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小 川 智 之

これらの議案や発議及び請願はそれぞれの
所管の委員会に付託されて慎重に審議して参
りました。
その結果、市長提出の全ての議案について
は、全員一致もしくは賛成多数で可決し、議
員提出の発議についてはは否決、その他、意
見書及び決議については全会一致もしくは賛
成多数で全て可決しました。
請願は、わが会派が紹介議員になった「金
属スクラップ類堆積場に関する請願」のみが
採択送付され、その他２件は不採択となりま
した。
次に可決成立した議案について簡単に説明
します。

千葉市議会議員

旧年も私の議会活動に対し、格別なるご理解ご協力を
賜り厚く御礼申し上げます。
特に昨年六月まで二年間に亘り、議長を務めさせて
頂いたことは様々な体験や多くの知己を得ることができ、
何ものにも代え難いものになりました。これらの経験を
活かし、市政へしっかり反映させていきたいと思います。
さて、昨年は何と言いましても、今年の漢字「輪」に象徴されるように、二〇二〇年
夏季五輪・パラリンピックの東京開催の決定が大いに日本を沸かせ、元気づけたのでは
ないでしょうか。
また、政治に目を向けましても民主党政権から自民党政権になって本格的な政権運営
が始まった一年でしたが、決して順風とは言えないものの、アベノミクス効果により株
価も一万五〇〇〇円台で安定するなど、概ね良好なものであったと思われます。
しかしながら、地方への影響はまだまだ少なく、我々の住む千葉市もその恩恵に受け
ている感覚は少ないと思います。
さらに２月からのごみ袋の有料化、４月からの消費税増など、ご家庭での支出も多く
なることから、この流れが途切れないようにするとともに、千葉市でも景気の上昇傾向
が実感できるよう、頑張る所存でございます。
２月 日から始まる平成 年度第１回定例会にも、そのような気概で臨みたいと思
います。本年も引き続き、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

●今議会の概要

20

26

第４回定例会は、 月 日に召集され、
月 日に閉会しました。
今定例会に市長から提案された議案件数
は、全 件で、内訳は予算案が２件（補正
予算２件）、条例案が 件（制定２件、全
部改正３件、一部改正９件、廃止１件）
、一
般議案が５件（宝くじの発売額１件、損害
賠償額の決定及び和解１件、指定管理者の
指定３件）
）で、議員からの発議が 件（条
例案１件・意見書 件・決議１件）と市民
からの請願３件となっております。
12
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●条例の制定・改廃について

条例の制定改廃の主なものとしては、ま
ず、消費税率が引き上げられることに伴っ
て、スポーツ施設やホールなどの使用料や
手数料の改定が行われました。サークル室
や講習室など規模の小さなものは影響が
あ り ま せん が 、使 用 料が 円 を 超 え る も
のは少しずつ料金が値上がっています。
基本的に一般会計 には消費税 の納税義
務はありませんが、消費税が上がれば当然
ながら施設の維持管理費などのコストも
増加するので、公共料金への転嫁を見送っ
た場合には、市税により補てんしなければ
ならないため、受益者負担の公平性を確保
する観点から、値上げはやむを得ないもの
と判断しました。
千葉市避難行動要 支援者名簿 に関する
条例の制定ですが、災害時の円滑かつ迅速
な避難者支援を実施するため、避難行動要
支援者の名簿の作成及び提供に関し必要
な事項を定めたもので、名簿を提供する際
には避難支援等関係者（警察、社会福祉協
議会、自治会や自主防災組織など）と協定
を締結し、漏えい防止措置を講じ、情報の
適正管理を確保しています。
名簿については、要支援者から拒否の意
思表示がない限りは、平常時から避難支援
等関係者に提供するものとなっています。
これによって、地域に住む要支援者の安否
確認がしやすくなりますが、プライバシー
との兼ね合いから、運用にはしっかり注意
を払って頂きたいものです。
千 葉 市 中 央 卸売 市 場 が 地方 卸 売 市 場 に
転換することになりました。これに伴って、
今議会ではいくつかの条例改正を行って
います。
中央から地方へと いうと何か 格下げさ
れた感がありますが、決してそういうこと
ではなく、取扱い品目に独自性を出せるよ
うになります。もちろん品揃えは中央市場
に比べて落ちるかもしれませんが、都市間
競争が叫ばれる中で、地方市場への転換と
いうのはある意味チャンスと捉えていま
す。是非、市場が活性化することを望みま
す。
その他、市立病院の看護師を確保するた
めの奨学金制度の創設や戸籍事務のコン
ピュータ化に伴い、新たに発行する証明書
の手数料が定められました。
市 民 や 地 域 との 協 働 が 今後 ま す ま す 求
めれらるような条例制定・改廃になったと
ころです。
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●補正予算の概要について

10

一般会計補正予算については 、国庫補助
金の決定に伴い、校舎及び屋内運動場の耐
震補強等に係る経費を追加するほか、受給
者数の増に伴う生活保護費など、総額 億
５，７００万円が計上されました。今回の
補正によって一般会計の総額は、３，６８
０億７，０００万円となります。
その他、道路整備事業ほか 事業の完了
が翌年度にわたる見込みのため繰越が追加
されるとともに、債務負担行為として、市
民協働を推進するための情報システムの構
築・運用や、道路照明灯のＬＥＤ化に伴う
賃借料など、５件が追加され、さらに地方
債の補正として、小・中・特別支援学校の
建設事業費について、追加・変更が行われ
たところです。
病院事業会計の補正予算では 、青葉病院
救急棟整備事業について、継続費の総額及
び年割額が変更されるとともに、その変更
に伴い、歳入歳出予算が３，９００万円減
額されたほか、地方債が変更されました。
この中で、特に各議員からの 質問が集中
したのが、市民協働を推進するための情報
システムの構築・運用経費の６，６ ００万
円の債務負担行為です。これは、平成 年
７月から実施してきた「ちば市民協働レポ
ート（通称：ちばレポ）
」の実証実験を踏ま
えて、新たな地域課題解決ソリューション
を構築し、運用を図るものです。
この「ちばレポ」とは、市民 の皆様から
スマートフォン等を利用し、位置情報付き
写真レポートを行政に送り、市民と市役所
が情報を共有して、その課題にスピーディ
に取り組もうとするものです。これは「ガ
バメント 」としてＮＨＫなどでも報道さ
れ、他自治体から非常に注目を集めている
取り組みです。
理念としては非常に評価でき ますが、一
方で５年間の運用経費を含んだ額とは言え、
他の市民サービスも削っている中で６，６
００万円という金額は高すぎないか、実証
実験に市民が 人しか参加していなく実
施期間も短いことから実験としての精度は
低いのではないか、受け皿となる市民の育
成が先ではないか等々、様々な意見が出さ
れたところです。
最終的にはコストの削減や市 民をもっと
巻き込めるような仕組みつくること等を付
帯決議に盛り込み、可決されました。今後
もこの取り組みには注視していきたいと思
います。
2.0

月 日に行いました一般質問とそれ
に対する市長及 び関係当局 か らの答弁の
一部を以下、掲載します。

１．都市イメージの確立と
広報戦略について
２．職員の意識改革と
人材育成について
３．市民の日について

☆答弁（経済農政局長）
平成 年度に策定したシティ セ ール
ス戦略プランの目標年次が、平成 年
度までとなっており、同じ平成 年度
に 目 標年次 を迎 える観 光コ ンベンシ
ョン振興計画と、あわせた見直しが必要
であると認識しております。
策定当時と比べて、本市を取り巻く環
境や社会情勢は大きく変化しており、特
に、プロモーションの手法や媒体の進化
に加えて、ターゲットのグローバル化は、
目覚ましいものがあります。
こ れ らを 踏 まえ た 新し い次 元の 戦 略
構築に向けて、対外的なコンセプトの確
立や、成果指標の設定などを検討してい
きたいと考えております。
★要望
こ れ から 益 々自 治 体広 報の 重要 性 が
増す中で、広報計画の策定の必要性も高
まっています。本市においても、これか
らの自 治体広 報の あり方 その ものもし
っかり議論したうえで、戦略的な計画を
立てて頂きたいと思います。

●『職員の意識改革と
人材育成について』

度となりますので、この機会をとらえ、
今後、職員アンケートを行うなど、これ
まで実 施して きた 施策の 成果 検証を行
っていく予定です。
こ の 成果 検 証の 結 果を 踏ま える と と
もに、他都市の取り組みなども参考にし
ながら、本市が目指す「人が育ち、人が
活きる組織」の実現に向け、より効果的
な人材育成・活用施策の検討、実施に努
めてまいります。

事業」に参画することについては、現在、
具体的な事業内容や補助額など、必要な
情報に不透明な点が多いことから、国の
動向を注視し、他都市の状況も参考にし
ながら、検討して参ります。

※産後ケアセンターとは・・
・
少子化が急激 に進み、子ども に接する
機 会 がな いまま、初 めてご自分 の子 ども
を も って子 育 ての難 しさ に直面 す る 方 が
増えています。さらに、核家族化が進み、
産後のお世話や子育てを家族だけで担う
のは難しくなってきており、産後の母子を
中心とした専門職による育児支援が強く
求められています。
そこで、出 産後 の育 児支 援 を目 的 とし、
母親と赤ちゃんが一緒に過ごせる宿泊型
ケア施 設 として、産 後 ケアセンター が整
備されております。
しかし、費 用の面 な どでまだまだ課 題
は多く残されております。

●『都川水の里公園について』

２ が完成し、平成 年４月から一部
供用しております。
なお、用地については、県市の役割分
担に基づき、取得しており、取得を要す
る面積約
の内、平成 年 月末時
点で、約
を取得し、進捗率は約
％となっております。
既に取得した土地については、地元か
らの要望を踏まえ、有効活用を図ること
を目的に、共同事業者の千葉県と協議し
た結果、少年及び高齢者スポーツ団体等
が活動 できる 広場 として 利用 すること
としました。
現在、県により盛土及び整地工事が行
われており、今年度末までに、３か所の
広場が完成する見込みであり、平成
年度からの利用開始を目標に、１月から
公募を行う予定としております。

●『環状道路について』
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☆答弁（建設局長）
延長約１ のうち、大井戸大 橋 を含
む約０．５ の整備が完了しており、
現在は、下田大橋の橋台２基を施工中で
す。
現在施工中の、下田大橋の橋台２基は
今年度中に完了させ、来年度に、橋梁上
部の製作・架設工事を予定しており、平
成 年度から道路整備工事を進め、
年度の開通を目指しております。

29

４．子育てしやすい
まちづくりについて
５．都川水の里公園について
６．環状道路について

★要望
本市職員の市内居住率は ．８ ％と
政令市のワースト６で、大阪市と堺市が
ダントツに低いため、全体の平均を下げ
ていますが、他の政令市の大半は７割以
上の居住率を誇っています。横浜や神戸
や福岡より、本市の方が低いという事実
をしっ かり受 け止 めなけ れば なりませ
ん。私の持論では、自治体職員というの
は地元を良く知り、終の棲家として自分
の地元に責任を持ち、そして何より地元
に対する誇りを持てると思います。
また、災害時などの緊急事態で参集す
る場合 にも市 外に 住んで いる とすぐに
参集することはできないことから、職員
には市 内へ在 住す るよう 勧奨 すべきだ
と思います。
是非、今後も、いい職場環境をつくり、
地元愛に溢れた、いい人材を育ててもら
いたいと思います。

22

浜 野 四街 道 長沼 線 のバ イパ ス整 備 が
進められており、延伸部にあたる本市と
四街道市の市域境から国道 号吉岡十
字路間で、千葉県が道路事業を進めてお
り、先日の新聞報道では、この完成目標
時期について平成 年度を予定してい
るとのことであります。
そこで、浜野四街道長沼線大井戸工区
の進捗状況と今後の見通しについて、お
聞きします。

26
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●『子育てしやすい
まちづくりについて』

81

★要望
国道 号宮田交差点から佐和 町 まで
の区間は、現道幅員が狭く屈曲しており、
センターラインが無いため、特に大型車
の通行 は場所 によ って危 険な 状況とな
っていることから、大井戸工区の完成後
には、国道 号宮田交差点を含む佐和
町までの約２ 区間の整備を進めてい
ただきたいと考えております。
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●『都市イメージの確立と
広報戦略について』

ha
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効果的な行 政運営をし て いくために
は、何と言っても職員の質の向上が必要
であります。
今後の求められる職員像というのは、
自律的、自発的に活動する、言わばやる
気のある職員であります。個人のやる気
だけでなく、高いモチベーションを維持
できるような仕組みづくりも重要です。
人材育成・活用についてこれまで様々
な取り 組みを して きまし たこ とがわか
りましたが、今後は、その成果をしっか
り検証し、改善を図っていかなければな
らないと思います。
そこで、今後の取り組みの方針につい
てお伺いします。

平成 年度から本格的な整備 が 始ま
った「都川水の里公園」は、県が治水対
策とし て実施 して いる都 川多 目的遊水
地を活用した総合親水公園で、早期の完
成が望まれております。
現在、県による遊水地掘削工事が進め
られているともに、昨年には公園の中央
部を横 断して いる 和田新 道に かかる青
柳橋が開通するなど、徐々に事業が進ん
でおります。
しかしながら、昨今の市の財政状況等
により、用地取得は進んでいるものの施
設整備は遅れている状況です。ただ買収
済みの 土地を 完成 するま で放 っておく
のは勿体なく、有効活用も必要ではない
かと思うところです。実際に地元自治会
等から も早期 に整 備がで きな いのであ
れば、グラウンドゴルフ等ができる暫定
的な広 場とし て開 放して 欲し いとの要
望が寄せられております。
そこで、現在の進捗状況と暫定的な広
場とし ての利 用に ついて どの ように考
えているのかについてお伺いします。

☆答弁（都市局長）
施設整備については、全体面積約 ．
８ のうち、支川都川と東金有料道路
で囲まれた、「田んぼエリア」の約２．

km

最近、産院を退院した女性が再び入院
し、休養したり授乳指導を受けたりでき
る「産後ケア」が注目されてお ります。
政府は６月決定した「少子化危機突破の
ための緊急対策」で、産後ケアセンター
の整備方針を打ち出し、来年度に全国の
自治体 でモデ ル事 業を行 いた いとの報
道がなされていました。
そこで、このモデル事業に手を挙げる
べきだと考えますが、当局の見解を求め
ます。
☆答弁（保健福祉局長）
子育て支援の強化の一環として、妊娠
から出産、子育て期までの切れ目ない支
援を行 うこと が必 要と認 識し ておりま
す。
ご提案の「産後ケアセンターのモデル

30 37
ha ha

km km
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☆答弁（総務局長）
本市では、人材育成・活用のための具
体的な施策を「人材育成活用アクション
プラン」として取りまとめ、平成 年
度からこれまでに、人事考課基準の見直
し、ジョブローテーション指針の策定、
自主研修の拡充など、各種施策に取り組
んでおります。
今年度は、アクションプランの最終年

43

65
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平成 年に策定したシティセ ー ルス
戦略プランも６年が経過し、様々な課題
も見え、新たな手法なども増えてきてい
ます。
また、対外的な魅力発信だけ でなく、
市内外への広報のあり方、目指すべきも
のをしっかり定め、皆で共有するために、
総合的 な広報 計画 を策定 すべ きであり
ます。さらにはマーケティング手法を活
用し、ターゲットを絞るともに、成果指
標を設定し、ＰＤＣＡサイクルで回して
いけるような、より戦略的なプランに見
直していくべきだと考えます。
総 合 的な 広 報戦 略 プラ ン策 定を 視 野
に入れ たシテ ィセ ールス 戦略 プランの
見直し につい て当 局の見 解を お伺いし
ます。
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