
公共施設の耐震診断 その後をチェック 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

新耐震基準が S56年にでき、それ以前に建築した公共施設の耐震診断をした。地震に弱い順に並べた(表参照)。 

位 施設名 市の対応

1 鎌足小体育館・富岡小体育館 0.06 対応済

3 旧本庁舎 0.09 解体中

4 金田小体育館 0.09

5 富来田中体育館 0.11

6 岩根中体育館 0.17

7 第一中校舎 0.21

中郷小体育館 0.22 解体中

第二中校舎・第一中体育館 0.22

11 第二小体育館・波岡小体育館 0.24

13 高柳小体育館 0.27

14 金田小校舎・清見台小校舎 0.28

16 第二小校舎 0.30

17 清見台小校舎 0.31

岩根小校舎・西清小校舎 0.32

市民会館集会棟 0.32 使用禁止

市民会館大ホール棟 使用禁止

請西小体育館・金田中校舎 対応済

中央公民館及び青年の家 使用中

25 郷土博物館金のすず 0.35

26 岩根小校舎 0.36

27 金田中校舎 0.37

28 馬来田小体育館 0.39

中郷小校舎 0.41 解体中

祇園小校舎 0.41

31 波岡小校舎・富来田中校舎 0.43

中郷中校舎 使用中

祇園小校舎・東清小校舎 対応済
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耐震診断したけれど未対応の施設 

 それは中央公民館。H24年に耐震診断をし、H26年度には

教育部内の積算で、耐震補強、改修工事、エレベーターの設

計で約５億円もかかると、議会でわかったのは今年の 3月。

「とても高額で、実施は難しい」と、市民や 

利用者に伝えてきたのか。耐震補強が無理だ 

とわかれば、市民も次を考えることができる。 

6月議会で「仮移転先を検討中。今後 5年間 

の実施計画で、仮移転後についても具体的に方向性を示した

い」という市の姿勢がわかった。旧本庁舎、市民会館大ホー

ルや集会棟、中郷小は、安全のために使用禁止や解体をし、

対応をしてきた。 

中郷中は、統合の時期とも関係するが、耐震補強工事の設

計だけしたものの現在も使用中で、安全確保の視点では早急

になんらかの対応を要望した。 

八幡台公民館 耐震補強工事必要で説明会 

Is値の目安 

0.3未満 倒壊または崩壊の危険性が高い 

0.3以上 0.6未満 倒壊または崩壊の危険性がある 

0.6以上 倒壊または崩壊の危険性が低い 

H28年度耐震診断の結果がでた。岩根公民館(Is値 0.72)、

鎌足公民館 (1.186)、中郷公民館(0.85)、文京公民館(0.92)、

図書館(0.565)、市営野球場(0.57)。八幡台公民館(0.29)は耐震

補強工事が

必 要 な た

め、早急に

地域説明会

を開く。 

公共施設再配置計画には「診断予定」「診断予定なし」など

の施設もある。現在作成中の今後 5年間の計画を注視する。 

☆2017 年 6 月議会が終了しました。市民生活に関わることを報告します。 

きさらづ市民ネットワーク 市議会議員 
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議会速報は、お近くのボランティアがお届けしています。随時ボランティア募集中（一部:ポスティング業者に依頼） 

 

 

 

市民 解体工事はいつまで？ 

田中 工期はＨ29年 10月 31日。 

市民 それが終わったら、新市役所をすぐに建てるの？ 

田中 いいえ。現在の

仮庁舎は 10 年間の賃

貸です。途中解約は残

り年数分の違約金が

発生するため。(↗) 

 

以下、議会での質疑。 

田中 解体工事請負契約 3億 3400万円が約 1500万円増

の理由は？ 

(答) アスベストの撤去・処分や二階玄関の前広場の地中

に残存していた基礎杭を処分する費用である。 

田中 アスベストの飛散防止対策は？ 

(答) アスベストは、ダクトパッキンや配管エルボに使用

していたため、その部分だけ取り除くと飛散するの

で、安全のため、その周囲も一体で撤去した。 

田中 今後、廃棄物処分費用の追加の可能性は？ 

(答) それはないと考えている。 

 

  

 

 

「義務教育国庫負担金」は、従来は国が 1/2、H 18 年

度から 1/3に減額され、残りの千葉県の負担分は、1/2か

ら 2/3にふえた。 

この状況から、義務教育の無償化の実態は国策なのに、

地方自治体の財政に大きく依存していることがわかる。

国の負担割合がこれ以上少なくなると、憲法第 26 条の

“能力に応じて等しく教育を受ける権利”を維持できず、

住んでいる都道府県や市町村の財政状況によって、教育

格差を生じる。 

「こどもたちの豊かな育

ちと学びを支援する教育

関係団体連絡会」からの陳

情を市議会で採択し、国に

意見書を提出した。 

 

 

 

6月議会に先立ち、議会では 5月 12日、現地視察(写真

参照)。具体的に各事業は、4 市で負担割合の協議し合意

後、各市議会で予算を可決し事業を行う。ゆっくりペース

にみえるが、着実に進んでいる。 

 新火葬場いつから? Ｈ33年 12月からの予定。 

 どこまで進んでいるのか? 

地形や境界線の測量。環境影響調査を実施中。地元か

らの要望書に対し、できることと難しいことを庁内で

検討。大久保団地には 5月末に回答。波岡区長会から

4 月に要望書が出され、5 月に意見交換、6 月末に進

捗状況報告。 

 今後の予定 

地質調査、不動産鑑定

評価、工事用道路調査

や設計をする。 

火葬場へのアクセス道路 

３路線の現況測量、道路詳細設計、用地取得のための

境界立会、千葉県公安委員会との道路協議等を予定。 

基本計画の案を 12月議会に説明し、Ｈ30年 1月に市

民の意見を公募し、3月に基本計画ができる。 

 
木更津市のへぇ～クイズ －保育園の保育料編－ 

 

市立保育園と私立の認可保育園の保育料は、 

 ➀同じ ②市立保育園が高い ③私立保育園が高い 

 

【答】➀ 市立保育園と私立の認可保育園の保育料は、

保護者の市民税額と当該年 4 月 1 日現在の子どもの年

齢、保育必要量によって決めます。 

私立の認可保育園には、国や県の財

源から、園児一人あたりで算出され

た民間保育園運営費等補助金があ

り、健全で安定した保育運営ができ

るようにしています。 

八幡台公民館の 

耐震診断結果説明会 

7月 22日(土)10時～の予定 

(確定した日程は自治会回覧にて) 

会場 八幡台小体育館 

主催 木更津市教育委員会 

あとがき 今年の夏はアツ

い■港まつりは 70 周年記

念■花火大会では 2尺玉の

連発もお楽しみ■どうか花

火びよりの空模様でありま

すように（のりこ） 

2017年 6月議会 トピックス 

  

 

旧市役所 ただいま解体中 

 

経過報告 火葬場の整備運営事業 義務教育国庫負担制度の現状 
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