
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【9 月議会の一般質問】  

（１）地域交流センター予定地の今後について 

【問】 住民投票により廃止となった地域交流センター予定地

（都市核北）は、議員発議による条例により、策定委員会

を設置し策定委員会の提案により市が周辺整備計画を立

てることとなっているが、策定委員会の開催状況は如何

か。H22 年 7 月を最後に議事録がないがそれ以降は開か

れなかったのか。 

【答】H21 年 10 月に設置され 2 年毎の更新で存続しています。

H22年 6月まで 6回開催され、委員会より委員会調査を行

うに当たり前提条件整備に関わる内容が第 1 回報告書と

して市長に提出されたところです。H22年 7月後は、開催さ

れていません。 

【問】市は計画素案を前もって出すことはせず、策定委員会から

の提案がなければこの土地の整備は進まないと思ってよ

いか。 

【答】その通りです。 

【問】H22 年 6 月に策定委員会より報告書が提出され、その内

容は、①地域交流センター計画の初期段階から住民投票

までの経緯、及び行政手続き、市民への説明経過につい

て検証する。②基本方針については、市政全般ではなく

「都市核北周辺地区整備計画」についての基本方針と解

釈する。③「都市核北周辺地区整備計画」における整備範

囲は、地域交流センター予定地に絞って検討する。でし

た。この中の①に時間を要しているとのことだが、市が検

証していなのか、策定委員会が行っていないのか。 

【答】市が検証するのに期間を要している。 

（２）市営霊園ついて 

【問】一般墓地の利用が終了したが、今までの霊園事業の収

支状況は如何か。 

【答】（H7年からの第 2期分）土地購入費 18億 9千万、墓地整

備費 20億 8千万、合計 39億 7千万円に対して墓地使用

料は 17億 4千万円です。管理運営費は 7億 8千万かかっ

ているのに対して、収入（管理手数料）は 2 億 4 千万円で

不足分は市の繰り出しとなっています。 

【問】今後の取組についてはどのようにするのか。もし新たに整

備するとしたら何年かかるか。 

【答】次期総合計画の中で今後の霊園整備の位置付けを検討

していきたい。まず需要動向を調査していきます。新たに整

備することとなった場合はアンケートなどの調査は 1 年で出

来ますが、その後、計画整備工事等の準備に 2,3 年以上は

かかると思われます。 

【その他の項目】 

・ ごみ処理について 

・ 公共施設整備計画について 

 

 

 

プロフィール 
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☆南小学校の普通教室が足りなくなる！ 

1、現在の生徒数と学級数    H25,5.1現在 

 児童数  323名 

 学級数  14学級（普通学級 12、特別支援学級 2） 

 必要教室数  13教室 （普通教室+特別支援学級 1） 

※ 現在も特別教室を使用している。 

2、今後の推移 

A（1，2年 35人学級、3～6年 38人学級の場合） 

B（1年 35人２～6年 40人学級の場合） 

 

 

  

 

 

3、今後の対応策 

①学区編成・・・八木原小学校には 10 教室の余裕がある。し

かし保護者の気持ちは絶対反対！ 

②特別教室改修・・・最大 3教室しかない    

③仮設校舎建設・・・2年の建設準備期間が必要 

※ もねの里の住宅張付き推計が大変甘かったと言わざる

を得ない。市は責任持って対応すべきと思う! 

    H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

  児童数 330 394 434 478 497 530 527 516 

A 必要教室数 13 15 15 17 18 19 19 19 

B 必要教室数 13 14 15 15 16 17 19 18 

 

☆保育園新設で待機児童０へ！ 

１１月１日から願書受け付けます。 

鹿渡地先に６０名定員の仮称「ミルキーホーム四街道園」が

平成２６年４月１日オープンします。 

延長保育、障がい児保育、地域子育て支援事業なども行う

予定です。 

 

☆防犯カメラ新規設置 

「ひったくり犯罪」の減少を目的に、昨年３４台に引き

続き新たに市内 30箇所に設置。合計６４台の稼働によ

り更なる犯罪の抑止効果と犯罪が発生した場合におけ

る事件の早期解決に期待。ひったくり件数が平成２４年

（２７件）は前年度より９件減少しました。映像は７日間

の保存が可能。記録設置場所の選定は四街道警察署

との協議により JR四街道駅より南側に重点配置するこ

とで、昨年度設置のカメラと併せ、市内全体をバランス

よくカバーすることが出来ます。 



ゆるキャラグランプリ 2013（2013.9.17-11.8） 

「よつぼくん」に投票しよう!  今年誕生したドラマチッ

ク四街道プロジェクトナビゲーターの「よつぼくん」で

す。ゆるキャラグランプリにエントリーしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談はお気軽に！

423-5599 

次回の議会予定 

11月 25日（月）     開会 

12月 4日～12日  一般質問 

12月 18日（水）    閉会 

傍聴にいらして下さい。 

☆LED防犯灯への更新始動！ 

１、公募型提案方式により実施事業体を決定 

①リース会社②調査会社③製造業者が三位一体となった

JV の組織を条件に公募した結果、①東京センチュリーリース

②パナソニック ESエンジニアリング③パナソニックと契約。 

２、 導入調査については、市内の地理条件に精通した人材

の確保 、並びに地元雇用の観点から「四街道シルバー人材

センター」に依頼。 

３、導入については本年 11 月ごろより、概ね来年 1 月末まで

の期間。交換についてはリース業者と市内電気事業者間によ

る請負を締結し 100%市内業者により工事が実施される。 

（H25年 11月 4000基、12月 3000基、H26年 1月 1500基） 

４、維持管理作業の内容は 

リース期間中の維持管理においても市内

電気業者により管理することとなる。品質保

証は10年、修理対応10年、災害時対応は保

険適用。 

          ※ 水銀灯から LED 照明に替えると消費電

力で約６０％、二酸化炭素の排出量で約８３％

削減できます。又、約３．３倍長持ちすると言わ

れています。 

 

☆ 議会基本条例案まとまる！ 

■住民代表機関である議会の役割は、長の税の執行の適

性をチェックすることと、「住民意思を代表し政策を形成する」

ことです。条例提案権は長と議会にありますが、制定権を持

っているのは議会だけです。 

 

■ところが、条例提案はほとんどが長によって提案されてい

ます。だから、住民が議会を単なる長の「追認機関」と判断さ

れても無理からぬところがありました。こんなところから議会

不要論へと発展するなど、議会不信が生じてきました。 

 

■議会不信を払しょくするためにも、住民の代表として、議会

は長と住民とどのように向き合うのか。真の地方自治を実現

するためのルールである「議会基本条例」策定が求められ、

本市に於いても長きに亘り調査研究してまいりました。 

 

■この度ようやく第一歩として素案をまとめる運びとなりまし

た。10 月 3 日より 31 日まで市民の皆様の意見も伺っており

ます（パブリックコメント）。素案は議会事務局、あるいは市の

HPで見ることができます。10月19日（土）には住民説明会が

行われる運びとなりました。 

☆市庁舎整備特別委員会が議会に設置 

市橋誠二郎議員を委員長として７名の委員で構成。 

庁舎の改修・改築については市役所機能を維持し、防災拠点

として市民生活の安全・安心を確保するため、又市勢の発展

の為にも、早急な対応が求められています。すでに四街道市

庁舎整備検討委員会から基本計画案が提出されています

が、この９月議会において多くの 

議員から、様々な意見が出され 

ました。議会としても３８億円相 

当の予算が提示されています 

ので、特別委員会において市民 

の理解が得られるような内容を 

調査研究していきます。 

☆今後のごみ処理施設 

 現クリーンセンターにつきましては、みそら自治会との協

議・協定書により平成 27年 3月を持って操業停止となってい

ることから、これまで佐倉市・酒々井町清掃組合への加入に

向けた協議を進めておりました。しかし加入を断念すること

になり、今後は、本市単独でごみ処理の検討をしなければな

らなくなりました。 

市は「期限を明記しない操業継続」をみそら自治会に提案

しており、 現在はみそら自治会の中で、クリーンセンターに

ついての考え方を検討しております。 

 議会としましては、 特別委員会においてごみの減量化、

経費の削減、リサイクルセンター、の整備等について検討を

進めてまいります。 

☆鷹の台に隣接する墓地問題 

9月 27日の議会最終日に「鷹の台に隣接する吉岡地区における墓地等の建設計画に反対する決

議案」が全会一致で可決されました。今後も鷹の台自治会の内部組織である「鷹の台に隣接する墓

地等建設反対協議会」（10月 4日に市長に対し 3,500名余りの署名を添えて、要望書を提出）の思 

いに添って取組んで参ります。 


