
目－1

令和元年１２月第３回八街市議会定例会会議録（第１号～６号）

…………………………………………………

目 次

第１号（１１月２９日）

出席議員……………………………………………………………………………………… １

欠席議員……………………………………………………………………………………… １

説明のための出席者………………………………………………………………………… １

事務局出席者………………………………………………………………………………… ２

議事日程……………………………………………………………………………………… ３

会議録署名議員の指名……………………………………………………………………… ４

会期の決定…………………………………………………………………………………… ４

議案の上程…………………………………………………………………………………… ５

議案第１号 指定管理者の指定について

議案第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度八街市一般会計

補正予算）

議案第３号 八街市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に

ついて

議案第４号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

議案第５号 八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第６号 八街市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

議案第７号 八街市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第８号 八街市下水道事業の設置等に関する条例の制定について

議案第９号 令和元年度八街市一般会計補正予算について

議案第 10号 令和元年度八街市国民健康保険特別会計補正予算について

議案第 11号 令和元年度八街市介護保険特別会計補正予算について

議案第 12号 令和元年度八街市下水道事業特別会計補正予算について

議案第 13号 令和元年度八街市水道事業会計補正予算について

議案第 14号 八街市一般職の職員の給与等に関する条例及び八街市一般職の任期付

職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 15号 八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

休会の件……………………………………………………………………………………… ８

散 会……………………………………………………………………………………… ９

本日の会議に付した事件…………………………………………………………………… １０



目－2

第２号（１２月４日）

出席議員……………………………………………………………………………………… １１

欠席議員……………………………………………………………………………………… １１

説明のための出席者………………………………………………………………………… １１

事務局出席者………………………………………………………………………………… １２

議事日程……………………………………………………………………………………… １３

議案の上程…………………………………………………………………………………… １４

議案第 16号 元年度八街市一般会計補正予算について

個人質問

角 麻子君の質問（子ども達の安全対策）…………………………………………… １５

（市民サービス向上）……………………………………………… １８

（健康促進）………………………………………………………… ２０

木内文雄君の質問（ＪＲ八街駅北口問題について）………………………………… ２２

（災害対策について）……………………………………………… ２３

（県道７７号線について）………………………………………… ２６

栗林澄惠君の質問（ＳＤＧｓの実現について）……………………………………… ２７

（公共交通機関について）………………………………………… ２９

（荒廃林野の整備について）……………………………………… ３１

（窓口業務のワンストップサービスについて）………………… ３２

（企業誘致について）……………………………………………… ３３

小向繁展君の質問（道路の冠水や住宅の浸水被害の防止策について）…………… ３４

（上水道の延伸について）………………………………………… ４０

（線引きについて）………………………………………………… ４１

（未病対策について）……………………………………………… ４３

小川喜敬君の質問（安全で安心な街づくり）………………………………………… ４５

（心の豊かさを感じる街づくり）………………………………… ５０

（市のイメージ戦略について）…………………………………… ５０

山田雅士君の質問（教育問題）………………………………………………………… ５３

延 会……………………………………………………………………………………… ６１

本日の会議に付した事件…………………………………………………………………… ６２

第３号（１２月５日）

出席議員……………………………………………………………………………………… ６３

欠席議員……………………………………………………………………………………… ６３

説明のための出席者………………………………………………………………………… ６３



目－3

事務局出席者………………………………………………………………………………… ６４

議事日程……………………………………………………………………………………… ６５

個人質問

小菅耕二君の質問（豊かな街づくり）………………………………………………… ６６

（安心な子育て）…………………………………………………… ６９

（安全なまちづくり）……………………………………………… ７１

木村利晴君の質問（安全、安心な街づくり）………………………………………… ７３

（教育問題）………………………………………………………… ７８

山口孝弘君の質問（安心・安全な街づくり（今回の災害を教訓に、どう次に繋げ

るのか））…………………………………………………………… ７９

京増藤江君の質問（教育環境の充実）………………………………………………… ９２

丸山わき子君の質問（災害に強いまちづくりを）…………………………………… １０４

（市民が安心してくらせる公共交通の充実を）……………… １１６

延 会……………………………………………………………………………………… １１８

本日の会議に付した事件…………………………………………………………………… １１９

第４号（１２月６日）

出席議員……………………………………………………………………………………… １２１

欠席議員……………………………………………………………………………………… １２１

説明のための出席者………………………………………………………………………… １２１

事務局出席者………………………………………………………………………………… １２２

議事日程……………………………………………………………………………………… １２３

個人質問

小澤孝延君の質問（福祉基盤の整備）………………………………………………… １２４

（地域活性化）……………………………………………………… １２８

加藤 弘君の質問（台風１５号、１９号、２１号時の各種被害について）……… １３６

（避難施設との連絡について）…………………………………… １４１

（災害時の医療体制について）…………………………………… １４３

（備蓄倉庫について）……………………………………………… １４５

（自主防災組織について）………………………………………… １４７

（災害への対応と復興・復旧について）………………………… １４８

小髙良則君の質問（台風、豪雨災害について）……………………………………… １５０

石井孝昭君の質問（農業委員及び農地利用最適化推進委員について）…………… １６２

（台風による農業被害について）………………………………… １６５

（被災農業者対策について）……………………………………… １７１

（災害復旧対策について）………………………………………… １７３



目－4

新見 準君の質問（公共交通機関問題）……………………………………………… １７８

（医療機関問題）…………………………………………………… １７９

桜田秀雄君の質問（地球温暖化問題）………………………………………………… １８１

（防災問題）………………………………………………………… １８４

（監査制度）………………………………………………………… １９２

休会の件……………………………………………………………………………………… １９５

散 会……………………………………………………………………………………… １９５

本日の会議に付した事件…………………………………………………………………… １９６

第５号（１２月１０日）

出席議員……………………………………………………………………………………… １９７

欠席議員……………………………………………………………………………………… １９７

説明のための出席者………………………………………………………………………… １９７

事務局出席者………………………………………………………………………………… １９８

議事日程……………………………………………………………………………………… １９８

議案第１号 指定管理者の指定について……………………………………………… ２００

質疑

委員会付託…………………………………………………………………………………… ２００

議案第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度八街市

一般会計補正予算）

議案第３号 八街市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の制定について

議案第４号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

議案第５号 八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第６号 八街市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

議案第７号 八街市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について

議案第８号 八街市下水道事業の設置等に関する条例の制定について

議案第９号 令和元年度八街市一般会計補正予算について

議案第 10号 令和元年度八街市国民健康保険特別会計補正予算について

議案第 11号 令和元年度八街市介護保険特別会計補正予算について

議案第 12号 令和元年度八街市下水道事業特別会計補正予算について

議案第 13号 令和元年度八街市水道事業会計補正予算について

議案第 14号 八街市一般職の職員の給与等に関する条例及び八街市一般



目－5

職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

議案第 15号 八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

議案第 16号 令和元年度八街市一般会計補正予算について

質疑

京増藤江君の質疑………………………………………………………………………… ２００

丸山わき子君の質疑……………………………………………………………………… ２０６

委員会付託…………………………………………………………………………………… ２１３

休会の件……………………………………………………………………………………… ２１４

散 会……………………………………………………………………………………… ２１４

本日の会議に付した事件…………………………………………………………………… ２１５

第６号（１２月２０日）

出席議員……………………………………………………………………………………… ２１７

欠席議員……………………………………………………………………………………… ２１７

説明のための出席者………………………………………………………………………… ２１７

事務局出席者………………………………………………………………………………… ２１８

議事日程……………………………………………………………………………………… ２１８

議案第１号 指定管理者の指定について……………………………………………… ２２０

加藤弘文教福祉常任委員長の報告……………………………………………………… ２２０

質疑…………………………………………………………………………………………… ２２１

討論…………………………………………………………………………………………… ２２１

採決

議案第１号 指定管理者の指定について……………………………………………… ２２１

議案第３号 八街市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の制定について

議案第４号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第５号 八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第６号 八街市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

議案第７号 八街市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について

議案第８号 八街市下水道事業の設置等に関する条例の制定について

議案第９号 令和元年度八街市一般会計補正予算について



目－6

議案第 10号 令和元年度八街市国民健康保険特別会計補正予算について

議案第 11号 令和元年度八街市介護保険特別会計補正予算について

議案第 12号 令和元年度八街市下水道事業特別会計補正予算について

議案第 13号 令和元年度八街市水道事業会計補正予算について

議案第 14号 八街市一般職の職員の給与等に関する条例及び八街市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

議案第 15号 八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

議案第 16号 令和元年度八街市一般会計補正予算について

木村利晴総務常任委員長の報告………………………………………………………… ２２２

質疑…………………………………………………………………………………………… ２２５

加藤弘文教福祉常任委員長の報告……………………………………………………… ２２５

質疑…………………………………………………………………………………………… ２２８

角麻子経済建設常任委員長の報告……………………………………………………… ２２８

質疑…………………………………………………………………………………………… ２３１

討論

丸山わき子君の討論……………………………………………………………………… ２３１

京増藤江君の討論………………………………………………………………………… ２３３

採決

議案第３号 八街市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の制定について…………………………………………………………… ２３４

議案第４号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について………………………………… ２３４

議案第５号 八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて……………………………………………………………………… ２３４

議案第６号 八街市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について……………… ２３４

議案第７号 八街市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について………………………………………………… ２３４

議案第８号 八街市下水道事業の設置等に関する条例の制定について…………… ２３５

議案第 14号 八街市一般職の職員の給与等に関する条例及び八街市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について………………………………………………………… ２３５

議案第 15号 八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について………………………………………………… ２３５

議案第９号 令和元年度八街市一般会計補正予算について………………………… ２３５



目－7

議案第 10号 令和元年度八街市国民健康保険特別会計補正予算について………… ２３５

議案第 11号 令和元年度八街市介護保険特別会計補正予算について……………… ２３５

議案第 12号 令和元年度八街市下水道事業特別会計補正予算について…………… ２３６

議案第 13号 令和元年度八街市水道事業会計補正予算について…………………… ２３６

議案第 16号 令和元年度八街市一般会計補正予算について………………………… ２３６

閉 会……………………………………………………………………………………… ２３７

本日の会議に付した事件…………………………………………………………………… ２３８

参考資料

一般質問要旨………………………………………………………………………………… ２４０





八街市告示第１１８号

令和元年第３回八街市議会定例会を次のとおり招集する。

令和元年１１月２１日

八街市長 北 村 新 司

１．招集の日時 令和元年１１月２９日 午前１０時

２．招集の場所 八街市役所 議事堂


