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12月7日 蛭田公二郎議員 ６０分 １．水道料金
（月）
（１） 千葉県下の水道料金の現状について
午前10時
（２） 県内水道の統合・広域化の現状について
（３） 統合・広域化によって九水の料金引き下げの見通し
について
（４） 低所得者に対する水道料金の減免について
２．国民健康保険税の引き下げ
（１） 国保会計の現状について
（２） 一般会計からの繰り入れについて
３．大網病院の充実
（１） 大網病院の現状について
（２） 大網病院に産婦人科と小児科を設置することについ
て
12月7日
（月）
午前11時

北田宏彦議員

６０分 １．「地方創生」の取組みについて
(1) 「長期ビジョン」と「総合戦略」策定の進捗状況について
伺いたい。
(2) 内閣府は、「地方創生先行型交付金」（先駆的事業分タ
イプ１）７１０事業、合計２３６億円の交付を決定した。
今回の交付は観光と農林水産分野で特に多く、本市も
取り組むべき課題と考えるがなぜ事業提案しなかった
か、伺いたい。
(3) 総合戦略は、２６年度の緊急的取り組みから、２７年度
以降は、地方版総合戦略に基づいた取り組みをしなけれ
ばならない。課題である「まち・ひと・しごと」の創生に 向
けて本市は、いかに取り組まれるのか。
２．農業の活性化について
(1) 本市の農地の基盤整備事業の多くは、昭和３０年代、４
０年代に施工しており、 用・排水施設の老朽化が著しい。
いかに取り組まれるのか伺いたい。
(2) 収益性の高い農業を育てるために、農産物のブランド
化を推進しては如何か。
３．「みどりが丘」市有地の利・活用について
(1) 「産科医療施設」誘致の進捗について伺いたい。
(2) 児童館を含む「総合的な子育て支援の拠点施設」を整
備する方向で進めているか。
(3) 公募型プロポーザルにより「みどりが丘市有地」の有効
活用の調査検討を行うが設置施設の具体的構想は、産
科医療施設、学童保育、児童館、子育て支援の拠点施
設とすべきと考えるがいかがか。
４．都市計画について
(1) 大網駅南地区の整備構想の進捗について伺いたい。
(2) 圏央道スマートIC整備及びアクセス道路整備の進捗状
況について伺いたい。
また、スマートIC周辺地域の今後の土地利用方針につ
いて伺いたい。
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(3) 都市計画の提案制度を整備し、国道１２８号バイパス沿
線の利・活用の拡大を図り沿線の賑わいを創出すると聞
くが、具体的にどう変わるのか伺いたい。
(4) 主要地方道山田台大網線が開通したが、接続する１２８
号バイパスが朝夕渋滞している。
１２８号バイパスの４車線化も進めているようだが、都市
マスタープラン構想の通り東金（押堀）ICまでの延伸及び
北今泉まで伸びる北部幹線道路を津波避難道路として
都市計画決定して整備を進めては如何か。
12月7日 前之園孝光議員 ６０分 １．金坂市長は、これまでの約５年間で実施してきた施策
（月）
はたくさんありますが、特に強調したい事業について、
午後1時
まずお伺いします。
２．市長は２期目の２年目になる訳ですので、金坂市長の
ビジョンと言いますか、これからの「住みたい・住み続け
たいまちづくり」について、次の３年間に大網白里市民
の為に、何を重点的に実施したいのか伺います。
３．来年度の１年間に何を重点的に実施したいのかを伺
います。
金坂市長は、来年度の予算編成方針をどのように考
えたのか、市民に特にアピールしておきたい特徴を歳
入面、歳出面でもお聞きいたします。
４．大網小学校の教室整備について
５．水道料金の値下げについて
６．健康増進による国民健康保険制度の健全化を
７．「健康立市」宣言を
８．大網駅南口地区の整備について
９．大網駅東土地区画整理事業について
10．大網駅前広場の整備について
11．「自転車の安全運転」について
12．生活保護受給者の自立促進について
13．ごみ処理について
12月7日
（月）
午後2時

森 建二議員

６０分 １．みどりが丘市有地について
みどりが丘３丁目、大網小学校に隣接する46,000 ㎡の
市有地は、2010年にスーパーの物流センター進出が頓
挫した後は、みどりが丘自治会に貸し出し、運動広場と
なっている。
みどりが丘は、11月現在で人口4,116人のうち、14歳以
下は1,148人と、27.9％が子供という、市内はもとより近隣
市町にも無い子供の多さを示している。
現在、市では公有財産利活用検討委員会を設け、市有
地の有効活用に関する調査検討業務を実施中との事で
すが、業務の充実を求め以下伺います。
(1) 現在の進捗状況はいかがか。
(2) 児童館を含む複合型の子育て支援を誘致してはいか
がか。
(3) 同時に、図書館等、地域住民の福祉施設を併設しては
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いかがか。
(4) 銀行、郵便局、買い物施設を誘致してはいかがか。
２．教育行政について
市の教育施設の運営状況について伺います。
(1) 市内では放課後こども教室が週4回から2回に減少した
と聞いています。状況を鑑みると増やすべきと考えます
が、いかがか。大網小学校に無いのは何故か。
(2) 大網中学校の駐輪場について、屋根の鉄骨が腐食し
危険な箇所があり、すぐにも倒壊しそうである。喫緊で改
修すべきと考えますがいかがか。
３．観光誘致について
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委
員会では、2015年4月より事前キャンプ候補地の情報を
募集しており、現在千葉県内でもいくつかの市町村が視
察受け入れや調査を行っている。事前キャンプを誘致で
きれば、経済効果も高く、また世界のトップアスリートが大
網白里に来るとすればこれは素晴らしいシティセールス
となり得る。以下伺います。
(1) 近隣市町の誘致状況はいかがか。大網白里市としての
具体的な動きはいかがか。
(2) 大網白里アリーナ、東金アリーナ、長柄の生命の森リ
ゾート等(大網白里市、東金市、長柄町）で連携し、誘致
を行ってはいかがか。
４．事務報告について
12月8日 佐久間久良議員 ６０分 １．防災・減災について
（火）
（１） 津波避難タワーなど避難施設の建設について
午前10時
（２） 防犯灯や避難道路の整備について
（３） 自主防災組織について
２．子育て支援について
（１） 子ども・子育て新制度の影響等について
（２） 保育所等の待機児童について
（３） 保育士の採用・配置について
（４） 児童館などについて
３．マイナンバーについて
（１） ひも付けする情報等について
（２） 情報管理・監視の体制について
（３） 全項目評価書の検討等について
（４） 必要性について
４．景観等について
（１） 砂浜の浸食について
（２） 太陽光発電施設について
５．市道の修繕・舗装について
４．事務報告から
12月8日
（火）
午前11時

倉持安幸議員

４０分 １．スマートインターチェンジ設置に伴う進捗状況について
(1) 地権者が８０名いると聞いているが、そのうち何名と合意
できたか。
(2) 完成年度は何年何月頃を目指しているか。
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２．道の駅の計画はどう進捗しているか。
(1) アリーナ隣接の田の面積は４町歩あると聞いているが、
市のど真中に位置している関係から、適切な場所だと思
うが考える余地はないか。
３．大網駅前整備について
(1) 歩道の屋根の設置について
(2) 利用客数について
(3) 駅のシャッターの開閉時間について
(4) 駅前トイレの外部照明について
12月8日
（火）
午後1時

宮間文夫議員

６０分 １．白里海岸地域の整備について
白里海岸地域は、衰退の一途を辿っています。
本市において、この地域を活かす事は重要であると考
えます。今後の取り組みについてお伺いします。
（１） 白里海岸の砂浜が浸食されています。このまま放置
しておけないと考えますが、市当局の見解をお聞かせ
ください。
（２） 津波避難施設の早期充実についての現状について
（３） 産業道路の水路の改修について
２．教育環境の充実について
（１） 本市で生まれ育つ子供達が、より良い教育が受けら
れるように教職員の増員等、考えていただけないでしょ
うか。
（２） スポーツの振興の為、メーン会場となる陸上競技場の
建設を強く求めます。
３．介護・医療について
（１） 一人暮らしの老人に対する支援の状況について
（２） 出産の出来る産婦人科の誘致の見通しについて
４．廃屋条例の制定について
５．市長事務報告について

12月8日
（火）
午後2時

秋葉好美議員

６０分 １．選挙の投票率について
（１） １１月８日に行われた市議会議員選挙の投票率につ
いて
（２） 各投票所の投票率は前回の４年前と比べてどうだった
のか。
（３） 投票率アップについてどのようにお考えか。
（４） 通信設備のない人にも分りやすい情報が欲しい。
（５） 今後、高齢者や障がい者の方の投票をどのように考え
ているのか。
要介護や要支援以外の人でも投票所に行くことが困難
な人もいる。
（６） 若い世代の人の選挙意識を高める対策について
２．駅前ロータリーについて
（１） 一般車両の駐停車の確保について
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バスとタクシーの待機所はあるが一般車両はない。駐停
車禁止となっている一般車両はどこに駐車すればいいの
か。
（２） バス停の駐停車について
（３） 障がい者の方の駐車スペースの確保について
３．有害鳥獣対策について
（１） 有害鳥獣について
（２） シカ・アライグマ・イノシシ等が見られるが、市としての
対策はとれているのか。
（３） イノシシの場合、罠免許が必要だが、その対策につい
て
（４） 猟友会の方々も高齢になっているようだが、その対応
について
４．空き家対策と樹木等の適正な管理について
（１） 平成２７年５月２６日に施行された空き家対策特別措
置法について
本市の空き家は現在どのくらいあるのか。また空き地は
どのくらいあるのか。
（２） その特別措置法により何か進展があったか。
（３） 実際３つの事例があり、１ 害虫が発生し民家にまで及
んでいる。色々な薬をまいても効果がない等。２ 若者が
不法侵入し火災が２回発生している。３ 子供たちの通学
路であり、強風の時に飛散し危険等。どのような対応を
されているのか。
（４） 今後少子高齢化だけでなく、様々な事情により、徐々
に世帯が減り、空き家はますます増える。今できることは
何か。
12月9日
（水）
午前10時

黒須俊隆議員

６０分 １．情報公開について
行政情報は本来すべて市民に提供すべきと考える。
(1) 予算編成過程の見える化をすすめてはどうか。
(2) 市長の提出議案をホームページで公開してはどうか。
(3) 情報公開請求しないと公開できないものと、請求しない
でも資料提供できるものとの差はどのような基準で決めら
れているのか？
２．教育環境・子育て支援・子どもの貧困について
(1) 本市において子どもの貧困は広がっているのか？
(2) 就学援助基準の改定は今後あるのか？
(3) １８歳以下の子どもが3人以上いる多子家庭への援助拡
大を考えているか？
(4) 共働き家庭、一人親家庭などに交通安全当番をやらせ
ていないか？
(5) 不審者情報などに基づく通学路の安全対策は
(6) 見守りボランティアや交通安全ボランティアの養成・援
助を
(7) 中学校への通学自転車の車種制限はあるのか？
３．選挙に関して
(1) 選挙費用助成条例ができてから2回の助成対象選挙が
行われた。過去2回の選挙でのポスター代、宣伝カーレ
5

平成２７年市議会第４回定例会（１２月）
市政に対する一般質問通告一覧
日

時

質 問 者

時 間

要

旨

ンタル代、運転手代、燃料代の最大値、最小値、総額は
いくらか。
(2) 投票率の低下についてどのように課題を認識している
か？
① みずほ台やながた野への投票所の増設について
② 駅前期日前投票所設置について
③ 投票所の駐車場について
(3) 中学生高校生への民主主義教育についてどのような対
応をしているか？する予定か。
４．市役所周辺の道路・歩道の安全について
市役所周辺は本市の中心市街地にふさわしい道路環
境が求められているのではないか？ベビーカーや障がい
者だけでなく、歩行者、自転車にとっても大変危険で使
いにくい。
(1) 道路・歩道の拡張について
(2) 縁石の撤去について
５．その他
(1) 市長市政事務報告から
12月9日 石渡登志男議員 ６０分 １．防災（減災）対策について
（水）
（１） ２７年度実施された防災訓練（津波避難訓練も含む）
午前11時
の詳細と提案
２．本市人口減少対策（人口増加策）についてとその提案
３．子どもたちにとっての安心・安全なる通学路について
４．国民健康保険税の引き下げについて
12月9日
（水）
午後1時

山田繁子議員

６０分 住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり
１．コミュニティバスの運行拡大について
(1) 国からの補助金はどの位あるのか
(2) 現在コース等の見直しへの協議の場はどのような形で
行われているのか。
２．高齢化率が進む対策として、交通不便地域の柳橋地域
にコミュニティバスの運行に向けての対応策について
(1) 高齢化率が高い地域への外出支援への対応策は今後
市としてどのように考えているのか。
３．山田台大網白里線の路線バス大網病院前のバス停に
待合所の設置について
４．雇用促進対策について
(1) 定年後や又高齢者が介護職の資格を得るために市独
自の補助金制度の導入について
(2) 市として市内へ就職できるよう就労支援をして頂きた
いがいかがか。
５．市長の事務報告より
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