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市民の皆様のご意見・ご要望をお聞かせ下さい
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日ごろより区民の皆様には、
ご支援・
ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。
皆様の強い要望にお応えし、
初当選以来、
２２回目の質問をいたしました。
本年も研鑽を重ねつつ、
皆様の声を的確に市政に反映させるために
全力で活動してまいりますので、
引き続きご支援・
ご協力のほどお願いいたします。

千葉市議会議員

みす 和夫

平成25年 第3回定例市議会で可決された主な議案

傍聴者の方々と

議案番号87

平成25年度千葉市一般会計補正予算（第2号）中所管
議案第87号は、平成25年度一般会計補正予算で歳入歳出予算については、国の待機児童解消加速化プランに位置づけられた認可外
保育施設への運営費助成や、保育士等の処遇改善に係る経費のほか、生活困窮者対策や住宅用省エネルギー設備等の設置助成に係る経
費など、総額3億1,800万円を追加しました。
今回の補正によって、一般会計の総額は、3,605億1,300万円となります。

議案番号92

千葉市民活動支援センター設置管理条例の制定について

議案番号93

千葉市印鑑条例の一部改正について

専用カードだけでなく、身元証明できるもの（運転免許証等）
でも印鑑証明が発行できるようになりました。

議案番号94

千葉市ユース・ホステル設置管理条例の廃止について

議案番号99

指定管理者の指定について（千葉アイススケート場）

議案番号95

千葉市保育所設置管理条例の一部改正について

議案番号97

工事請負契約について（千葉市立磯辺中学校大規模改造工事）

議案番号90

平成25年度千葉市下水道事業会計補正予算（第1号）

議案番号96

千葉市営住宅条例の一部改正について

議案番号98

工事請負契約について（千葉市営住宅宮野木町第1団地第二期建替事業建築主体工事）
市道路線の認定について

議案番号100

平成24年度決算は、生活保護費等の扶助費が増加したことなどから、歳出決算総額は、平成22年度に次いで過去２番目の規模となりました。
なお、実質収支は、12億1,200万円を確保したものの、市税や地方交付税が減収となったことから、市債管理基金への償還を一部取りやめるなど、大変
厳しい収支状況となったところです。
また、平成24年度の市政運営は、固定資産税の評価替えなどに伴う市税収入の減収など、厳しい収支見通しの中で、財政再建を最重要課題とし、財政健全化
に向けた取組みの強化、第１次実施計画事業の推進、緊急的な防災対策及び国の補正予算への的確な対応の三つの方針を基本に、予算を執行して参りました。
財政健全化に向けた取組みの強化では、あらゆる歳入の確保策として、市税等の徴収対策の強化に取組み、市税徴収率が、93.6％と前年度から0.4ポ
イント上昇したほか、既存事務事業については、市民生活に配慮しつつ、
さらに徹底した整理・合理化を図りました。
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【冒頭挨拶】

まず初めに、国政についてです。
７月２１日の参議院選挙では事前の予想通り自民党・公明党の与党が圧倒的多数で勝利しました。
第三局の民主・維新・みんなの党は、事前の選挙協力も党利党略からうまくゆかず、結果はご存知の通りです。
脱デフレを目指したアベノミクス効果で日経平均株価も上昇、円高の終焉で輸出企業の多くは経常利益も大幅にアップになりました。
消費者も、
この先景気が上向くのではないかと期待し、財布の紐を少しずつ緩めています。
テレビのニュースによると大手百貨店の美術品や時計、欧米ブランド品の売れ行きが好調と放映されていました。
また、先日公表された地価の基準価格も大都市で下げ止まりとなり、経済の上向きの兆しが見えてきました。
折しも富士山の世界遺産登録、
２０２０年の夏季オリンピックの開催都市が東京に決定するなど幸運が重なり、今後数年間、
従来の地震対策を含めて、首都圏の再開発や、
インフラ整備、観光客の誘致など多方面で弾みがつき、
日本経済の回復が大いに期待できそうです。
さてこの夏は、異常気象でした。平均気温は１℃以上高く、特に西日本でその傾向は強く四万十市では４１度と日本一高い気温が一躍有名になりました。
また各地で豪雨や洪水や竜巻で多くの被害が出ました、
これも地球温暖化のせいか、今後も続く恐れがあります。
政府は国土強靱化法の法律を作り、全国の老朽化した橋や道路のインフラ補強対策を進めると言っています。
事前に危険を予測し、その対策をたて、災害を未然に防ぐ事が自治体の役目だと思っております。我が千葉市もインフラ補強対策を是非早めて行くべきかと思います。

今回は下記の質問を行いました。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

敬老会について

公共工事について
千葉市農業について
東金有料道路渋滞解消について

平成２３年度から２５年度までの建設工事の平均落札
率の推移について

平成２３年度における建設工事全体の平均落札率は、
８７．
９０％。
平成２４年度は、
８９．
１８％。平成２５年度は、
６月末現在で、
８９．
５１％
となっている。

財政局長
答弁

用途地域見直しについて
航空機騒音について

質問 4

明治大学誉田農場について
道路問題

塩田町～誉田町線

誉田駅前道路

誉田駅前広場

大膳野町線
誉田駅北口道路等について

平川町の産業廃棄物（平川富士について）

❶ 敬老会について
質問 1

今年度の敬老会補助事業の見直しに対する検証につい
て

今回の見直しは、敬老会の開催が、世代間交流や地域コミュニティ
の活性化、
さらには高齢者の外出促進につながることから、実施団体
保健福祉局長
の経費負担を軽減することで、より多くの地域で敬老会が開催され
答弁
ることを期待して行ったもの。
これにより、今年度の敬老会の開催団体数は、新たに開催する４７団体を含め、
３８８団体と、昨年実績を３３団体上回ることが見込まれており、参加者数も増えて
いることから、一定の効果があったものと受け止めている。
一方で、開催経費を確保できず、開催を断念したところもあることから、
これらの
団体には、敬老会補助金の趣旨を理解いただけるよう、今後も、十分説明し、敬老
会の開催を働きかけていく。

質問 2

保健福祉局長
答弁

各実施団体から実績報告書の提出を受ける際に、開催内容を確認
するとともに、今後の敬老会の在り方について、
ご意見等を伺いなが
ら、さらに、地域コミュニティの活性化や高齢者の健康づくりなどに
つながる事業となるよう努めていく。

質問 1

財政局長
答弁

今年度の市内中小企業者への発注状況はどのように
なっているのか。

建設工事の発注状況については、今年度６月末までにおける、建設工
事の契約件数は、全体で１２３件、総額は約５４億３，
３００万円であり、その
うち、市内中小企業者への発注は、
１１３件、約４３億７，
５００万円で、全体
に占める割合は、件数で約９１．
９％、金額で約８０．
５％となっている。

質問 2

最低制限価格、低入札調査基準価格の見直し状況及び
今後の引き上げ予定について

最低制限価格、低入札調査基準価格の見直し状況については、

財政局長 これまでも、工事品質の確保や下請業者へのしわ寄せ防止及び労働
条件の悪化防止のため、国に準じて改正を行っている。
答弁

本年５月には、建設工事に係る国の基準が改正されたことに伴い、
市でも算定式における一般管理費の割合を３０％から５５％に引き上げ、
６月１７日
以降に入札公告又は指名する工事から適用している。
最低制限価格等の見直しについては、引き続き、国の動向などを注視しながら、
適切に対応を図っていく。

質問 5

今年度から、建設工事に係る測量・建設コンサルタントの委託
契約については、１件当たり５００万円以上の案件について、
主任技術者を専任配置としているが、その目的は何か。

建設工事に係る測量・
建設コンサルタント業
財政局長
務の委託契約における
答弁
主任技術者の専任配置
の目的は、委託業務における一層の
品質確保を図るとともに、業務遂行能
力のある事業者の育成を目的として
いる。

敬老会補助事業の今後の取組みについて

❷ 公共工事について

入札参加資格における地域要件の細分化について、そ
の後の検討結果はどのようになっているのか。

入札参加資格における地域要件の細分化については、本年４月から、市が行う

財政局長 地域インフラ等の維持管理や災害時対応の担い手となる地元の中小事業者の育
成を目的として、入札参加資格における地域要件の細分化を試行している。
答弁

道路、下水道管渠及び舗装工事のＢランクとＣランクの工事のうち、年間発注予
定件数の概ね２分の１程度について、市内を中央区と美浜区、花見川区と稲毛区、若葉区と緑区の
３つの地域に区分けし、工事場所の地域に本店がある事業者を対象とした入札を行っている。
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質問 3

みす和夫 市政レポート

❸ 千葉市の農業について
質問 1

新規就農希望者研修を受け、市内で営農している農業
者は何人で、主な作目と栽培方法は。

①平成１８年度から実施している新規就農希望者研修を受け、現在、
市内で営農している農業者数のうち、営農を継続している農業者
は、
１５人。なお、
このほかに、農家研修を修了した平成２３年度研
修生３人が、現在、自ら農地を賃借しての実地研修期間中で、間も
なく本格的に農家として参入する予定。
②主な作目と栽培方法については、サトイモ、ニンジン、ナガネギは全て露地で栽
培されており、
イチゴ、
トマトのほとんどは施設で栽培されている。

経済農政局長
答弁

質問 2

農政センターで検討している、後継者育成のための
事業とはどのようなものか

農政センターで検討している後継者育成のための事業について
は、
農家の皆様からは、後継者が金融機関から借り入れる運営資金に
経済農政局長
対する支援のみならず、生産技術の向上や経営の安定に向けた、幅
答弁
広い支援についてのご要望をいただいている。
このため、
これまでの栽培技術の確立・普及はもとより、新たな作目の導入によ
り、経営規模を拡大するなど、安定した農業経営者として育成するため、農政セン
ター各施設を有効に活用していきたい。

質問 3

農地銀行事業のしくみについて

農地銀行は、耕作されている農地あるいは耕作はしていないが保全
管理されている農地について、
その所有者及び農地を探している農業
農業委員会事務局長
者等の情報を農地流動化台帳に登録し、
この情報を活用して具体的な
答弁
貸し借りの調整・あっせんを行う。これにより、農地の有効利用と遊休
農地の発生防止を図るとともに、担い手への農地の利用集積を促進するもの。

質問 4

農地銀行事業の過去３か年の契約の成立件数と現在の
取組状況について

農地銀行事業の過去３か年の契約の成立件数と現在の取組み状
農業委員会事務局長 況については、契約の成立件数は、平成２２年度 ９件、２３年度 ４
件、
２４年度は４件で、すべて畑。
答弁
現在の取組み状況は、農地を見ず知らずの方へ貸すことに抵抗が
あるなどの理由で、貸し手の登録件数が少なく、また、借り手側からは希望する条
件に見合う農地がないことにより、契約の成立件数が少ない状況にある。
このため、貸し手や借り手の登録件数を増やす必要があることから、市ホーム
ページや農業委員会だよりにより周知を図るほか、今年度、農地基本台帳補正調査
の実施に併せ、市内農家へリーフレット及び登録申請書を送付するなど、事業の利
活用を奨めている。
今後とも、農政部やＪＡ千葉みらいなど関係機関と連携を図り、優良農地の確保と
有効利用の一層の推進に努めていく。

❹ 東金有料道路の渋滞解消について
質問 1

付加車線設置工事の進捗状況と完成の見込みについ
て

京葉道路の上り線は、貝塚インターチェンジから穴川東インター
９キロメートル区間で工事を行っており、その進捗率
建設局長 チェンジ間の０．
は約６０パーセント。また、下り線は、穴川中インターチェンジから貝
答弁
塚インターチェンジ間の２キロメートル区間で工事を行っており、そ
の進捗率は約３０パーセント。
なお、完成の見込みは、上り線が平成２５年度末、下り線が平成２７年度末で、概
ね予定通りに進んでいると、東日本高速道路株式会社から聞いている。

❺ 緑区の諸問題について

質問 2 -2

航空機騒音について

イ 大宮地区では高度引上げによる騒音低減がみられているとのこ
とだが、誉田地区では低減効果があったのか
国土交通省の説明によると、大宮台小学校においては観測された
すべての機種において、
騒音の低減が確認されたと、本年６月の県・
環境局長
市町村連絡協議会において発表された。
答弁
誉田地区においては、緑土木事務所における測定結果によると、
平成２４年度の飛行高度引上げ前は、最大騒音レベルの平均で ６１．
６デシベル
だったものが、高度引上げ後は６０．
２デシベルで、
１．
４デシベルの低減となり、さら
に平成２５年度夏季短期調査の結果では５９．
４デシベルで、
２．
２デシベルの低減が
見られたが、依然として住民からはうるさい等の苦情が寄せられている。

質問 2 -3

航空機騒音について

ウ 今後、市はどのように対応するのか
飛行航路下の市民のことを思うと、少しでも早い騒音軽減対策を

環境局長 進めることが重要であり、国に対して、南ルートの高度引上げの本格
運用を早期に実施するとともに、北ルートの高度引上げを来年３月末
答弁

までに確実に実施するよう求めていく。
また、抜本的な対策である海上ルートへの移行や飛行ルートの分散化による首
都圏全体での騒音の共有化について、早期実施に向け、具体的なロードマップを示
すよう、県・市町村連絡協議会など、あらゆる機会を通じて、強く要望していく。

質問 3

明治大学誉田農場についてその後の動向はどうなって
いるのか、また、市は今後どのように対応していくのか

①誉田農場の動向については、明治大学の資産管理を行う部署によ
ると、農場としての機能は、既に黒川農場に移転しているが、運動
場や研修施設は、引き続き使用しているとのこと。また、
「売却はあ
くまで選択肢の一つである」
との基本方針に変化はないが、今のと
ころ、具体的な動きはないとのこと。
②本市の対応については、誉田農場は広大な面積を持ち、その動向は、誉田地区
のまちづくりに大きな影響を与えるとともに、近隣住民の皆様の関心も高いこと
から、今後も引き続き、明治大学の動向を注視し、的確に対応していく。

総合政策局長
答弁

要

望

明治大学の誉田農場ですが、誉田地区では、誉田駅の橋上化や周辺道路の整備が順
次行われ、駅を中心とした街づくりが着実に進められて来ましたが、誉田農場はその位

質問 1 用途地域見直しについて
ア 用途地域はどのような場合に見直しを行うのか
①本市では、
「都市計画マスタープラン」などの上位計画に基づき、
土地区画整理事業や都市再開発事業などの市街地整備の進捗に
都市局長
あわせ、商業施設や住宅など、計画的に誘導を図ることが確実と
答弁
なった時点で見直しを行う。
②また、人口や土地利用の転換、建築物の動向、道路などの現況を定期的に把握す
るために行う都市計画基礎調査の結果などを分析し、計画的な土地利用の誘導
及び保全を図る必要があると判断した場合にも、用途地域の見直しを行う。

質問 1 -2

用途地域見直しについて

イ 都市計画道路など幹線道路が整備された状況において、用途地
域の見直しの対象とはならないのか
都市計画道路など地域の骨格となる幹線道路の沿道については、

都市局長 店舗などの利便施設を誘導する考え方もあることから、誉田駅の北
側の市街地も含め、本市全体における幹線道路の整備の進捗や、周
答弁

辺の土地利用の状況、地元の意向などを踏まえ、それぞれの地域に
どのような用途地域がふさわしいか検討していく。

質問 2

航空機騒音について

ア 市民からの苦情のうち、緑区からの苦情は何件届き、全体の
何％に当たっているのか

環境局長
答弁

平成２４年度の苦情集計では、年間５５０件のうち、緑区からの苦
情件数は４７件、およそ８．
５％に当たります。また、平成２５年度につ
きましては、
８月までの集計で、すでに２０７件中４８件が寄せられて
おり、割合もおよそ２３％と増加している。

置や広大な面積などから、その動向は、今後の誉田地区の街づくりに大きな影響を与え
ることは間違いありません。
ただ今の答弁から、今現在も売却計画は具体化していないということが明らかになり
ましたが、いずれは売却という方針が打ち出されるかもわかりません。
この土地を市が取得していただければ良いのですが、今は無理でということですの
で市は真に有益な街づくりに繋がるように、大学側をしっかりと誘導していただきたい
と思います。

質問 4

塩田町誉田町線誉田地区の用地取得率について

塩田町誉田町線誉田地区の用地取得率については、全体用地取

０００平方メートルのうち、今年度は約９６０平方メー
建設局長 得面積約３万３，
トルの用地を取得する予定で、
これにより、取得面積は約１万１，
５８０
答弁
平方メートルとなり、取得率は約３５パーセントとなる見込み。

質問 4 -2

建設局長
答弁

要

大膳野町誉田町線の今後の予定について

用地が概ね取得できたことから、今年度は、塩田町誉田町線側か
ら約１８０メートル区間の道路整備工事に着手し、全体の完成は、平
成２７年度を目指している

望

塩田町～誉田町線の誉田地域ですが、臨海部と誉田地区を連結し、千葉大網線の渋
滞解消やさらに緊急輸送道路としての活用が期待され、事業効果が大きいことから、市
の政策的な整備でありますので、年度ごとの進捗を早め、早期に地域住民に利用しても
らうよう、
さらなる事業費の拡大を強く要望いたします。
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質問 5

誉田駅前線の進捗状況について

千葉市住宅供給公社が駐車場として使用している土地を代替地とし
て利用できないか
この土地は、誉田駅前線事業の代替用地として、都市整備公社か
ら平成２３年度に再取得したが、面積が約９００平方メートルと広いこ
とから、これまでは代替地として利用する機会がなかった。今後は、
用地交渉の中で、代替地の有効的な活用を図り、用地取得の推進に

建設局長
答弁
努めていく。

質問 5 -2

誉田駅前広場の今後の見通しについて

誉田町９５号線の境界同意が得られた箇所から、来年度、駅前広場

建設局長 の用地取得に必要な測量に着手するとともに、引き続き、残る地権者
と境界確定に向けた交渉を重ね、事業の推進を図っていく。
答弁

質問 5 -3

誉田駅北口線の今後の予定について

引き続き、擁壁築造工事及び排水工事を行い、来年度は、道路照

建設局長 明灯、植栽など含めた道路整備工事を実施し、全線の供用を目指し
ていく。
答弁

質問 5 -4

建設局長
答弁

誉田駅北口線の街路樹の種類と植栽時期について

街路樹は、誉田町２１５号線と同様に、桜を平成２７年２月から３月
にかけて植栽していく。

から、雨水の侵入防止及び雨水の適切な外部への排出が必要となる。
このため、雨水の侵入防止と排出の対策として、覆土材の上に更にセメント
材で、覆土全体が５０ミリメートル
の厚さとなる吹付工事を行うとと
もに、土留の背面を砕石で敷き詰
め、雨水が容易に排出できるよう
改善する。
なお、法面の地滑りが発生した
箇所については、覆土材に、混ぜ
るセメントの量を２倍にし、強度を
図り、再度覆土工を行う予定。

質問 6 -2

平川町の産業廃棄物について

イ 行政代執行終了後の行為者と排出事業者に対する責任追及を
今後どのように行っていくのか
行政代執行の前提
となった産業廃棄物撤
環境局長
去 命 令を受けながら
答弁
も履行しなかった、原
因者の株式会社千葉福祉建設公社
及び３名の役員並びに７社の排出事
業者に対しては、行政代執行終了後
に行政代執行費用の支払いを請求
する。なお、
これらの者が応じない場
合においては、直ちに強制徴収の手
続を開始する予定。

要

望

最後に平川町の産業廃棄物についてであります。
この大山に対し、行政代執行を行
い生活環境保全上の支障除去を行っていただいていることには、市に対して敬意を表
したいと思います。

要

しかしながら、産業廃棄物の山が残ってしまうことも事実です。

望

今回の地滑りが起こってしまったことは、予想出来なかった事態かもしれませんが、
今後このような事がおきないよう、先ほど環境局長から答弁を頂いたのり面の地滑り防

誉田駅北口線ですが来年度の全線供用と答弁を頂き地元としては利便性が図られ
ることに多いに期待いたしていります。

止対策を確実に、そして迅速に実施して頂く事を強く要望します。
また、行政代執行が終了した後は、管理責任が市でなく土地所有者に管理責任がも

更に誉田駅北口線の街路樹ですが誉田町２１５号線と同様に桜（ソメイヨシノ）
を２７

どるとのことですが、もう二度とこのような事態が起きないように、市による監視パト

年２月ごろ植栽して頂ける答弁を頂きありがたく思っています、予定通り事業を進めて

ロールの徹底を図ることを強く要望します。
また市民の税金を使い行政代執行を行っ

いただくよう、お願いいたします。

たわけですから行為者と排出事業者に対して責任追及を明確にし、少しでもこの費用
が回収出来るように、速やかに行政代執行費用の請求を進めるように要望しておきま
す。平川富士は平成７年頃この土地が元地主からの他の人に渡りその夏突如として重

質問 6

平川町の産業廃棄物について

ア 産業廃棄物支障除去業務での法面で地滑りが発生した原因及
び今後の防止対策について
①法面で地滑りが発生した原因については、整形工後に保護マットを
遮水シートの上に接着させながら全面を覆い、その上にセメントを
環境局長
混ぜた覆土材により覆土し、法尻に土留を設置していた。
しかしな
答弁
がら、
９月５日の集中豪雨で法尻の土留部分の遮水シートと覆土
材の間に雨水が溜まったことにより、覆土の一部が破断し、
この部分から地滑り
が発生したもの。
②次に、今後の防止対策については、遮水シートまでの雨水侵入が原因であること

機が入り、現在の面積に深さ１３メートル位の大きな穴を掘りその中にコンクリート殻
などが入っています、当時近くの住民より夜に殻を運び込んでいると写真を見せられ、
私も当局にも指導を頼んだ所でした。穴も一杯に成り、覆土してしばらくは静かでした
が、平成１３年６月に中間処理業の許可を取り、初めは周りのお年寄りを集め真面目に
仕分けをしていましたが平成１４年初め頃市の立ち入り検査を受け、平成１８年に８月
に許可取り消しとなりました。その後平成２０年３月に事業主が亡くなり２３年から自主
撤去など市の努力で始まり平成２４年１月３０日に熊谷市長の手で行政代執行が行わ
れまして現在に至るわけであります。
この産廃の山は地中にも深さ１３㍍のコンクリー
トの殻が入って居りますから地下１３㍍と地上１２㍍を合わせると２５㍍の産廃の殻が
眠ると言うことになりました。
こういう問題が二度と起きないように当局にしっかりと取
り組んで頂くことを強く願い今回の質問を終わります。ありがとうございました。

家庭ごみ手数料徴収（有料化）が平成２６年２月１日から始まります。

平成26年２月１日
以降は新しい袋で
排出をお願い
します。

この制度は、ごみを出す量に 〈新しい指定袋の価格〉
※消費税込み
応じて、ごみ処理費用の一部を
指定袋のサイズ 販売価格（１０枚セット） 1枚当たりの価格
負担していただく仕組みです。
ごみ処理費用の一部が含まれた
45ℓ
（特大）
３６０円
３６円
指定袋を購入することで、手数
30ℓ
（大）
240円
24円
可燃ごみ
料の納付になります。

20ℓ
（中）

不燃ごみ
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160円

16円

10ℓ
（小）

80円

8円

20ℓ
（大）

160円

16円

10ℓ
（小）

80円

8円

