公明党千葉市議会議員団 議会報告

トピ ツクス
◆幼児教育無償化へ 〜 保育所・幼稚園等の利用者負担を軽減

議 会 報 告

国の平成 28 年度予算案において、幼児教育無償化に向けた取組みの一環として、保育所・幼稚園
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等の利用者負担軽減措置が決定したことに伴い、千葉市の保育料、就園奨励費補助金も変わります！
※年収約 360 万円未満の世帯を対象として、以下の通り保護者負担が軽減されます。
（１）多子世帯

〜

（２）ひとり親世帯

◆千葉市の海に新たなにぎわいを！

第 2 子半額、第 3 子以降無料となる兄弟の年齢制限を撤廃（下図参照）
〜

第 1 子：全額→半額、第 2 子：半額→無料、第 3 子：無料（変更なし）

●4月15日に「港びらき」

（幼稚園就園奨励費の場合、非課税世帯は第 1 子から無料となります。）
※今後は更なる対象拡大を求めてまいります！

今からさかの ぼること20年。ＪＲ千 葉 み なと駅 南 側
の千葉中央港地区に「にぎわいのあるウォーターフロ
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この度、さん橋と旅客船ターミナル等複合施設がい
よいよ完成し、4月15日に「港びらき」を実施。緑地整
備や2基目のさん橋設置など残された事業もまだまだ
ありますが、千葉市の新たなにぎわい拠点として期待
されるところであります。

高速ジェット船による日帰りツアーが企画されておりま
すが、定期便や様々なツアー企画は順次公表される予
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定です。なお、7月下旬から8月下旬にかけては千葉県、
船橋市とタイアップの上、船橋市高瀬町さん橋、有明
さん橋を結ぶルートでの企画（マリンスポーツ体験、工
場夜景クルーズ、花火クルーズなど）も予定されてお
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また、ターミナル等複合施設は、高さ8.5ｍの大型
水槽を眺めながらシーフード料理を楽しめるレストラ
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日、17日にターミナル開港記念として伊豆大島までの
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ントを！」との思いで、県、市において訴えを続けてま

さて本題の旅客船の今後の運航については、4月16
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ミナル機能としての待合コーナーが一体となった民間
集客施設です。

●稲毛海浜公園にも！

旅客船ターミナル等複合施設（ケーズハーバー）

3月5日、稲毛海浜公園検見川地区に、 東京湾に沈む夕日などの絶景
が堪能できる「ザ・サーフオーシャンテラス」がオープンしました。公共
用地に民間活力による施設整備を行う官民連携事業の一環で進められた
ものです。
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施設は、レストラン・軽飲食施設、ホール（イベント・展示ホール）、バ
ンケット（披露宴会場などとしても利用できる集会場施設）からなっており
ます。一度、足を運んでみてはいかがでしょうか？

市政に関するご意見、ご要望など、みなさまの声をお聞かせください。
千葉市議会議員

酒井 伸二

〒260-0822 千葉市中央区蘇我 3-5-14

Tel /Fax.043-268-7120

http://chibashi.com http://www.facebook.com/sakai.cc e-mail:sakai@chibashi.com

海辺のグランドデザイン をもとに･･･
本年 3 月、千葉市における
「海辺のグランドデザイン」が策定されました。 三つの人工海浜及び千葉中
央港地区の活用について、民間活力を生かし早期にグランドデザインを策定すべき と私が議会質問で
訴えたのが 3 年前のことでありました。着々と進むこれらの取り組みに、是非ご期待ください。

2016 年３月議会

補正予算・新年度

平成28年度の予算は、過去最高規模の約8,372億円（一般会計、特別会計の合計）と今回
決定した補正予算・新年度予算には、これまでの議会質問など、議会活動をこととなりました。
以下にご紹介します。

◆医療と福祉

予算に組み込まれた主な事業
なりました。（詳細は別途発行される「市議会だより」等をご参照ください。）
通じて行ってきた政策提案、各種要望活動が実を結び多くの新しい施策が実施される
※（ ）内の数字が予算金額となっております。単位は「千円」です。

◆市民サービス・環境・防災
現在の区役所の市民課の窓口をベースとして、引越し（転居）、出生、婚姻などのライフイベントにかかわる

○特定不妊治療費助成（214,594）

複数の手続きを一つの窓口で受け付けて、証明書等の発行まで行えるようにするものです。（H29.1 〜）

初回の助成上限額を15万円→30万円に拡充し、新たに男性不妊治療費を助成します。
○がん検診（2,982）

例：市内在住の夫婦２人（会社員）に子どもが出生したケース・・・およそ１４分短縮

ピロリ菌検査の試行実施に向けたシステム改修等を行います。
○在宅医療介護対応薬剤師認定制度（206）

現在

在宅での服薬管理指導などを実施する薬剤師を市が認定します。

窓

○介護人材の確保（9,318）
初任者研修受講者への助成件数を拡充する他、人材確保に向けた
研修を充実します。
○介護ロボットの導入支援（54,000）
介護事業所が介護の負担を軽減する機器を導入する際、費用助成します。
○緊急通報システム整備（98,000）
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出生届、住民票の写し交付
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児童手当・特例給付認定請求、
子ども医療費助成受給券の交付
出生通知書

○証明書のコンビニ交付（114,647）

アルソックによる一人暮らし高齢者の見守りサービスです。

個人番号カードを利用して、住民票の写し・印鑑証明・戸籍証明・市県民税所得証明をコンビニエンスス
トア等に設置されているキオスク端末で取得できるようになります。（H29.1 〜）

◆子育て・教育

○防犯街灯のＬＥＤ化（303,768）

○保育所・幼稚園等の利用者負担軽減

町内自治会、商店街などが設置・管理する街灯をＬＥＤ化し、負担軽減を図ります。

詳細は別掲。

○耐震診断・改修助成（23,900）

○一時預かり施設の増設（178,964）

木造住宅や分譲マンションの耐震診断及び耐震改修費用の助成を拡充します。

一時預かりニーズに対応するため、実施施設を38→41か所に増

○緊急輸送道路沿道建築物耐震助成（37,500）

設します。

耐震診断に加え、改修・建替・除去費用を助成対象に拡大します。

○幼稚園等未就園児預かり事業補助（4,800）

○危機管理対策（26,556）

幼稚園等が実施する、保育所等を利用しない2歳児等の預かり事

国及び県の新たな被害想定を踏まえ、より詳細な被害想定調査・ハザードマップを作成配布します。

業に対し補助します。
○スクールカウンセラー活用（1,685）
スクールカウンセラー等への指導・助言を行う統括スーパーバイザーを新たに設置します。
○市立稲毛高校グローバルハイスクール化推進（10,000）

◆まちづくり
○都市アイデンティティの確立（19,404）
2015年度末に策定された都市アイデンティティ戦略プランに基

国による指定を受けて、国際的に活躍できるグローバルリーダーを育成します。

づき、千葉開府890年を記念する取組みなどを実施します。

○学校支援地域本部推進（446）

○東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み（80,549）

学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで学校を支援する体制を整備します。

通訳ボランティア育成講座の拡充、主要駅周辺の歩行者向け案
内図等の多言語対応、ロンドンパラリンピックのレガシー視察等

◆経済の活性化

を行います。その他、スポーツ振興ではパラリンピアンによる学

○ＭＩＣＥ
（マイス）の推進（67,960）

校訪問も行います。

国際会議の積極的誘致の他、大規模イベント開催に合わせ

○蘇我駅東口駅前広場再整備（3,500）

たにぎわいを創出します。

広場の再整備を図るため、事業方策の再検討を含めた基本設計

○外国人観光客・受入れ環境整備（1,500）

の修正を行います。

市内飲食店などの多言語対応（看板、メニューなど）や免

○生実町公園整備（71,900）

税店化、Wi-Fi環境の整備費を助成します。

千葉開府890年記念のポスター

長年の要望が実り、新年度中に新たな公園（3,792㎡）が整備されます。

○産業振興財団を活用した中小企業支援（29,514）

○西雷踏切の安全対策（12,500）

事業継続、販路拡大などコーディネーターを増員し、各種
支援を実施します。

口

ワンストップ窓口導入後

こちらも長年の要望が実り、歩道の新設に向けた作業（設計）が開始されます。
幕張でのレッドブルエアレース

今年も6月4〜5日に開催！

