
発議 第１ ７号  

 
 

流山 市議 会会 議規 則の 一部 を改 正す る規 則の 制定 につ いて  
この こと につ いて 、別 紙の とお り地 方自 治法 （昭 和２ ２年 法律 第６ ７

号） 第１ １２ 条及 び流 山市 議会 会議 規則 第１ ４条 第２ 項の 規定 によ り提

出し ます 。  

 
   平 成 ２ ４年 １０ 月９ 日提 出  

 
              提出 者       
              議会 運営 委員 長  松尾  澄 子  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
提案 理由  

地方 自治 法の 一部 を改 正す る法 律（ 平成 ２４ 年法 律第 ７２ 号）の 施行

に伴 い、本 会議 に おけ る公 聴会 の開 催及 び参 考人 の招 致を 行う こと がで

きる こと と改 正さ れた こと から、 流 山市 議会 会議 規則 の一 部を 改正 する

もの であ る。  



流山 市議 会会 議規 則の 一部 を改 正す る規 則  
流山 市議 会会 議規 則（ 昭和 ４２ 年流 山市 議会 規則 第１ 号） の一 部を 次

のよ うに 改正 する 。  
目次 中「 第９ 節  会議 録（ 第７ ８条 ―第 ８２ 条）」を  

「  
第９ 節  公聴 会、 参考 人（ 第７ ８条 ―第 ８４ 条）  

 に 、「 第８ ３条  
第１ ０節  会 議録 （第 ８５ 条― 第８ ９条 ）  

                        」  
― 第 ８ ７ 条 」 を 「 第 ９ ０ 条 ― 第 ９ ４ 条 」 に 、「 第 ８ ８ 条 ― 第 １ ０ ４ 条 」

を 「 第 ９ ５ 条 ― 第 １ １ １ 条 」 に 、「 第 １ ０ ５ 条 ・ 第 １ ０ ６ 条 」 を 「 第 
１１ ２条・第 １１ ３条 」に 、「 第１ ０７ 条― 第１ １８ 条」を「第 １１ ４ 条

―第 １２ ５条」に 、「第 １１ ９条・第１ ２０ 条」を「 第１ ２６ 条・第 １ ２

７条」に 、「 第１ ２ １条 ―第 １３ １条 」 を 「第１ ２８ 条 ―第 １３ ８条」に 、

「 第 １ ３ ２ 条 ― 第 １ ３ ８ 条 」 を 「 第 １ ３ ９ 条 ― 第 １ ４ ５ 条 」 に 、

「 第 １ ３ ９ 条 ― 第 １ ４ ３ 条 」 を 「 第 １ ４ ６ 条 ― 第 １ ５ ０ 条 」 に 、「 第 
１４ ４条 ―第 １５ ２条 」を「 第 １ ５ １条 ―第 １５ ９条 」に 、「第 １５ ３ 条

― 第 １ ５ ８ 条 」 を 「 第 １ ６ ０ 条 ― 第 １ ６ ５ 条 」 に 、「 第 １ ５ ９ 条 」 を

「第１６６条」に、「第１６０条」を「第１６７条」に、「第１６１条」 
を「 第１ ６８ 条」 に改 める 。  

第１ ７条 中「 法第 １１ ５条 の２ 」を 「法 第１ １５ 条の ３」 に改 める 。  
第３ ７条 第１ 項中 「第 １３ ４条 」を 「第 １４ １条 」に 改め る。  
第１ ６１ 条を 第１ ６８ 条と する 。  
第８ 章中 第１ ６０ 条を 第１ ６７ 条と する 。  
第７ 章中 第１ ５９ 条を 第１ ６６ 条と する 。  
第６ 章中 第１ ５８ 条を 第１ ６５ 条と し、 第１ ５４ 条か ら第 １５ ７条 ま

でを ７条 ずつ 繰り 下げ る。  
第１ ５３ 条第 ２項 ただ し書 中「第 １ ０６ 条」を「 第１ １３ 条」に 改め 、

同条 を第 １６ ０条 とす る。  
第５ 章中 第１ ５２ 条を 第１ ５９ 条と し、 第１ ４４ 条か ら第 １５ １条 ま

でを ７条 ずつ 繰り 下げ る。  
第４ 章中 第１ ４３ 条を 第１ ５０ 条と し、 第１ ３９ 条か ら第 １４ ２条 ま

でを ７条 ずつ 繰り 下げ る。  

 



第３ 章中 第１ ３８ 条を 第１ ４５ 条と し、 第１ ３２ 条か ら第 １３ ７条 ま

でを ７条 ずつ 繰り 下げ る。  
第２章第６節中第１３１条を第１３８条とし、第１２１条から第１３０

条ま でを ７条 ずつ 繰り 下げ る。  
第２ 章第 ５節 中第 １２ ０条 を第 １２ ７条 とし 、第 １１ ９条 を第 １２ ６

条と する 。  
第２章第４節中第１１８条を第１２５条とし、第１０７条から第１１７

条ま でを ７条 ずつ 繰り 下げ る。  
第２ 章第 ３節 中第 １０ ６条 を第 １１ ３条 とし 、第 １０ ５条 を第 １１ ２

条と する 。  
第２ 章第 ２節 中第 １０ ４条 を第 １１ １条 とし 、第 ９９ 条か ら第 １０ ３

条ま でを ７条 ずつ 繰り 下げ る。  
第９ ８条 第２ 項中 「法 第１ ０９ 条の ２第 ４項 」を 「法 第１ ０９ 条第 ３

項」 に改 め、 同条 を第 １０ ５条 とす る。  
第９ ７条 を第 １０ ４条 とし 、第 ８８ 条か ら第 ９６ 条ま でを ７条 ずつ 繰

り下 げる 。  
第２ 章第 １節 中第 ８７ 条を 第９ ４条 とし 、第 ８３ 条か ら第 ８６ 条ま で

を７ 条ず つ繰 り下 げる 。  
第１ 章第 ９節 中第 ８２ 条を 第８ ９条 とし 、第 ７８ 条か ら第 ８１ 条ま で

を７ 条ず つ繰 り下 げる 。  
第１ 章中 第９ 節を 第１ ０節 とし 、第 ８節 の次 に次 の１ 節を 加え る。  

第９ 節  公聴 会、 参考 人  
（公 聴会 開催 の手 続）  

第７ ８条  会 議に おい て公 聴会 を開 く議 決が あっ たと きは 、議 長は 、そ

の日 時 、場 所及 び 意見 を 聴こ うと す る案 件 その 他必 要 な事 項 を公 示す

る。  
（意 見を 述べ よう とす る者 の申 出）  

第７ ９条  公 聴会 に出 席し て意 見を 述べ よう とす る者 は、 文書 であ らか

じめ そ の理 由及 び 案件 に 対す る賛 否 を 議 長 に申 し出 な けれ ば なら ない 。 
（公 述人 の決 定）  

第８ ０条  公 聴会 にお いて 意見 を聴 こう とす る利 害関 係者 及び 学識 経験

者等（以 下「 公述 人」とい う。）は 、あ らか じめ 文書 で申 し出 た者 及び

その 他 の者 の中 か ら、 議 会に おい て 定め 、 議長 から 本 人に そ の旨 を 通



知す る。  
２  あら かじ め申 し出 た者 の中 に、 その 案件 に対 して 、賛 成者 及び 反対

者が あ ると きは 、 一方 に 偏ら ない よ うに 公 述人 を選 ば なけ れ ばな らな

い。  
（公 述人 の発 言）  

第８ １条  公 述人 が発 言し よう とす ると きは 、議 長の 許 可 を得 なけ れば

なら ない 。  
２  公述 人の 発言 は、 その 意見 を聴 こう とす る案 件の 範囲 を超 えて はな

らな い。  
３  公述 人の 発言 がそ の範 囲を 超え 、又 は公 述人 に不 穏当 な言 動が ある

とき は、 議長 は、 発言 を制 止し 、又 は退 席さ せる こと がで きる 。  
（議 員と 公述 人の 質疑 ）  

第８ ２条  議 員は 、公 述人 に対 して 質疑 をす るこ とが でき る。  
２  公述 人は 、議 員に 対し て質 疑を する こと がで きな い。  

（代 理人 又は 文書 によ る意 見の 陳述 ）  
第８ ３条  公 述人 は、 代理 人に 意見 を述 べさ せ、 又は 文書 で意 見を 提示

する こ とが でき な い。 た だし 、議 会 が特 に 許可 した 場 合は 、 この 限り

でな い。  
（参 考人 ）  

第８ ４条  会 議に おい て参 考人 の出 席を 求め る議 決が あっ たと きは 、議

長は 、 参考 人に そ の日 時 、場 所及 び 意見 を 聴こ うと す る案 件 その 他 必

要な 事項 を通 知し なけ れば なら ない 。  
２  参考 人に つい ては 、前 ３条 の規 定を 準用 する 。  

別表 中「（第 １５ ９条 関係 ）」 を「（ 第１ ６６ 条関 係）」に 改め る。  
附  則  

この 規則 は、 公布 の日 から 施行 する 。  

 
 
  



発議 第１ ８号  

 
 

我が 国の 領土 と主 権を 守る 意見 書に つい て  
 

上記 の議 案を 別紙 のと おり 、流 山市 議会 会議 規則 第１ ４条 第１ 項の 規

定に より 提出 しま す。  

 
平成 ２４ 年１ ０月 ９日 提出  

 

      提  出  者  
流山 市議 会議 員  中村  彰 男  

 

 

 
賛  成  者  

流山 市議 会議 員  松田  浩 三  

〃     中 川  弘  

〃     海 老原  功 一  

〃     根 本  守  

〃     伊 藤  實  

  



我が 国の 領土 と主 権を 守る 意見 書  

 
８ 月 １ ５ 日 、 香 港 の 民 間 団 体 で あ る 「 保 釣 行 動 委 員 会 」 の 船 が わ が 国

領海 に侵 入し 、乗 組員 の一 部が 、尖 閣諸 島の 魚釣 島に 不法 上陸 した 。  
今 回 の 不 法 上 陸 に 関 し て は 事 前 の 予 告 が あ り 、 政 府 と し て 対 応 方 針 を

定め てい たは ずで ある にも 関わ らず 、み すみ す不 法上 陸を 許す 結果 とな

った 。こ れら に対 する 一連 の政 府対 応は 、わ が国 の国 家主 権も 守れ ない

愚行 と言 わざ るを 得な い。 また 、海 上保 安庁 艦船 に対 しレ ンガ 等を 投て

きす るな ど、 違法 行為 を犯 した 可能 性が 極め て高 いに も関 わら ず、 出入

国管 理法 及び 難民 認定 法第 ６５ 条に よる 強制 送還 とし たこ とは 極め て遺

憾で ある 。  
民 主 党 政 権 が 一 昨 年 の 中 国 漁 船 に よ る 海 上 保 安 庁 艦 船 へ 体 当 た り し た

事件 で船 長を 「那 覇地 裁の 判断 」と して 無罪 放免 して 以来 、わ が国 固有

の領 土の 島々 に対 する 相次 ぐ外 国国 家元 首の 不法 上陸 を許 す事 態に まで

至っ てい る。 現政 権の 外交 政策 は国 益を 損な い続 けて おり 、わ が国 の外

交及 び危 機管 理に おい て歴 史上 の数 々の 汚点 を残 して しま った 。今 回の

事件 も民 主党 政権 の国 家観 や外 交姿 勢の 欠如 が招 いた もの と言 わざ るを

得な い。  
よ っ て 、 流 山 市 議 会 は 、 日 本 の 国 家 主 権 を 断 固 と し て 守 る た め に 、 以

下の 項目 の速 やか な実 行を 国会 及び 政府 に強 く求 める 。  
 
１  我が 国領 土へ の不 法上 陸に つい て関 係国 に対 し、 断固 たる 抗議 を行

うと とも に再 発防 止を 強く 求め るこ と。  
２  尖閣 諸島 をは じめ とす る我 が国 の領 土・ 領海 を守 るた めの 法制 度の

整備、警備 体制・方針 の根 本的 な見 直し、関係 機関 の 連携、装備・人

員の 拡充 を急 ぐこ と。  
３  歴史 的・ 国際 法的 にも 明ら かな 我が 国固 有の 領土 であ り、 そも そも

領土 問題 は存 在し ない とい う明 確な 事実 を国 際社 会に 示す こと 。  
 

以上 、地 方自 治法 第９ ９ 条 の規 定に 基づ き、 意見 書を 提出 する 。  
 

平成 ２４ 年１ ０月 ９日  
 

衆議 院議 長  横路  孝 弘  様  
参議 院議 長  平田  健 二  様  
内閣 総理 大臣  野田  佳 彦  様  
国土 交通 大臣  羽田  雄 一郎  様  
防衛 大臣   森本  敏  様  
法務 大臣   田中  慶 秋  様  
財務 大臣   城島  光 力  様  
外務 大臣   玄葉  光 一郎  様  
内閣 官房 長官   藤村  修  様  

千葉 県流 山市 議会  
 



発議 第１ ９号  

 
 

尖閣 諸島・ 竹島 の 領土 問題 は冷 静な 外交 努力 での 解決 を求 める 意  
見書 につ いて  

 
上記 の議 案を 別紙 のと おり 、流 山市 議会 会議 規則 第１ ４条 第１ 項の 規

定に より 提出 しま す。  

 
平成 ２４ 年１ ０ 月 ９日 提出  

 

      提  出  者  
流山 市議 会議 員  乾  紳一 郎  

 

 

 
賛  成  者  

流山 市議 会議 員  植田  和 子  

〃     徳 増  記代 子  

〃     小 田桐  仙  

 

  



尖閣 諸島 ・竹 島の 領土 問題 は冷 静な 外交 努力 での 解決 を求 める 意見 書  

 
 尖 閣諸 島や 竹島 の領 土問 題を めぐ り、 日中 ・日 韓の 間で 激し い言 動や

行動 が続 いて いる が、 関係 を悪 化さ せる 対応 は、 いず れの 国の 政府 も厳

しく 慎ま なけ れば 、問 題を 解決 する こと には なら ない 。  
 尖 閣諸 島も 竹島 も日 本の 領有 には 歴史 的な 根拠 があ り、 その 正当 性を

日中 ・日 韓間 の冷 静な 話し 合い の中 で、 日本 政府 は理 を尽 くし 、堂 々と

主張 すべ きで ある 。尖 閣諸 島と 竹島 をめ ぐる 問題 は、 それ ぞれ 性格 が異

なり 解決 方法 も異 なる が、 領土 問題 はい かな る場 合で も、 歴史 的事 実と

国際 法上 の道 理に 基づ き、 冷静 に議 論す るこ とで 解決 する こと が求 めら

れて いる 。  
 よ って 、本 市議 会は 国に 対し 、尖 閣諸 島・ 竹島 の領 土問 題は 、冷 静な

外交 努力 によ って 解決 を図 るよ う強 く求 める もの であ る。  
 以 上、 地方 自治 法第 ９９ 条の 規定 によ り意 見書 を提 出す る。  

  
平成 ２４ 年１ ０月 ９ 日  

 
衆議 院議 長  横路  孝 弘  様  
参議 院議 長  平田  健 二  様  
内閣 総理 大臣  野田  佳 彦  様  
外務 大臣   玄葉  光 一郎  様  

 
千葉 県流 山市 議会  

  



発議 第２ ０号  

 
 

流山 本町 界隈 を自 動車 制限 速度 ３０ ㎞／ h の実 現を 求 める 意見 書  
につ いて  

 
上記 の議 案を 別紙 のと おり 、流 山市 議会 会議 規則 第１ ４条 第１ 項の 規

定に より 提出 しま す。  

 
平成 ２４ 年１ ０月 ９日 提出  

 

      提  出  者  
流山 市議 会議 員  青野  直  

 

 

 
賛  成  者  

流山 市議 会議 員  笠原  久 恵  

〃     森  亮 二  

〃     宮 田  一成  

〃     山 崎  専司  

〃     松 野  豊  



流山 本町 界隈 を自 動車 制限 速度 ３０ ㎞／ h の実 現を 求 める 意見 書  

 
 流 山本 町界 隈は 、江 戸川 の清 流と みり んの 発祥 の地 とし てば かり でな

く、 神社 仏閣 をは じめ 数多 くの 歴史 的資 源が 点在 した 古い 街並 みが 残さ

れて おり 、地 域住 民ば かり では なく 市内 外か ら数 多く の観 光客 も訪 れて

いる 。  
折か ら、 流山 市で は流 山本 町・ 利根 運河 ツー リズ ム構 想を はじ めと し

て流 山市 景観 条例 の中 に、 景観 重点 地域 とし て流 山本 町・ 利根 運河 を追

加し 、両 地域 に見 られ る史 跡、 旧跡 など 歴史 的な 観光 資源 や豊 かな 自然

を活 用し て観 光事 業の 積極 的な 展開 を図 って いる 。  
 こ うし た矢 先に 、全 国各 地で は痛 まし い交 通事 故が 相次 ぐ中 、渋 滞の

激し い流 山橋 を一 刻も 早く 通過 しよ うと 、流 山橋 周辺 の狭 い生 活道 路に

侵入 する 自動 車が 後を 絶た ず、 沿線 住民 の日 常生 活が 脅か され てい るば

かり でな く、 観光 客も 危険 にさ らさ れて いる のが 実態 であ る。  
 こ うし た現 状に 鑑み たと き、 流山 本町 界隈 の最 大の 課題 は、 そこ に暮

らす 住民 と市 内外 から 訪れ る多 くの 方々 を交 通事 故か ら守 るた めの 安心

安全 な交 通対 策が 求め られ てい る。  
 よ って 、千 葉県 をは じめ 千葉 県公 安委 員会 は、 流山 本町 界隈 にお ける

交通 対策 につ いて 万全 を期 して いた だき たく 強く 求め る。  
 以 上、 地方 自治 法第 ９９ 条の 規定 によ り意 見書 を提 出す る。  

 
平成 ２４ 年１ ０月 ９日  

 
 千  葉  県  知  事    森 田  健作  様  
 千 葉県 公安 委員 会委 員長  石 川  次郎  様  

 
                        千葉 県流 山市 議会  

 
  



発議 第２ １号  

 
 

自治 体に お ける 防 災・ 減災 の ため の 事業 に対 す る国 の 財政 支援 を

求め る意 見書 につ いて  

 
上記 の議 案を 別紙 のと おり 、流 山市 議会 会議 規則 第１ ４条 第１ 項の 規

定に より 提出 しま す。  

 
平成 ２４ 年１ ０ 月 ９日 提出  

 

      提  出  者  
流山 市議 会議 員  松尾  澄 子  

 

 

 
賛  成  者  

流山 市議 会議 員  斉藤  真 理  

〃     秋 間  髙義  

〃     田 中  人実  



自治 体に おけ る防 災・減 災の ため の 事業 に対 する 国の 財政 支援 を

求め る意 見書  

  

 地 方自 治体 が所 有・ 管理 する 社会 資本 （道 路橋 梁、 上下 水道 等） の整

備は 、高 度経 済成 長期 の発 展と 共に 、昭 和４ ０ 年 代後 半か ら加 速化 した

背景 があ り、 現在 多く の社 会資 本が 改築 期（ 建設 後３ ０ ～ ５０ 年） を迎

えて いま す。  

社会 資本 は生 活の 基盤 であ るだ けで なく 、災 害時 には 住民 の生 命・ 財

産を 守る 機能 もあ りま すが 、近 年の 社会 経済 情勢 によ る税 収減 少や 社会

保障 関係 経費 の増 加に よる 自治 体財 政の 悪化 から 、防 災・ 減災 の強 化は

おろ か、 社会 資本 の計 画的 修繕 や改 築す ら進 まな い状 況に あり ます 。  

国土 交通 省の 調査 でも 、自 治体 が管 理す る道 路橋 で老 朽化 のた めの 補

修が 必要 な全 国お よそ ６万 の橋 のう ち ８ ９％ が、 厳し い財 政状 況な どを

背景 に補 修さ れな いま まに なっ てい るこ とが 分か った との 報告 があ りま

した 。  

よっ て、 政府 にお かれ ては 、地 方自 治体 共通 の課 題で ある 社会 資本 の

経年 劣化 対策 等の 防災 ・減 災の ため の事 業に つい て、 重点 的な 予算 配分

を行 い、 地方 負担 額の 軽減 措置 を講 じる よう 要望 しま す。 具体 的に は、

橋梁 等の 道路 施設 の長 寿命 化に 資す る耐 震化 や維 持補 修及 び架 け替 え、

上下 水道 等の 社会 資本 の老 朽化 の更 新や 維持 補修 、及 び防 災拠 点と なる

庁舎 等の 耐震 化等 によ る防 災機 能強 化に つい て、 補助 採択 基準 の緩 和や

補助 率の 引き 上げ など 国庫 補助 制度 の拡 充、 交付 対象 事業 の範 囲拡 大等

の財 政支 援を 拡充 する こと を強 く求 めま す。  

以上 、地 方自 治法 第９ ９条 の規 定に より 意見 書を 提出 しま す。  

 

平成 ２４ 年１ ０月 ９日  

 

衆議 院議 長   横 路  孝弘  様  
参議 院議 長   平 田  健二  様  
内閣 総理 大臣  野 田  佳彦  様  

総務 大臣    樽 床  伸二  様  

国土 交通 大臣  羽 田  雄一 郎  様  

農林 水産 大臣  郡 司  彰  様  

文部 科学 大臣  田 中  真紀 子  様  

 

千葉 県流 山市 議会  



発議 第２ ２号  

 
 

「原 発ゼ ロ」 の政 治的 決断 を求 める 意見 書に つい て  

 
上記 の議 案を 別紙 のと おり 、流 山市 議会 会議 規則 第１ ４条 第１ 項の 規

定に より 提出 しま す。  

 
平成 ２４ 年１ ０月 ９日 提出  

 

      提  出  者  
流山 市議 会議 員  乾  紳一 郎  

 

 

 
賛  成  者  

流山 市議 会議 員  植田  和 子  

〃     徳 増  記代 子  

〃     小 田桐  仙  

 



「原 発ゼ ロ」 の政 治的 決断 を求 める 意見 書  

 
 政 府は、福島 第 一原 発事 故の 収束 も原 因究 明も され ない まま 、「電 力 不

足」「経 済が 混乱 」な どを 理由 に、 大飯 原発 の再 稼働 に踏 み出 した 。  
 し かし 、こ の夏 の猛 暑の 中で も、「原 発ゼ ロ」の東 京電 力を 始め とし て

「電 力不 足」 など は生 じて おら ず、 国の 原発 再稼 働の 口実 は事 実を 持っ

て否 定さ れた こと にな る。  
 政 府は 、国 のエ ネル ギー 政策 に対 する 意見 公募 （７ 月２ 日～ ８月 １２

日） を実 施し 、そ の結 果を 公表 した 。寄 せら れた 意見 のう ち８ ９． １％

が「 原発 は不 用」 とし てお り、 原発 依存 度で も８ １％ が「 即ゼ ロ」 を求

める もの とな って いる 。毎 週金 曜日 に行 われ てい る首 相官 邸前 の抗 議集

会は 、全 国各 地で の「 原発 いら ない 」集 会へ と広 がり を見 せて いる 。  
 野 田首 相は 、官 邸前 集会 を「 音」 から 「声 」に 認識 が変 わり 、集 会の

代表 者と 会談 する まで にな った もの の、「 原発 から の 撤退」を拒 否す る 態

度で ある 。し かし 、国 民の 圧倒 的な 声は「原 発ゼ ロ 」であ り、「 原発 か ら

の撤 退」 を政 府は 決断 すべ きで ある 。そ うし てこ そ、 自然 エネ ルギ ーの

開発 ・普 及に も、 低エ ネル ギー 社会 への 転換 にも 本格 的に 取り 組む こと

がで きる ので ある 。  
 よ って 、本 市議 会は 国に 対し 、速 やか な「 原発 ゼロ 」の 政治 的決 断を

行う よう 求め るも ので ある 。  
 以 上、 地方 自治 法第 ９９ 条の 規定 によ り意 見書 を提 出す る。  

   
平成 ２４ 年１ ０月 ９日  

 
衆議 院議 長   横 路  孝弘  様  
参議 院議 長   平 田  健二  様  
内閣 総理 大臣  野 田  佳彦  様  
経済 産業 大臣  枝 野  幸男  様  
環境 大臣    長 浜  博行  様  

 
千葉 県流 山市 議会  

  



発議 第２ ３号  

 
 

オス プレ イの 沖縄 配備 と日 本各 地で の飛 行訓 練に 反対 する 意見  
書に つい て  

 
上記 の議 案を 別紙 のと おり 、流 山市 議会 会議 規則 第１ ４条 第１ 項の 規

定に より 提出 しま す。  

 
平成 ２４ 年１ ０ 月 ９日 提出  

 

      提  出  者  
流山 市議 会議 員  徳増  記 代子  

 

 

 
賛  成  者  

流山 市議 会議 員  植田  和 子  

〃     小 田桐  仙  

〃     乾  紳 一郎  



オス プレ イの 沖縄 配備 と日 本各 地で の飛 行訓 練に 反対 する 意見 書  
  
 野 田佳 彦政 権が 、米 海兵 隊の 新型 輸送 機オ スプ レイ の沖 縄・ 普天 間基

地へ の配 備を 受け 入れ 、経 由地 であ る山 口県 岩国 基地 への 陸揚 げを 認め

たこ とに 、強 い批 判の 声が 上が って いる 。  
 新 型輸 送機 オス プレ イは 、こ れま でも 墜落 事故 を繰 り返 して おり 、米

国防 総省 内の 研究 者か らも 構造 的欠 陥が 指摘 され てい る、 極め て危 険な

輸送 機で ある 。ヘ リモ ード での 飛行 中に エン ジン が停 止し た場 合、 機体

の降 下に よる 空気 の流 れで プロ ペラ を回 し、 浮力 を得 て着 陸す る「 オー

トロ ーテ ーシ ョン （自 動回 転） 機能 」が なく 、ト ラブ ルで エン ジン が停

止し た際 は、 コン トロ ール でき ずに その まま 墜落 する こと にな るの であ

る。  
 ま た、米 国 でも 日本 でも 、「 オー トロ ーテ ーシ ョン 機能 」が ない ヘリ コ

プタ ーは 、航 空法 で国 内の 飛行 が禁 じら れて いる 。  
 そ のオ スプ レイ を日 本に 持ち 込み 、配 備し よう とす る普 天間 基地 は、

周囲 に学 校や 住宅 等が 密集 する 「世 界一 危険 な基 地」 であ り、 ２重 ３重

に沖 縄県 民と 日本 国民 を危 険に さら すも ので ある 。  
 特 に重 大な のは 、計 画変 更を 求め る国 民の 声に 対し 、森 本防 衛相 は「 日

本政 府に 条約 上の 権限 はな い」 とか 、野 田総 理の 「米 国政 府の 基本 的な

方針 で、 それ をど うこ うし ろと は言 えな い」 など の発 言は 、独 立国 政府

の言 葉な のか と耳 を疑 うも ので ある 。  
 沖 縄県 や山 口県 をは じめ 全国 各地 の住 民の 安全 を守 るた め、 危険 なオ

スプ レイ 配備 や飛 行訓 練を 断念 させ る必 要が ある 。  
 よ って 、本 市議 会は 国に 対し 、米 国政 府の オス プレ イ沖 縄配 備と 日本

各地 での 飛行 訓練 に、 毅然 とし た反 対の 意思 を示 すよ う求 める もの であ

る。  
 以 上、 地方 自治 法第 ９９ 条の 規定 によ り意 見書 を提 出す る。  
  
 平 成２ ４年 １０ 月９ 日  
  

衆議 院議 長   横 路  孝弘  様  
参議 院議 長   平 田  健二  様  
内閣 総理 大臣  野 田  佳彦  様  
防衛 大臣    森 本  敏  様      

千葉 県流 山市 議会  



発議 第２ ４号  

 
 

子宮 頸が ん等 ワク チン 接種 の充 実を 求め る意 見書 につ いて  

 
上記 の議 案を 別紙 のと おり 、流 山市 議会 会議 規則 第１ ４条 第１ 項の 規

定に より 提出 しま す。  

 
平成 ２４ 年１ ０ 月 ９日 提出  

 

      提  出  者  
流山 市議 会議 員  小田 桐  仙  

 

 

 
賛  成  者  

流山 市議 会議 員  植田  和 子  

〃     徳 増  記代 子  

〃     乾  紳 一郎  

 



子宮 頸が ん等 ワク チン 接種 の充 実を 求め る意 見書  
 

子ど もの 細菌 性髄 膜炎 のほ とん どは 、肺 炎球 菌や イン フル エン ザ菌 b
型（ Hib＝ ヒブ ）が原 因と され 、年 間約 １ 千 人が 発症 し、５〜 １０ ％が 死
亡、 ４分 の１ 程度 に脳 性ま ひな どの 後遺 症が 残る とさ れる が、 小児 肺炎
球菌 ワク チン とヒ ブワ クチ ンで ８、 ９割 の細 菌性 髄膜 炎を 防げ ると され
てい る。 しか し、 日本 国内 では ワク チン 承認 が遅 れる とと もに 、法 的位
置づ けも され ず、 接種 に高 額な 自己 負担 が伴 うな ど、 欧米 より ２０ 年も
遅れ てい ると 指摘 され てい る。  
 そ れに 対し 、厚 生労 働省 厚生 科学 審議 会予 防接 種部 会は 、平 成 ２ ４年
５月 ２３ 日、 子宮 頸が ん、 ヒブ 、小 児肺 炎球 菌の ３ワ クチ ン及 び、 水ぼ
うそ う、 おた ふく かぜ 、Ｂ 型肝 炎及 び成 人用 肺炎 球菌 の４ ワク チン につ
いて 新た な定 期予 防接 種の 対象 とす べき との 提言 をま とめ た（ 予防 接種
制度 の見 直し に向 けた 第２ 次提 言）。  
 各 地方 自治 体で は、 財政 規模 が小 さく とも 、少 子化 対策 及び 子ど もの
健康 保持 の実 現に むけ 、様 々な 子育 て支 援策 や子 ども の福 祉の 充実 に取
り組 み続 けて いる 。同 時に 、本 市も 含め 、千 葉県 内す べて の市 町村 は、
平成 ２４ 年度 まで の３ 年間 緊急 促進 事業 とな った ３ワ クチ ンの 接種 に対
し、 費用 の９ 割を 公費 助成 （国 と市 で２ 分の １を 負担 ）す ると とも に、
残り １割 分も 市町 村が 負担 する こと で、 予防 接種 への 意識 向上 と、 子ど
もの 命を 守る 最前 線と して の使 命を 果た して いる 。  
 に もか かわ らず 、国 は緊 急促 進事 業に よる 助成 を終 了す ると とも に、
３ワ クチ ンを 法定 化し 、国 の財 政負 担削 減を 進め てい る。 予防 接種 法に
基づ く定 期接 種の 場合 は、 低所 得者 の接 種費 用相 当額 のみ が交 付税 措置
され 、そ れ以 外の 住民 の接 種費 用は 、実 費徴 収が 可能 であ ると の理 由で
交付 税措 置さ れな い。 これ によ り、 自治 体財 政負 担の 増大 、そ の他 、住
民の 福祉 増進 につ なが る事 業へ の影 響も 懸念 され る。 また 予防 接種 への
安易 な自 己負 担の 導入 で、 地域 間格 差や 、親 の経 済格 差に よる 接種 率の
格差 が生 じか ねな い。 せっ かく 高め てき たワ クチ ン接 種の 意識 向上 や、
予防 医療 の取 り組 みに も水 を差 すこ とに つな がり かね ない 。そ こで 以下
のこ とを 強く 要望 する 。  

記  
１  ７つ のワ クチ ン接 種は 、し っか りと した 科学 的な 検証 を行 った うえ

で、 国の 予防 接種 行政 に位 置付 け、 国の 責任 にお いて 、地 域格 差な く
平等 に推 進す るこ と。  

２  国の 責任 にお いて 必要 な財 源を 確保 する こと 。  
 

以上 、地 方自 治法 第９ ９条 の規 定に より 意見 書を 提出 する 。  
 

２０ １２ 年１ ０月 ９日  
 
衆議 院議 長   横 路  孝弘  様  
参議 院議 長   平 田  健二  様  
内閣 総理 大臣  野 田  佳彦  様  
財務 大臣    城 島  光力  様  
厚生 労働 大臣  三 井  辨雄  様  

 
千葉 県流 山市 議会  

 
 



発議 第２ ５号  

 
 

精 神 障 害 者 に 対 す る 公 共 交 通 機 関 の 運 賃 割 引 の 充 実 を 求 め る 意

見書 につ いて  

 
上記 の議 案を 別紙 のと おり 、流 山市 議会 会議 規則 第１ ４条 第１ 項の 規

定に より 提出 しま す。  

 
平成 ２４ 年１ ０月 ９日 提出  

 

      提  出  者  
流山 市議 会議 員  小田 桐  仙  

 

 

 
賛  成  者  

流山 市議 会議 員  植田  和 子  

〃     徳 増  記代 子  

〃     乾  紳 一郎  

 



精神 障害 者に 対す る公 共交 通機 関の 運賃 割引 の充 実を 求め る意 見書  
  
 現 在、 身体 及び 知的 の障 害者 は、 バス のみ なら ず、 ＪＲ や民 間鉄 道、

飛行 機な どの 運賃 割引 制度 を受 ける こと がで きて いる 。一 方、 精神 障害

者は 、０ ６年 障害 者自 立支 援法 で、 身体 ・知 的・ 精神 の３ 障害 が福 祉施

策の 対象 とし て一 元化 され たに もか かわ らず 、公 共交 通機 関の 割引 対象

とさ れて こな かっ た。  
しか し、 地域 で自 立し た生 活を 送る ため に、 定期 的な 精神 科受 診と 服

用の 継続 、社 会復 帰を 目指 した 作業 所や デイ ケア に通 うこ とが 必要 不可

欠で あり 、早 期適 用が 待た れて いる 。利 用者 の利 便性 確保 から 、市 内で

京成 バス がい ち早 く実 施し てい るが 、そ の他 のバ ス事 業者 では 都内 で実

施し なが らも 、本 市内 では 未実 施な ど、 地域 間格 差、 営業 所・ 事業 所格

差が うま れて いる 。  
今年 ７月 、国 土交 通省 は、 運送 事業 者と 利用 者の 契約 内容 の標 準的 な

ルー ルを 示す バス の標 準運 送約 款を 改正 し、 運賃 割引 の対 象に 、身 体障

害者 手帳 か療 育手 帳を 持つ 身体 や知 的障 害者 以外 に、『 精神 障害 者保 健福

祉手 帳の 交付 を受 けて いる もの 』を 加え 、割 引制 度の 徹底 を求 めた 。  
今後 、バ ス事 業者 独自 に、 精神 障害 者割 引が 順次 具体 化さ れる 方向 で

ある が、 国土 交通 省が 示す 標準 運送 約款 がな い鉄 道は もち ろん 、約 款の

ある 飛行 機、 タク シー につ いて も、 運賃 割引 の対 象に され てい ない 。ま

たバ ス事 業者 間で も導 入時 期に 大き な違 いが ある 。そ こで 、以 下の こと

を政 府に 要請 する 。  
 

記  
１  精神 障害 者へ のバ ス運 賃割 引を バス 各事 業所 に徹 底す るこ と。  
２  その 他の 公共 交通 機関 にも 割引 対象 を拡 大す るよ う、 取り 組み を強  

化す るこ と。  
３  割引 制度 を各 公共 交通 事業 者独 自の 取り 組み にと どめ ず、 助成 など  

国と して 支援 強化 を図 るこ と。  
 

以上 、地 方自 治法 第９ ９条 の規 定に より 意見 書を 提出 する 。  
 

２０ １２ 年１ ０月 ９日  
 

衆議 院議 長   横 路  孝弘  様  
参議 院議 長   平 田  健二  様  
内閣 総理 大臣  野 田  佳彦  様  
厚生 労働 大臣  三 井  辨雄  様  
国土 交通 大臣  羽 田  雄一 郎  様  

 
千葉 県流 山市 議会  

 



発議 第２ ６号  

 
 

 重 度心 身障 害者（児）医療 費助 成 制度 の早 期窓 口無 料化 を求 める

意見 書に つい て  

 
上記 の議 案を 別紙 のと おり 、流 山市 議会 会議 規則 第１ ４条 第１ 項の 規

定に より 提出 しま す。  

 
平成 ２４ 年１ ０月 ９日 提出  

 

      提  出  者  
流山 市議 会議 員  植田  和 子  

 

 

 
賛  成  者  

流山 市議 会議 員  徳増  記 代子  

〃     小 田桐  仙  

〃     乾  紳 一郎  

 

  



重度 心身 障害 者（ 児） 医療 費助 成制 度の 早期 窓口 無料 化を 求め る意 見書  

 
去る 千葉 県議 会６ 月議 会で 、「 重度 障害 者（ 児）医療 費助 成の 窓口 無料

化を 求め る請 願」 が採 択さ れた 。  
重度 障害 者（ 児） 医療 費助 成制 度は 、重 い 障 害が ある 方に 対し 、医 療

機関 を受 診し た場 合に かか った 医療 費の 一部 を助 成す るこ とで 、経 済的

負担 の軽 減、 障害 者（ 児） の健 康保 持に 大き く寄 与し てい る。  
しか し、 千葉 県で はい った ん、 障害 者自 身が 医療 費を 全額 医療 機関 に

支払 い、 領収 書を 医療 機関 から 受領 し、 その 時の 領収 書を 役所 に送 り、

２か ら３ か月 後に 振り 込ま れる『償 還払 い方 式』が取 り入 れら れて きた 。  
制度 利用 の障 壁と もな って きた 『償 還払 い方 式』 を改 善す べく 、障 害

者団 体や 市町 村が 長き にわ たっ て働 きか けて いる 経過 や、 県議 会で 請願

採択 の結 果を 重く 受け とめ 、重 度心 身障 害者 （児 ）医 療費 助成 制度 の早

期窓 口無 料化 を図 るよ う千 葉県 に求 める 。  
 以 上、 地方 自治 法第 ９９ 条の 規定 によ り、 意見 書を 提出 す る 。  

 
２０ １２ 年１ ０月 ９日  

 
千葉 県知 事  森田  健 作  様  

千葉 県流 山市 議会  
 

 


