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資料 1 議会質問とその後の報告 市議会議員 田中紀子 

 

2015 年 3 月市議会 

1. 社会保障としての国民健康保険事業 

2. 公共施設のＰＣＢ廃棄物の一括保管と処理 

質問骨子・問題提起  その後の市の動き 

国民健康保険の加入世帯や滞納世帯の所得との関係を調べました。 

滞納者への短期被保険者証と資格証明書の発行状況についても調

べました。 

滞納の場合の市民へのＨＰでの周知を他市と比較し、是正を求めま

した。 

市民への周知は、以前は

他市と違って、威圧的な

文面だったものが、柔ら

かく納税を促す文面に

改善されました。 

 

国民健康保険税の滞納世帯、所得状況は？ 

 

 

質問骨子・問題提起  その後の市の動き 

ＰＣＢ廃棄物の一括保管場所を

クリーンセンター３階とした理

由と、移動が遅れた理由を問い

ただしました。 

・小中学校に保管していたＰＣ

Ｂ廃棄物の移動はすべて終えた

クリーンセンターへ移動完了（Ｈ26.3.31） 

第一小学校 クリーンセンター 第二小学校 西清小学校 

岩根小学校 金田小学校 金田中学校 第一中学校 市役所

本庁舎の一階に保管、吾妻保育園の改修工事で発生をした

ＰＣＢ廃棄物 

クリーンセンターへ移動完了（Ｈ27.3.31） 

Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度

500万円超 109 93 211 69

500万円以下 120 122 161 81

400万円以下 356 322 448 285

300万円以下 910 843 990 744

200万円以下 1202 1164 1213 992

100万円以下 906 912 913 769

未申告（所得なし含む） 2116 2101 1491 1554
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のか、 

・学校以外の公共施設はどう

か、市役所の解体、公共施設の

更新や除却でも、ふえるＰＣＢ

廃棄物について見解を問いまし

た。 

第二小学校 市役所 八幡台小 

 

移動していない公共施設（現在） 

岩根中学校 第二中学校 第三中学校 太田中学校 清見台

小学校 高柳小学校馬来田小学校 富来田公民館 中央公

民館 岩根浄水場 図書館 新川園衛生処理場 公設地方卸

売市場 市民会館市民体育館 

 

2015 年 6 月市議会 

1. 投票率低下の検証と「選挙へ行こう」 

2. 教育環境における学校給食 

3. 介護保険の「新しい総合事業」 

4. 市営霊園の整備と維持管理 

質問骨子・問題提起  その後の市の動き 

啓発や投票参加へのよびかけ           

 年齢別投票者数の経緯をみると、４５歳未満は投票率

が低いことがわかりました。ルールを守って明るい選挙

をするために、市民への、また、候補者へのルールの周

知をするよう、求めました。 

期日前投票制度など、投票しやすさを質問しました。       

ルールなど市民への周知などに、選

挙公報の空きスペースの有効活用

を検討することになりました。 

期日前投票は、富来田公民館と朝日

庁舎で行うことになりました。 

 

質問骨子・問題提起  その後の市の動き 

アレルギー対応の給食の現状やこどもの症状に

合わせた対応を質問しました。    

小学校や中学校に入学前の受入対応準備につい

て、確認しました。アレルギー対応や長期欠席児

童や生徒の場合、学校給食費の支払状況を質問。 

長期欠席や不登校で給食費の支払いを止め

ている児童生徒数は 90 人(Ｈ26 年度末) 

長期欠席(30 日以上)の児童生徒数は、下記

のとおり 

長期欠席児童生徒の実態 

 H25 年度 H26 年度 

小学校  1.1%   77 人(全校児童数 7225 人 1.2%   84 人(全校児童数 7244 人 

中学校  3.5% 121 人(全校生徒数 3418 人 4.0% 138 人(全校生徒数 3445 人 

 

質問骨子・問題提起  その後の市の動き 

介護予防・生活支援サービ

ス事業の訪問型サービス 

介護保険の新しい総合支援事業の移動サービスとしてどうか、

ＮＰＯライフサポート波岡に、木更津市がききとりをしました。 

 

質問骨子・問題提起  その後の市の動き 

一般墓地(普通墓地・芝生墓地)の利用状況や管理手数料の徴収状 10 月に合葬式墓地の生
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況を明らかにしました。 

合葬式墓地については、今後の募集の予定や維持・管理の方向性

を確認しました。 

前予約をしました。 

管理手数料の滞納を減少

させています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年 9 月市議会 

1. 木更津市の臨時・非常勤職員の任用について 

2. 住民の生命、身体及び財産の保護について 

3. 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちをめざして 

質問骨子・問題提起  その後の市の動き 

1 年未満が基本の臨時職員を 10 年以上働く臨時保育士の

勤務形態は、正規職員の勤務形態にぎりぎりならないよう

にしている実態を明らかにした。また、市原市の任期付き正

規職員と比較し、手当や一時金などが全くない給与実態か

ら、臨時保育士の確保に、処遇改善を求めました。 

現在、臨時保育士の処遇につ

いて、検討中です。 

 

質問骨子・問題提起  その後の市の動き 

H１９年策定の「木更津市国民保護計画」について、自由と権利

の、必要最小限の制限とはどういうことを意味するのか確認し

ました。また、見直しと変更を今までされていないことがわかり

ました。 

武力攻撃事態や予測事態への平素の備えについては、消防団、医

療など、関係機関との連携、住民及び関係団体への伝達方法 な

ど、すべて災害時に準じるだけでした。 

武力攻撃事態等への対処も同様。 

ＮＢＣ攻撃による災害への対処(Ｎ＝核兵器 B＝生物兵器 C

＝化学兵器) 

今後、見直しをすること

になりました。 

木更津市は、平和宣言都

市きさらづがあります

ので、これを前文に入れ

るよう、審議会で検討し

てほしいことを要望し

ました。 
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質問骨子・問題提起  その後の市の動き 

木更津市の在宅医療の体制整備を進める事業についてなど、地

域における医療および介護の総合的な確保について質問。 

全国からみた千葉県の医療資源の現状 

病院数（人口 10 万人当たり）…千葉県 44 位 

一般診療所数（人口 10 万人当たり）…千葉県 44 位 

病床数（人口 10 万人当たり）…千葉県 44 位 

救急病院・診療所数（人口 10 万人当たり）…千葉県 42 位 

医師数（人口 10 万人当たり）…千葉県 45 位 

介護療養型医療施設（療養）病床数（老年人口千人当たり） 

…千葉県 42 位 

医療については、今まで

県の仕事だったので、木

更津市としては、このテ

ーマについては、福祉部

が介護面で把握してい

たものの、市民部は、医

療面を把握しなければ

という認識も薄かった

のが現状です。 

 

2015 年 12 月市議会 

1. 10 月スタートのマイナンバー制度 

2. 貧困の世代間連鎖のない社会をめざして 

3. 債権管理の組織マネジメント 

質問骨子・問題提起  その後の市の動き 

多方面から子どもの貧困のデータをもとに議会で

質問しました。「今後、学習支援の実施に向け、検

討する」という答弁をもらいました。 

2016 年早々には、「木更津市の子どもの貧困白

書」を発行予定です。 

他市では、一人親家庭や生活困窮家庭

の子どもたちの学習支援を進めてい

るところもありますが、木更津市は、

やっと、教育部と福祉部で検討する段

階となりました。 

 

 

 準要保護制度…準要保護児童・生徒への就学援助をする制度。 

・学用品費・通学用品費・校外活動費・学校給食費 

・医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ） 

・修学旅行費・新入学用品費 
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