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文教民生委員会での請願審査

館山市では特別支援教育に

いる）

を行いました。

堅持を強く求める賛成の討論

れており、首都圏の多くの観

女、刀剣女子との言葉も生ま

脆弱な地方財政において国

キは花もきれいで大島と三角

ミットやコスプレ等で、ツバ

仕組みもできるはず。里見サ

光 客 を 宿 泊 で 迎 え る こ との

や県からの各自治体への支援

ついて、支援を必要とする児 ［所見］

童生徒が増加していることで

はなくてはなりません。

浩

学習支援員増員の必要性を課

田

題としている。市の支出となっ

コースで旅行の企画もでき、

太
め、教職員の給与を義務教育

少子化が進み小規模学校が

市民クラブを代表して
ご挨拶申し上げます。
費国庫負担制度から適用除外

ていることで、学校教育の充

改選後の本会議において副
することは、
「義務教育費国

用の増大、高度成長時代の

私達市民クラブは 月の
とになり、更なる自己研鑚に

インフラの老朽化対策等、 議長を務めさせていただくこ

実も食用油や化粧品にもでき、

市議会議員選挙で勇退され

増加しているが、年間を通じ

誘致も考えられます。里見の

実の観点から、国、県からの財

課題は山積しており、限ら

財政力の弱い市町村では、 教 員 職 員 関 係 者 の 環 境 は か

歴史とツバキの問題で予算化

庫負担法」第１条に明記され

た吉田恵年、本多成年両議
れた財源の中で対応するた

わっていません。地方財政も

にできないか要望しました。

して、ふるさと納税の受け皿

努め議長を補佐し議会の円滑

員の後継として前県議の秋

踏まえ義務教育費国庫負担制

学校行事は変わることなく、 資生堂とタイアップして企業

教育の格差がおこることが危

度の堅持について同感であり

政支援を求めるところである。

的に反するばかりでなく、財

育が公平、公正に行われるよ

政負担を地方自治体に課し、 惧されます。子どもたちへ教

ている「教育の機会均等とそ

な情報交換や活発な意見交換

厳しい地方財政をさらに圧迫

の水準の維持向上」という目

等にも取り組む所存でありま

すとともに、執行部との確実

又、私達市民クラブメン
す。

化、活性化に努めてまいりま

めに行財政改革による効率

タートとなりました。

ます。

て。イノシシ・シカ等の出没

地域おこし隊の活動につい

山市の職員として起用された

被害などの獣害対策のため館

次に農業問題で、イノシシ

う義務教育費国庫負担制度の

光 章

するものです。よって、私た

秋 山

ちは義務教育費国庫負担制度

今回、文教民生委員会に付
バーはあらゆる現場に足を
運 び、自 分 の 目 で 確 か め、 託されました請願についてご

以上が、その理由でありま

の堅持を強く要望します。
す。これに対し本会議におき

です。しかし、いつも金がな

金丸市長自ら作成した予算

十三年間の館山市の予算は

宝貝から稲にかけて約七十ヘ

工業団地用地として、九重の

り入れています。市には館山

かっていることと、税金も繰

丸市長の実績を伺いました。 いとのこと。市民の生活がか

いました。南房総農業支援セ

でした。

い様、活動していくとのこと

被害（交通事故等）にあわな

証対策をし、農家・市民が獣

状況や対策を地域の皆様と検

いという。人件費の抑制、職

クタール、里山として千葉県

ンターを南房総市とＪＡが共

は、広域の問題で答弁できな

員の削減については、大幅に

より無償で譲り受けた土地が

まして、反対の討論がありま

義務教育は、憲法の要請に

削減とのことでしたが、平成

や農機具を使用しての作業支
国 に お い て、 平 成

した。

基づき、教育の全国水準や機

十九年と平成二十九年を比べ

援をしており、新規就農者や

最 初 の 一 般 質 問 で は、金

一般通告質問

暮らせるまち」を合言葉に
皆様の声を耳で聴き、その

合わせて、執行部への提言
はもちろん、政策には是々
非々で対応、さらに実現可
ぬご支援、ご協力をよろし

会均等を確保する教育の基盤

ると正職員は三名しか変わら

退職者が農業を始めるにあ

［陳情理由］

であり、国の責務であり、そ

ず、しかもパート・アルバイ

たっても、高額の農業機械の
負担制度があるのは教職員だ

て。平成二十六年の耐震診断

館山三中の耐震整備につい

考えられるため、館山市とし

ために諦めてしまうケースが

同で運営しており、人材派遣

けであり、他の職務でこの制

て本支援センターに加入する

請願第１号について、国庫

農業の担い手支援に付き伺

のために設けられたのが義務

トが増えており、これは物件

願 い を 実 現 す る た め に 頑 請願第１号「義務教育
張ってまいりますので、今 費国庫負担制度の堅持
に関する意見書」採択
後とも市民の皆様の変わら
に関する請願書

能な施策への取り組みを重
くお願い申し上げます。
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点に邁進してまいります。
本市においては、人口減
少や少子高齢化の影響によ

報告させていただきます。

志を同じくする 名で力を

「住みよいまち、安心して

ります。

名を迎え、 的な市政運営を求めてまい

今期もメンバー 名でのス

野聖一議員の

山光章議員、新進気鋭の佐
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る学校再編成、医療介護費

教育費国庫負担制度です。

費で計上されています。
生の 人以下学級が実現しま

（２０１１）年度に小学校１年 ［反対討論］
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は新たに小学校２年生の 人

によりＩＳ値が ・ である

との理由から反対討論があり

定員規模を縮小する措置が、 持する必要性が考えられない

各都道府県においても、学級

ました。

生徒・家族・教職員などの不

経過しており、具体的にどの

ことが判明してから丸五年が

却場は十分出来た筈ですが、 した。

ような対応をしてきたのか、 あり、五ヘクタールのごみ焼

のでできません、との答弁で

これについては、お金がない

考えはないかとききました。

ないことから、この制度を堅
都道府県単位で行われていま

以下学級編成が可能となり、 度がなくとも問題が生じてい

す。しかし、国民に等しく義

答弁はかみ合いませんでし

今後も皆様のご意見を伺

安を安心に変えるための対応

い、多様な質問をさせていた

ツバキを活かして行くことは

くお願いいたします。

出てきます。今後ともよろし

議会と検索していただければ

問は、ユーチューブで館山市

安房広域市町村組合のごみ

河ドラマ化に向け前進中、歴

できないか。里見氏はいま大

だきたいと思います。私の質

焼却場の建設は土地問題で

次に館山市の活性化につい
りも高いとの指摘は当たらな

断念しました。これについて

て。観光に里見氏と市の木・
い。
（超過勤務においても、教

ていたとの答弁でした。

育現場は大きく変わってきて

教員の給与は決して民間よ

の義務であること。

義務教育の基盤づくりは国

務教育を保障するという観点 ［賛成討論］
（太田 浩）
からいえば、財政的に最低保
障として下支えしている義務

学校の基幹職員である学校

教育費国庫負担制度は必要不

事務職員・学校栄養職員を含

可欠です。

か、理由を聞いたが、検討し

た。
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の計画の中で今の現状で盛り

ても議論はありましたが、こ

今回の計画の策定に当たっ

な被害が出てしまう、火災が

が、それ以上に災害時に大変

かというと、景観もあります

した。実はどこからでてきた

月までに発注業務を行い、加

年十一月から平成三十一年三

事について、平成三十

全て二十施設の工

なっています。

には全てが完了する見込みと

ただいたため、六月中旬まで

者にも工事の進捗に努めてい

中して工事を行うなど、施工

が休日となる土日、祝日に集

治療費の一部を助成すること

組として、不妊治療に要した

独自の少子化対策に資する取

また、その一方で、館山市

す。

努めていきたいと考えていま

か。

込むことは、財源、費用の関
発生する場所もあり、無電柱
えて先の十連休も含めて学校

一
係も考慮しなければなりませ
化は、ヨーロッパが非常に進

亮

んので、計画にはうたいませ
んでいますが今、国が動き始

初議会を終えて

橋

んが、今後そういう景観に十
め、まずメインのところから

本
観要綱が適用され︑屋根は
オレンジ色の西洋瓦で統
分配慮する地域を定めて無電
できないかというところで、

が不妊治療について気軽に相

ついて

指定管理者制度の導入に

との回答をいただきました。

ていきます。

で、実施に向けた検討を行っ

も有効であると思われますの

一しようということにな
りましたが︑罰則のない要
その補助を出すような検討も

館山市議会議員となり２

談ができる環境作りを進めて

に残っているのは、清掃セン

新人議員研修にて、一番印象

房地域の相談窓口などを掲載

概要や千葉県の助成事業、安

いくこと。また、不妊治療の

館山城、城山公園等の今後の

温水プール等の現況。

老人福祉センター、

か月が過ぎました。 月末の

聖 一

柱化を図っていくことを検討

組めればと思っています。

ター（ゴミ焼却場）
、衛生セ

安全プログラム」に基

「館山市通学路交通

ます。歩行者・車両の交通量、

基準に基づいて設置されてい

は、警察庁交通局の交通規則

た、横断歩道の設置について

に基づいて設置している。ま

指針が定められており、指針

理にともない発生する汚泥を

衛生センターでは、し尿処

れていました。

ないよう調整したりと配慮さ

れていたり、炉に負担をかけ

職員の方々により補修修理さ

だ所を専門的な知識を持った

焼却炉の老朽化により、傷ん

して、
「がん・生殖医療」に要

春期・若年がん患者を対象と

を 持 つ こ と を 望 む 小 児 、思

努めています。将来、子ども

を捉えて積極的に啓発活動に

において配布するなど、機会

診、成人式、婚姻届の提出時

医療機関の窓口や子宮がん検

業については、温水プールに

方針となっています。自主事

用しやすい運営体制を目指す

ら生の声を直接聞き、より利

制を継続しながら、利用者か

施設もこれまでの市の運営体

老人福祉センター、

ン タ ー（ し 尿 処 理 場 ）で す。 したパンフレットを作成し、 動向をお伺いします。

づき、全小中学校の通学路の

道路の幅員、交通環境、事故

おいて、８教室を展開する予

之

安全対策を推進しておりま

する治療費の一部を助成する

敬

す。このプログラムは、学校

農業肥料として有効活用する

定となっており、入館者数は、

井

良好な景観形成に

の発生状況また、地域住民か

例年どおり推移しています。

係を持っているということで
このようなフレーズを策定委
員会で定めました。
当市においては、地区ごと
に海を核とした個性豊かな
様々な景観があり、それにつ

含めて取り組むと、先日発表

務所と合同で必要な点検・協

道路管理者である安房土木事

資金的にもとても無理という
ことで、メインストリートか
ら一本裏の目立たないとこ

ています。
信号機の設置、横断
歩道の設置基準はど

車両から交通弱者

ているそうです。職員の努力

４千万円の経費削減になっ

館山城、城山公園等は、本年

ガードレール・ポー

あればこその実例だと思いま

力、行政と市民、相互協力が

と、市内外の企業、農家の協

て候補者の選定、９月議会に

案・指定管理者選定委員会に

月中に各事業者から事業提

施設の管理運営を目指す。７

月からの指定管理者による
を守る方法について

ルなどは、進行方向に

した。
「市民の声」を行政に届

て指定議案の上程予定とのこ

どのようにお考えですか。

対して誤った車両が路外とか

けることはもちろんですが、 「館山市がん・生殖医療治療
とも大切だと実感いたしまし

コメント

県からだけではな

特定不妊治療の助成について

重要であると考えます。その

けて支援していくことが大変

みを共有し、軽減や解消に向

民に寄り添い、その不安や悩

様々な不安や悩みを抱える市

ス向上をはかっていただきた

ていただき更なる市民サービ

定管理者と連携強化をはかっ

便性が低下することなく︑指

り︑利用する市民や団体の利

指定管理者制度の導入によ
設置をすることで、歩行者の

く、子育て環境の充実

産、子 育 て を は じ め と す る

館山市としては、妊娠や出

費助成事業」を開始しました。 とでした。

対向車線・歩道等誤った方向
のために設置するものであ

た。

へ行くのを防ぐ等被害の防止 「行政の声」を市民に届けるこ
る。車道と歩道の間に防護柵

信号機の設置につ

のようになっていますか。
いては、全国的な基準

となるようなガードレールの
身を守る意味がある有効な手

を目指している館山市も助成

い︒また︑選定にあたり提案

ます。
小中学校、幼稚園等

段の一つであると認識してい

ため、不妊治療に関する正し

内容を重視した適正な選定を
のエアコン設置につ
いて、設置の現状はどうです

が必要ではないか。
不妊治療に関する正
しい情報の周知や誰も

できる環境作りに、引き続き、 要望いたしました︒

い知識の周知や気軽に相談が

月議会での一般通告質問。

が警察庁にあり、信号機設置

6

結構効果がありました。その
後、海岸道路の無電柱化だけ

温水プール等いずれの

切っても切りはなせな

から報告された危険箇所につ

事で、焼却費用削減に努めて

観について、海との密接な関

いのが無電柱化つまり電線の

いるとのことでした。年間約

調査について問う。

いて個別の景観形成方針を定

らの要望等を踏まえて設置を

石

佐 野

していきたい。

国が本腰を入れ始めま

一般通告質問

その動向を見まして、取り

始まったところです。

綱ではあくまでお願いす
るしか方法はありません
でした︒つまり景観づくり
は一般の皆様にいかに協
力していただけるかにか
かっているということで
す︒

無電柱化に関しては

市長

建設経 済 委 員 会 で の 質 疑
良好な景観形成を
推進するとあるが、館

山市全体としてどのようなイ

計画を策定する中で

メージの景観を目指している
のか。
計画の目標を定めまし

て、計画書の表紙にも示して
あるように「海と暮らすいく
つものまちなみ館山」という
フレーズを使っていて海沿い
の地区のみではなく、市内の

5

いて、教育委員会が主体とな

すべての地区がそこにある景

A

り、市役所内の関係課、警察、 しています。

がありました。西口地区の開

今後、国が災害時の対応も

い。

ろに移動しました。それでも

魅力の向上を図っていきた

コメント
ゾーン別に見ますとか
なり個性的なものもある
わけですが︑これまで一番
足らなかったのは︑館山と
聞いて皆様がどういうイ

は行われましたが、非常に見

発でも課題となりましたが、 議を行い、安全対策を推進し

メージを受けているか景
観も大いに関係している
と思います︒

他の地区と差別できる 栄えの良い景観となっていま
ような﹁一押しのテーマ﹂ す。
が発見できれば︑もっとア
国の計画を受けて市として
は今後どういう方向でいくの
かお伺いします。
電線の地中化につい
ては やはりかなり費
用がかかります。
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