高齢化が進み、認知症になる市民の方も増えてきました。誰もがな

いて る可能性がある病気であり、認知症やその患者への理解を進めること

が何より重要です。また市民の方にお話を聞くと、「予防したいがど

うすれば良いか」という声をよく聞きます。茨城県牛久市では、認知

症の予防のために、生活習慣病の啓発だけでなく、脳を活性化するい

わゆる脳トレを積極的に活用しています。最近では健康体操や音楽を

組み合わせたものも出てきているようです。本市でも実施すべきと考

えますが、見解をお聞きします。



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（個人質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大　綱 細　目 質問の要旨

２　ひきこもり対策について 　市内でも、いわゆるひきこもりの方が増えているように感じます。

本人やご家族もなかなか解決を見いだせない問題です。ひきこもりの

原因は、社会情勢や雇用環境の影響もあるでしょうし、病気などで治

療が必要な可能性もあります。何とかその状態を抜け出したいという

市民に、ぜひ行政として手を差し伸べていただきたいと思いますが、

見解をお聞きします。

３　安全な保育園にするために 　安全な保育園にするために、本市の待機児童の数、市立保育園の耐

震化率と県内順位をお聞きします。

　また、他市では発達支援が必要な園児が適切な支援を受けられるよ

うに有識者や関係職員による「発達支援保育審査会」などで審査し、

必要な支援につなげています。本市でもこうした取り組みをすべきと

考えますが、見解をお聞きします。

　加えて、今後、本市には多くの社会福祉法人などによる保育園運営

が予想されます。市立、私立問わず、保育の現状や課題を共有し、君

津の子どもたちのために共に取り組めるネットワークが今以上に必要

になると考えますが、具体的にどうするのか見解をお聞きします。

４　小糸地区の生きがい支援センターについて 　小糸地区にある生きがい支援センターの現状と課題についてお聞き

します。

水道政策について かずさ４市の水道統合について 　水道統合にはこれから行う老朽管更新に応じて、少なくない市民負

担があります。にもかかわらず、本市が水道統合の方針を決定した時

には想定しなかった事態として、４市で共同運営する広域連合議会議

員の定数が人口の傾斜で木更津市に多く配分されることとなりまし

た。さらに、本市内で行われる水道工事に関しても、他市の業者で

あっても入札に参加できる可能性が示されています。

　万が一の想定ですが、「君津市内の工事を君津市の業者がほとんど

受注できない」「偏った事業執行が行われる」などの事態を招かない

ために、本市として何ができるのか、どのような方針で臨むのか、お

聞きします。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表
（個人質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大　綱 細　目 質問の要旨

安全な河川と道路 １　小糸川の水害対策について 　台風やゲリラ豪雨などで、想定以上の洪水や河川のはん濫などが各

整備について 地で頻発しています。計画に基づいた河川整備を小糸清和地区で少し

ずつ行っていますが、どれくらいの降雨に耐えられる基準としている

のか、またその基準は最近の情勢に合わせて厳しくされていないの

か、お聞きします。

２　市道大井・小糸大谷線の整備について 　小糸・大井地区からアカデミアパークにつながる市道大井・小糸大

谷線の整備に関して、市はどのような方針か、お聞きします。

　また、ダンプカーなどの大型車が通勤の車とぶつかるなどの事故も

頻発しています。安全対策すべきと考えますが、見解をお聞きしま

す。

３　暗くて危険な三直、練木、大鷲トンネルについ　市の玄関口である君津インターのすぐ傍に、県が管理する三直、練

　て 木、大鷲トンネルがあります。一部漏水対策工事で改善されました

が、未だに「暗くて怖い」「通らないように回り道をしている」とい

う市民がたくさんいます。よく見るとほとんどの照明灯が消えていま

す。３トンネルの点灯率（設置されている照明がいくつ点いているか

）をそれぞれ、お聞きします。

公民館の耐震化に 小糸公民館と清和公民館の再整備について 　議会への答弁の中で、社会教育施設の再整備に関して、小糸公民館

ついて については小糸小学校を、清和公民館については秋元小学校を改修し

て使用する可能性もあることが示唆されました。公民館のための補助

金が廃止された今、機能が充実した新しい時代の公共施設にするた

め、地方創生拠点整備交付金を活用するにはどのような工夫が必要か

お聞きします。

消防団員とその家 負担軽減のための新たな取り組みについて 　仕事もある中で活動する消防団員の任期が長期化し、新入団員の勧

族の負担を軽減す 誘なども難しいことからその負担は増加しています。その負担軽減の

るために ために、他市に先駆け、様々な取り組みを行っている消防本部です

が、新たな取り組みとしてどのようなものを考えるか、お聞きしま

す。



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（個人質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大　綱 細　目 質問の要旨

２ １３番 施政方針について 市長の政治姿勢について １　消費税１０％へ増税、憲法９条改憲、立憲主義を否定する安倍政

三　浦　道　雄 　治に対して、石井市長はどのような認識をお持ちなのか、お伺いし

予定日時 　ます。

３月５日（火） ２　５つの基本目標は、鈴木前市政からの継承であり、特段、石井市

14:15～15:15 　政への変化を感じることはできません。これまでと違う特色があれ

　ば、お伺いします。

３　オスプレイが君津市上空を飛来した事実及び木更津駐屯地の陸上

　自衛隊第１ヘリコプター団で使われている木更津飛行場運用規則に

　について、どの程度の認識をもたれているのか、お伺いします。

医療・福祉行政に 国民健康保険制度の充実について １　高い国民健康保険税問題は、今や全国的な課題となっています。

ついて 　国民健康保険制度の構造的危機を克服するためには、どうすればい

　いと考えているのか、見解をお伺いします。

２　高い保険税のため、払いたくても払えない世帯が増え、財産の差

　押さえ等が急増し、全国的な問題になっていることが、先の国会論

　戦の中で浮き彫りになりました。本市の現状についてお伺いしま

　す。

３　本市には現在、直営の国保診療所が３か所あります。その内の小

　櫃診療所の診療日数が、さらに１日減らされ、週３日とする条例改

　正案が今定例会に上程されています。今後の見通しを含め、小櫃診

　療所や松丘診療所の位置づけについて、お伺いします。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表
（個人質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大　綱 細　目 質問の要旨

教育行政について 学校再編・統廃合計画について １　３つの小学校を1つに統合すること、また、４つの中学校を１つ

　に統合することに地域住民は納得していません。合意形成がされな

　いままでの統廃合は今後に禍根を残しかねません。何が何でも当初

　の計画どおり統合するのであれば、統合校の中央部に新しい学校を

　建設するのが物の道理ではないでしょうか。なぜ老朽化の著しい学

　校を使うのか、なぜ、遠い学校に通わせるのか、お伺いします。

２　１００年続いた小・中学校が閉校することについて、教育現場に

　いた石井市長はどの様に捉えているのか。見解をお伺いします。

３　仮に亀山・松丘地区の小・中学校が閉校になるような場合、蔵玉

　小学校が閉校する際に行ったような記念式典を坂畑小・亀山中、松

　丘小・松丘中、久留里中においても行うことは想定されているの

　か、お伺いします。

環境行政について 新井総合施設株式会社の動向について １　千葉県が新井総合施設株式会社の産業廃棄物最終処分場第３期増

　設計画に関わる設置に対し許可を出しました。市長、副市長が千葉

　県に出向き、抗議等申入れをしたとのことですが、県のその時の対

　応内容について、お伺いします。

２　増設に反対してきた住民らが、県に増設許可の取り消しを求めて

　千葉地裁に提訴したとのことです。この経緯について、市はどの程

　度承知しているのか、お伺いします。

３　今年に入ってからの新井総合施設株式会社の動向・変化等につい

　て、知り得ている情報があれば、お伺いします。



平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表

（個人質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大　綱 細　目 質問の要旨

３ １１番 君津市を発展させ 君津市の目指すべき方向性について 　市町村は、娯楽施設の多いまち、企業城下町、ベッドタウン、一次

須　永　和　良 るための戦略的思 産業が盛んなまちなど様々な形で発展を遂げています。東京までのア

予定日時 考について クセスが良い本市は多くの可能性を持っていますが、可能性が多すぎ

３月６日（水） るがゆえに方向性がはっきりしません。どのような都市として君津市

10:00～11:00 を発展させていく戦略なのか、伺います。

住宅供給施策につ １　マンション供給について 　平成３０年１２月定例会の一般質問の答弁において、駅周辺の土地

いて 所有者の意見を聞いていくということでしたが、その後の進ちょくを

伺います。

２　宅地開発について 　本市では社宅跡地を利用した宅地開発が行われていますが、これも

社宅跡地が終わってしまえば終わりなので、悪い意味で先行きが見え

てしまっています。明るい未来、発展する期待を抱くためには継続的

な宅地開発が必要です。平成３０年９月定例会の一般質問において山

梨県富士川町の補助事業を提案しました。調査研究するという答弁で

したが、その後の進ちょくを伺います。

　また、宅地開発を推進するための具体的な施策があれば伺います。

企業誘致について 企業誘致条例の問題点について 　平成２８年１２月定例会、平成２９年９月定例会の一般質問でも本

市の企業誘致条例の改正を求めてきました。企業が建物を新築するこ

とも、耐震化のための大規模改修なども資本を投下するという意味で

は同じことです。誘致するだけでなく、「逃がさない」という観点か

ら大規模改修なども対象とすべきと考えます。また、小売業を対象と

していないことも市民の考えとはかけ離れています。市としては「小

売業は君津市に進出してこなくていい」という考えなのでしょうか。

企業誘致条例を改めるべきと考えますが、見解を伺います。
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平成３１年第１回君津市議会定例会一般質問通告一覧表
（個人質問）

通告
順序

議 員 氏 名 大　綱 細　目 質問の要旨

市民満足度の向上 １　交通の利便性の向上について 　坂田九十九坊線の延伸及び市道支線１号の整備並びに陽光台と君津

について 台をつなぐ道路の整備について、見解・進ちょくを伺います。

２　ごみの出し方について 　今のごみの分別方法や出し方について、市民の満足度をどのような

方法で把握しているか、伺います。

３　治安の向上について 　多くの市民が訪れる公共施設には防犯カメラを設置すべきと考えま

すが、見解を伺います。

４　市役所本庁舎について 　市役所本庁舎耐震化の方向性について、伺います。

　また、本庁舎南側駐車場及び高速バスの市役所前停留所を安全性・

利便性向上のため、一体的に再整備すべきと考えますが、見解を伺い

ます。

５　防災について 　デジタル防災行政無線施設整備事業の内容と進ちょくについて伺い

ます。

６　子育て支援について １　国民健康保険税の均等割は、生まれたばかりの赤ちゃんでも保険

　税が加算されます。先進的な自治体では減免しているところもあり

　ますが、本市の見解を伺います。

２　段階的な給食費の無償化は今後必要となってくると思いますが、

　見解を伺います。

７　環境保全について 　本市の産業廃棄物最終処分場に隣接する大福山北部自然環境保全地

域はゴルフ場の建設計画がありましたが住民の反対運動が起こり、千

葉県と市原市が買い取って保全地域にした場所です。本市においても

処分場周辺の森林を購入し、保全すべきと考えますが、見解を伺いま

す。


