令和元年度決算を認定
件の議案

９月３日の開会日には、

各常任委員会、決算審査

件、陳情４件とともに、

採決が行われました。

れ、提案理由説明の後、

について」が追加提出さ

の「人権擁護委員の推薦

た。また、市長から３件

討論、採決が行われまし

採決が行われました。

由説明の後、質疑、討論、

発議が提出され、提案理

議員からは合計９件の

令和２年第３回定例会概要
市長から合計

特別委員会に付託されま

議案１件が提出され、提

了後には、市長から追加

総務委員会に付託され、

され、提案理由説明の後、

（ 第９号 ）
」が追加提出

まいります。

り組みを継続して行って
ル板を設置

本会議・委員会の様子は、

席に飛沫防止のアクリ

傍聴者の方にはマスク

インターネット中継でご

どうぞご利用ください。

る便利なシステムです。

ご自宅にいながら定例

令和２年第３回定例会
おける新型コロナウイル

の着用・手指の消毒へ

覧いただけます。

７２号』では、市議会に
ス感染症対策に関わるこ

の協力を依頼

●傍聴席に間隔を設け、

れまでの取り組みをご紹

会の様子をご覧いただけ

●本会議・委員会出席時、
クの着用

●会期中における議員の

●定期的な換気の実施

検温
市議会では、９月３日に

制限し、
「密」を回避

●委員会の傍聴議員数を
定例会において、引き続

ク・椅子などの定期的

●会議 で 使 用 し た マ イ

な消毒

ウイルス感染症対策の取

引き続き、新型コロナ

染症対策として次のよう

き新型コロナウイルス感

開会した令和２年第３回

い状況が続いているため、

り、いまだ予断を許さな

染症が猛威を振るってお

新型コロナウイルス感

介しました。

（要旨６～８面）

が提出され、提案理由の

した。各常任委員会は、

市長より「令和２年度流

案理由説明の後、採決が

直ちに審査が行われまし

＝どなたでもご参加できます＝



説明が行われたほか、３

日までの

９月

日から

日の４日間に

わたり審査しました。

日および

員会は、９月

４日間、決算審査特別委

日から

件の報告がありました。
（要旨８面）
日ま

市政に関する一般質問



は、９月８日から

での４日間にわたり、

人の議員が登壇し行われ

月６日の最終日には、

 （要旨２・３・７面）
（要旨３～６面）

山市一般会計補正予算

ました。
日の一般質問終

行われました。その後、
議員から発議

午前の部

市議会では、議員の政策形成能力の向上を図るため、
「議員
研修会」を開催します。
開催日：令和３年１月15日
（金）
場 所：市役所第１庁舎４階議場
参加費：無料
定員：各先着20名

午後の部

流山市議会では引き続き新型コロナウイルス
感染症対策に取り組んでいます
日に発行した

ローズ
アップ

され、当初提出の議案

ク

議員研修会を開催します

議員・職員の常時マス

『流山市議会だより第１

８月

委員長報告の後に、質疑、

た。次に各常任委員会の

９月

25
件が提出
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23

検索

令和３年１月15日に議員研修会を開催します

流山市議会

流山市議会だより第172号（令和2年第2回定例会） 検索

29
な取り組みを行っていま
す。
●議場の議員席・執行部

議会事務局へ電話でお申し込みください。
TEL：04-7150-6099（直通）
議員研修会の詳細は市議会ホームページをご覧ください

『流山市議会だより第172号』
は
こちらからご覧いただけます

11

14

10

令和２年 11月15日

だより

25

1

議員研修会開催のお知らせ

宮本利子さん撮影の「晩秋」
（撮影場所：南流山）
雨上がり、２羽のメジロが他の鳥が食べ欠けた実を狙いにやってきました。
梅の花にメジロは度々目にしますが、珍しい光景に急いで撮影しました。

写真コンクール入賞作品
撮影の背景

検索

議会中継

流山市議会

22
25

時 間：14：00～16：00
講 師：名古屋大学大学院 環境学研究科附属持続的
共発展教育研究センター教授 加藤 博和 氏
テーマ：
「アフターコロナの公共交通について」

委員会中継の
ページが
見やすく
なりました！

流山市議会ホームぺージ
「議会中継」
は
こちらからアクセスできます

11

15

時 間：10：00～12：00
講 師：弁護士 岡本 正 氏
テーマ：
「パンデミック状況下、災害時の法整備の課題
について」

議場に設置した飛沫防止のアクリル板

ホームページアドレス https://www.nagareyamagikai.jp/
市議会だよりは２月、５月、８月、１１月の年４回発行です。
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流山市議会

流山市議会

流山市議会

流山市議会だより
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令和２年11月15日(日曜日)

令和元年度 一般会計 決 算
15項目の「議会共通指摘要望」を提出

令和元年度一般会計歳入歳出決算認定については、７人で構成する決算審査特別委員会が９月11

日に設置され、23日から25日および29日の４日間にわたり審査されました。

同特別委員会で審査された一般会計決算認定議案は、定例会最終日（10月６日）の本会議におい

て賛成多数をもって認定されました。

本会議における一般会計決算認定議案に対する、各会派等の意見は次のとおりです。

委

員

員

副委員長

委 員 長

西尾

岡

坂巻

菅野

段

明彦

儀一

浩考

委

委

委

員

員

員

中川

笠原

植田

弘

久恵

和子

地域福祉を支える事業

風では水防本部を立ち上

した令和元年、 月の台

会

の成果として、若い育児

げ市民の安全に迅速に対

政

世帯が開設する高齢者ふ

女性管理職については

応したことを評価します。

流

れあいの家や、福祉会館

賛成

における委託事業者の自

10

【決算審査特別委員会】

委

手話通訳者育成につい

微増に留まっており奮闘

また、公民館事業のゆう

ては５年の期間が必要と

主事業により多世代交流

ゆう大学卒業後に有志に

のことから、人材確保の

を期待します。

より設立された団体が、

取り組みを推進すること

が推進されていること、

地域での活動を内閣府か

ありませんが、国・県の

また、非常備消防につ

決算額は過去最大の約

補助金を積極的に活用し

を要望します。

６５１億円です。幼児教

ていることについても、

検索

ら表彰されたことなど、

が尊重されていない面が

育無償化など、国の政策

感謝いたします。

地域福祉の着実な推進を

反対の理由は、①収入

多々あり、学習支援事業

による増加要因があると

①新型コロナウイルス感

リサイクル団体育成支援事業については、回収業者が事業を継続できるよ
良質な住環境のな
う、報奨金を見直しされたい。
かで暮らせるまち
クリーンセンターごみ焼却施設内のごみピット破砕機側より火災が発生し
たことから、ごみ収集事業者や市民に対してさらなる分別の徹底を図ると
ともに、安全管理体制の緊急点検を実施されたい。

いては、条例改正による

は過去最大規模、不用額

は中学３年生に限定、な

はいえ、ＴＸ沿線開発の

染症拡大防止と発生して

地域の公共交通網形成については、高齢化率の高い地域における、新たな
交通利便性向上に繋がる施策に地域住民の声が反映されるよう検討されたい。

評価します。

億５千万円も残した

おかつ子ども時代に経験

進展、子育て世代の誘致

定員減の影響はないと確

は

するべき機会が奪われる

などにより、市税収入を

いる諸課題への対応に最

建設業などの入札不調

にもかかわらず、新型コ

ヤングケアラーの実態が

大限の注力をする。②ウ

認しましたが、防災力の

ロナウイルス感染症の対

あります。いじめ重大事

大幅に増加したことによ

イズコロナ時代の行政の

は、働き方改革による職

応に追われた市内医療機

るものと評価します。

あり方について検討する。

要である消防団と自治会

関への支援は拒み、市民

態については、被害者・

しかし、子どもの急増

③やむなく中止された事

場環境の改善を図ること

の命に関わる感染症対策

保護者と面会もしていま

は旺盛な保育需要を生み、

業予算の安易な削減はし

とのさらなる連携を推進

が不十分です。保健所由

せん。④法人市民税につ

小中学校における深刻な

ない。④総括質疑で答弁

共通指摘要望

共助における地区防災の要であり、防災リーダーの役割を担う防災士資格
安心・安全で快適
について、令和元年度は自主防災組織防災資機材整備等事業補助金を活用
に暮らせるまち
し、取得した市民が皆無であったことから、周知啓発の強化を図られたい。

流山市議会 令和２年第３回
定例会 決算審査特別委員会
【令和元年度決算】

などが確認できました。

来の行政検査２月分、３

いては、消費税増税やコ

教室不足が生じました。

のあった随意契約状況の

令和元年度一般会計決算における全会派一致の議会共通指摘要望は以下のとおりです。
政策

こちらから
ご覧いただけます

することを要望します。

月分の補助もしなければ、

ロナで地域経済が打撃を

対応にご尽力いただいた

議会共通指摘要望（全15項目）

決算審査特別委員会の委員長
報告・議決結果などの詳細は、
市議会ホームページをご覧く
ださい。

台風などの災害が多発

消毒液やマスクも給付で

受けても中小零細企業へ

執行部をはじめとする関

自由民主党

はなく貸与のままです。

の超過課税はやめず、異

公開内容の改善、ＤＭＯ

賛成

②心身障害者福祉費では、

常な課税強化を続けてい

係者の皆さまに感謝いた

への取り組みの明確化、

日本共産党

福祉タクシー券利用の全

ます。⑤一般廃棄物処理

します。

反対

対象者への拡充はされず、

基本計画の初年度、計画

厳しい財政状況が続い

以下４点、要望します。

障害者の医療を受ける権

案も周知せず指定ごみ袋

ていることには変わりは

ながれやまマップ改善を

利が十分に保障されてい

導入を計画したからです。
早急に実施する。

ません。③子どもの人権

19

各会派等の意見表明

決算審査特別委員会の様子

※決算の詳細は、今後発行される『広報ながれやま』をご覧ください。
政策

共通指摘要望
学童クラブ児童の帰宅支援事業については、保育の一環ではないこと・試
行的要素があったことを踏まえ、その結果を検証・報告されたい。引き続
き実施するのであれば相応の受益者負担を求めることとされたい。
深刻化する児童虐待およびDV対策として、早期対応と継続的な関与が重要
であるとの観点から、対応する職員等の人員拡充を早急に図られたい。

子どもをみんなで
いじめ重大事態については、最終報告書のとりまとめができるようさらな
育むまち
る改善を図られたい。
中学校武道必修化による柔道の授業においては、生徒を怪我から守る対策
を図られたい。

小学校の担任を受け持つ新任の講師には、指導員が配置されていないこと
から、新任講師にも指導員が配置されるよう、県に要望されたい。
地域支え合い活動において、地域の声に常に耳を傾け、個人情報を保護す
現在公開されている随意契約状況の記載内容が不十分である。公開の目的
誰もが自分らしく るなど、高齢者の安心、安全を守るよう努められたい。
体系外
に沿った内容となるよう改善されたい。
暮らせるまち
多世代間の交流拠点としての、高齢者ふれあいの家実現のために、子ども
（市総合計画におけ
食堂や、市民が支え合う街づくりなどの事例共有を図られたい。
る６本の「まちづく 契約事務事業においては、入札不調の原因の分析が不十分である。不調の
ひとり親家庭等生活向上事業における学習支援については、対象年齢を拡 りの基本政策」以外 原因を点検し、入札が行われるような改善を実施されたい。
に分類される事務
子どもをみんなで
大し、ヤングケアラー対策も横断的に実施し、卒業後も継続的に支援され 事業）
シビックプライド醸成に向けて、ウイズコロナでも実現できるオンライン
育むまち
たい。
イベントなども拡充されたい。

第173号
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急車の１台増車など、市

て環境の整備、高規格救

イレの洋式化、各種子育

のエレベーター設置やト

た。歳出では、公共施設

り、県内１位となりまし

り市民の利便性向上を図

徴収業務の創意工夫によ

ました。市税収納率も、

度に比べ５・３％増加し

どに伴い市税収入が前年

歳入では、人口増加な

続き事業周知に努め、開

向上に資するよう、引き

が、子育て世帯の利便性

事業者に加えられました

科および産科が交付対象

促進事業について、小児

を図ること。②企業立地

防火対策のさらなる強化

をさらに促進するなど、

住宅用火災警報器の設置

帯への防火診断の強化や、

クの高い、単身高齢者世

した際に逃げ遅れるリス

約

額は前年度比７・４％の

他市税収入も増。歳入総

加で固定資産税増、その

益の開始、新築住宅の増

画整理に伴う土地使用収

者が増え市民税は増、区

からの繰入金が減。納税

した。地方交付税や基金

画の最終年度でもありま

年計画である後期基本計

度であると同時に、

間

億２８００万円増。

カ

年の基本構想最終年

令和元年度は、計画期

お願いするとともに、コ

画に基づいた市政運営を

た。今後、新たな総合計

し、黒字決算となりまし

効果に鑑み各事業に活用

限られた財源を、費用対

般会計・特別会計ともに

面の投資が必要な中、一

伴い施設整備などハード

整備も実施。人口増加に

所の新設など子育て環境

８カ所・学童クラブ３カ

児童解消に向け、保育所

整備に注力。さらに待機

事に着手され、教育環境

問 令和２年第２回定例

コロナ差別」と題する記

新生令和

民の安心安全に取り組ん
業支援を図ること。③妊
ＴⅩ沿線整備で新市街地

ロナ禍の状況を十分研究

合、インフルエンザワク

賛成

だことを評価します。
娠・出産・子育てサポー
地区区画整理事業が終了。

され、市民や地元企業に
問 新型コロナウイルス

公 明 党

賛成に当たり、３点要
ト事業について、継続し
児童生徒の増加に対応し、

寄り添った政策立案を行

賛成

望します。①令和元年度
て適切な支援へつながる

通学路拡幅整備、校舎増

人の

中は市内での火災発生件
よう、切れ目のない支援

事を掲載するとともに、

流山市の新型コロナウイルス

感染症に対する情報発信について

本市として多子世帯やひ

の増加が見込まれる中、

インフルエンザ予防接種

染症への関心が高まり、

ルエンザワクチンの接種

とが困難ですが、インフ

症を臨床的に鑑別するこ

新型コロナウイルス感染

季節性インフルエンザと

染者への対応が喫緊の課

らない」としており、感

や誹謗中傷を行ってはな

項で「不当な差別的扱い

策条例では、第５条第３

コロナウイルス感染症対

いるところです。新型コ

の禁止について啓発して

掲載し、不当な差別など

おいても同趣旨の内容を

ほか、市ホームぺージに

する相談窓口を明記した

これらの差別や偏見に関

笠原 久恵

昨年度予算は市民生活

とり親家庭に対して予防

を受けていた場合は新型

題である。市としてはど

ロナウイルス感染症の流

流政会

賛成しますが、長期間

向上に不可欠な事業も含

接種費用の助成の拡充を

コロナウイルス感染症を

のように認識しているか。

行が長期化の様相を呈す

誠

齢者ふれあいの家、子ど

不自然な形で手付かずと

め、その執行に滞りがな

図るべきと考えるがどう

疑う診断がしやすくなる

「広

る中、いわゆるコロナ差

野村

も食堂など、地域の多世

なっている項目を指摘し

かったことは評価します。

か。

答 総合政策部長

日

公明党

インフルエンザ予防接種
対策について

よるものです。

なお、
「 問 」部分については、各議員の草稿に

問・答弁を通告順に掲載しています。

各議員が行った質問のうち、１問についての質

開されました。

議員が登壇し、市政に関するさまざまな議論が展

数および死亡者数が増加

会で制定した流山市新型

代交流推進について、場

ます。

しかし「都心から一番近

ことから、医療機関での

報ながれやま」８月

大野

富生

い状況です。市民も協力

く継続しやすくする支援

賛成

団体も混乱なく事業を続

ます。

ら委託への変更も含め検

ップと現在の集団回収か

しを求めます。報奨金ア

ることから、制度の見直

ことを民間で実施してい

最後に、民間でできる

予算の増加を要望します。

学習支援制度の範囲拡大、

ケースワーカーの増員や

子どもの支援について、

ジ（入札・契約―随意契

その数字は市ホームぺー

数は、５万５２３８部。

全く変動しない委託部

以上同じ部数です。

部数は、少なくとも５年

配布されます。その委託

における不適切指導など

による対応はなし。学校

にも関わらず、補正予算

鐘が議員から発せられた

型コロナウイルスへの警

奨。２～３月にかけて新

ナンバーカード取得の勧

職員やその家族へのマイ

成について、今冬に向け

予防接種の任意接種の助

象小児のインフルエンザ

す。市としてはこれら対

的負担が大きいと考えま

世帯においては特に経済

親家庭のみならず、多子

場合においては、ひとり

治正

討することを要望します。

る事業は多数あります。

約状況）
の中では非公開。

への対処の誤りなどなど。

阿部

高齢者の公共交通網は、

市民に必要不可欠な事業

契約金額（１部当たりの

検討していきます。

反対

会派に所属しない議員

リサイクルの集団回収

所の確保やガイドブック

広報ながれやまは、広

答 健康福祉部長

負担軽減につながります。

会派に所属しない議員

を行っている協力業者に

による活動の好事例の展

い森のまち」という都心

性インフルエンザ流行期

以下を要望し、賛成し

とって、現在は大変厳し

告代理店を通じて新聞販

目線の総合計画の策定。

別についても長期化して

国の見解に合わせて福祉

について、行政の支援が

容認し得ない無策・失策

ワクチン接種を希望する

部局と交通部局で連携す

単価）のみの公開となっ

季節

開など、事業を始めやす

売店に持ち込まれ、朝刊

法令違反の疑いが強い市

を要望します。

折り込みとして各世帯に

べきです。各部局で連携

必要な時は前向きな支援

けられることが重要であ

しての推進を要望します。

ています。

と言わざるを得ません。
を強く要望します。
地域支え合い活動や高

いきます。

る情報発信に力を入れて

り、市民の皆さまに対す

必要であると認識してお

後も継続的な人権啓発が

同感染症に関しては、今

は寄せられていませんが、

窓口にはこうしたご相談

現在のところ、市の相談

いくことが懸念されます。

号において「ＳＴОＰ

10

この冬のインフルエンザ

市民クラブ

日程・通告

令和2年第3回定例会

流山市議会

20

43

に発熱患者が発生した場

賛成

チン未接種者については、

こちらのQRコードからも
ご覧いただけます。

感染症の流行が続き、感

検索

うよう指摘し賛成します。

https://www.nagareyamagikai.jp/doc/2020090100013/

築・改修および新設小工

令和２年第３回定例会の一般質問には、

通告一覧は市議会ホームぺージへ

市政に関する一般質問

体制の強化を図ること。

22

したことから、特に発災

令和２年第３回定例会「市政に関する一般
質問」の通告一覧は、市議会ホームぺージから
ご覧いただけます。
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宏規

多胎育児への
サポートについて
野田

や里帰り出産が困難な妊
に際し、ＰＣＲ検査を希

の立会いや出産後の面会
の在り方が変わると感じ

よく保つことで教育活動

ン、条件整備をバランス

ター内に設置しています。

口を千葉県産業振興セン

日から施行し、相談窓

らなる周知を促進し、市

りませんが、県制度のさ

新たに創設する考えはあ

ァンディング助成制度を

産婦を対象とした育児支
望する場合の費用助成に
ています。経験をさまざ

年７月

援サービスといった施
ついて検討しています。

援補助金を平成

策、妊婦の配偶者が出産

リズムに大きく貢献し得

流政会

るものと考えます。近く

内事業者などのクラウド

問 最近ではマイクロツ

にあるのにまだ知られて

本制度が創設されて４

囲を拡大していきます。

ーリズムと呼ばれるよう

いない魅力的な体験、特

まな形で発信し、使命感

問 多胎児家庭へのサポ

勤となりました。この期

踏まえ、新型コロナウイ

に、近場での非日常的体

ファンディング活用の機

保育所入所基準表の加

間の給与は、労働契約日

ルス感染症対策事業とし

験が流行の一つとなって

年目を迎え、相談体制も

算区分に関して、令和３
問 市の委託事業者がコ
数に満たない分は休業手

問 新型コロナウイルス

て決定したものです。本

を持ち、研さんに励み、

ートを求めて、以下を問
年度の入所審査から新た
ロナ禍で介護認定調査業
当が支給され、職員の給

感染症対策は自治体ごと

市としては、必要な方に

運を高めていきたいと考

う。流山市ファミリー・
に多胎児の調整指数を加
務を行えない日数の休業
与が減少することはなか

に政策が違う。妊婦タク

コロナ理由の休業手当
未払いは許されない！

サポート・センターによ
算区分に追加します。
手当を支払わない事案は、

ったと聞き取っています。

シー運賃助成や新生児給

えています。

るきめ細やかな支援を行
健康福祉部長
法に照らし問題だ。労働

調査以外の仕事に就い

整っていることから、市

ってはどうか。保育所入
する多胎ピアサポート事
者が手当を国に直接請求

た場合には、その内容に

として独自にクラウドフ

所選考基準に、多胎児へ
業として、令和３年度か
せざるを得なくなり、ま

産、伝統文化、景色や料

洋一

いる。本市でも、近隣市

理など、地元の魅力を再

森田

必要な支援を行うため医

在住の方や新規住民を対

発見していただける情報

市民クラブ

付金など各市が事業を選

療提供体制の構築に資す

象に、市内街歩きの魅力

啓子

応じた賃金が支払われた

択する中、本市はどのよ

る支援、ひとり親世帯な

の発信は重要であり、広

加藤

契約時給を下回る。市は

と聞いています。認定調

うに事業を選択している

を再認識できるような情

自由民主党

適正に改めるべきでは。

査委託がない期間、事業

どへの給付金、事業者向

報やホームぺージ、ＳＮ

治正

の加算を行ってはどうか。
ら多胎児の出産を控えた
た他業務に回された場合、

ンターを利用しやすくす
本市

のか。また予算削減のた

報発信に力を入れていく

阿部

国の多胎育児支援新設制
ご夫婦のための教室の開

アフターコロナの
市内経済活性化策

度を活用してはどうか。
催を検討しています。

コロナ対策は都市間競争
でなく都市間協力を

フ

るために、報酬額につい
答 健康福祉部長

者が雇用の継続について

けの利子補給などを計画

国が新設

答 子ども家庭部長

て、事業者や提供会員と
が要介護認定などの事務

めの事業仕分けを実施す

協議をしていきます。利

努力したことは、評価す

を委託している民間事業

Ｓなどを活用し、ニーズ

用者への助成制度として、

べきではないか。

べきと思います。業務内

また、今年度から始ま

し、随時実施していると

者では、事業者の方針に

答 総合政策部長

べきと思うがどうか。

未就学児童が３人いる多

創生臨時交付金は、地域

に合わせたサービスや地
容に応じた評価報酬が支

る情報提供を推進してい

元を深く知ることのでき
払われることについては、

り方として、地元に目を

きます。

以上いる世帯へ助成の範

間、２班で１日おきの出

問 教育行政のトップで

と、学校や生涯学習施設

て政策を実施していくこ

万人、

長期化するコ

より新型コロナウイルス

った総合計画実施計画で

向け、地元を中心とした

答 市長

感染予防策として、４月

の実情に応じて必要な事

は、毎年優先度や緊急度

小さな範囲を観光するい

ロナ禍における観光のあ

子世帯に対して利用料の

雇用契約において合意で

業が実施できるよう創設

を総合的に判断し、事業

わゆるマイクロツーリズ

教育行政について

ある教育長という役職は、

クラウドファンディングの
利活用について

地方

半額を助成していますが、

日までの

されています。交付金対

の実施方法の見直しや縮

ムは、市内でも

コロナ禍における
妊娠・出産支援策について

日から５月

象事業は、国から示され

小、先送りなど実施事業

半径

当事業の趣旨に照らし適

など多くの公的機関を管

㎞では約１３０万

人と市場規模が大きく、

リピートの潜在性が高い

ことから、持続可能なマ

識しているか。また、教

考えるが、どのように認

を検討する必要があると

ことより育てること、育

返ると、教育とは教える

学校現場の経験を振り

職責と考えています。

行政と連動させることが

支援事業があるが、流山

る千葉ふるさと投資活用

初期費用の一部を補助す

新事業を行う中小企業に

ァンディングを利活用し、

問 県には、クラウドフ

企業や創業者などに対し、

により新事業を行う中小

ングを活用した資金調達

は、クラウドファンディ

答 経済振興部長

うか。

計画の策定が進んでいる。

問 自転車ネットワーク

いか。わかりやすい道路

な取り組みが必要ではな

ーケットとして本市ツー

本市としては、効果的

育長は、教職経験をどの

仁二

な具体的施策を検討し、

ように生かす考えか。

渡辺

金、里帰りができなくな

そこに公費を投入してい

自転車は原則車道通行で

けていくべきではないか。

交通法への改正を働きか

中川 弘

仲介事業者へ支払う初期

あるが、当市の状況にこ

答 土木部長

自由民主党

自転車ネットワーク計画
策定について

った世帯への支援策など、

く姿勢で取り組んでいき

市でも個人や事業者が市

費用やＰＲ動画製作委託

の原則を杓子定規に適用

県で

早急に実施すべきと考え

むことと思っています。

内で行う事業や起業の資

費などの一部を助成する

することは困難で、柔軟

教育行政の

答 教育長

周りとの信頼を築くこと

金調達の補助として市独

千葉ふるさと投資活用支

ます。

責任者と捉えた上で、他

が最重要と捉えた上で本

自の事業を創設してはど

本市

具体的には、議員ご提

の行政分野についての理

気度、コミュニケーショ

では国の特別定額給付金

案の妊婦健診の際のタク

解を深め、連携、協働し

に市内道路の車道や歩道

現在まで

の要領に基づいて、
公平、

シー利用に係る費用助成

答 健康福祉部長

るが、当局の見解を問う。

流政会

20

これを未就学児童が２人

きれば、
適切と考えます。

た緊急経済対策に該当す

の精査を行っています。

ころです。

※

ァミリー・サポート・セ

学び続ける教育者であり

29

たいと思います。

31

るもので、本市の実情を

正であると考えており、

流山市全体の教育の在り

洋一

問 コロナ禍における妊

日以降に

理運営し、他分野の動向

大塚

娠・出産の支援策として、
令和２年４月

方や各小中学校の地域性

を的確に押さえて、教育

流政会

特別定額給付金の対象外

生まれた新生児への給付

を生かした教育の在り方

滋

となった新生児への給付

金を行う予定はありませ

戸辺

金制度の創設や、妊婦健

ん。

10

31

診時のタクシー利用助成

公明党

20

公正に給付を行うことが

ピアサポート…ピア（peer）は仲間・同輩・対等の意。同じ課題を持つ仲間や同輩が互いに支え合い、助け合うこと。

用語解説
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ネットワークに位置づけ

地調査がおおむね完了し、

状況など、資料収集や現

の幅員および現状の交通

いと思います。

れの場で要望していきた

て市長会あるいはそれぞ

ていけるよう、機運を見

いて柔軟な見直しを図っ

せんが、随時排水施設の

動の実施は予定していま

市全体でのごみゼロ運

ったと把握しています。

ち３件は、物損被害があ

医療機関など関係機関の

に流山市医師会、市内各

に国、県との連携ととも

生活を守ることを最優先

答 市長

新型コロナウイルス克服へ、
介護現場の支援強化を

確保は危機的」「感染防護

問 ①「ヘルパーの人材

ほか、感染症の疑いがあ

ついては、マスク貸与の

います。感染予防物品に

小田桐 仙

ご協力をいただき、対応

具の購入経費が増大」な

日本共産党

維持管理を行っていきま

に取り組んできました。

市民の健康と

る路線の選定基準や交通
状況に応じた整備手法の
す。

安委員会と協議の上、適

理的でない箇所は、県公
ることができる利点があ

き出しで一度に大量に作

米

には１食用を増やしてい

備蓄食料の入れ替えの際

蓄に努めています。今後

り、利点もあるため、備

難者への配分が容易であ

イト収入減少など授業料

ント支援協力金、アルバ

企業資金融資制度、テナ

地域経済回復のため中小

市独自支援策として、

センターを開設しました。

スルー方式のＰＣＲ検査

は、８月

のクラスター対策を実施

③重篤化しやすい高齢者

を支給すべきだがどうか。

現場の全職員へ危険手当

市の取り組みは。②介護

どの声が聞かれているが

フェイスシールド、ガウ

創生臨時交付金を活用し、

ウイルス感染症対応地方

した。また、新型コロナ

護服などの貸与を行いま

る患者が発生した際に防

アルファ

切に対応していきます。
ります。一方、少量で梱

の支払いが困難となった

市民生活部長

道路交通法の改正
く考えです。

食用については、炊

市長
包されている食料は、避

学生を対象に学生応援給

捉え、実効性のある対策

今後も情報をいち早く

規のヘルパーの確保につ

答 健康福祉部長

ることは考えていません。

②市が危険手当を支給す

必要に応じ対応します。

した。今後も介護現場の

ンなどを購入、備蓄しま
付金制度を後期分も実施。

を講じ、市民が安心して

いては常勤、非常勤とも

ついてオンライン化する

問 市と自治会の連携に
ととなりますが、将来的

ティ課で検討していくこ

できることからコミュニ

物の現状と対策、広告事

てきましたが、違反広告

例制定に向けて提案をし

目指し、流山市広告物条

問 良質なまちづくりを

請を行った事業者などに

条例施行前までに許可申

ると規定しています。

措置を命じることができ

場合は、除却など必要な

期休校による子どもの学

問 コロナ禍のもと、長

継続的に指導しています。

いじめが行われないよう

者への差別や偏見による

業の開催により対応して

成事業や介護理解促進事

①新
ひとり親世帯へは国に先

大変苦労している状況は、

すべきだがどうか。

というのは大変なことだ

よりよい景観形成に向けた
広告物設置について

生活が継続できるよう全

場合、単独部署での対応
には自治会に携わる全部

業者、広告主への周知に

ルールブックやガイドラ

習の遅れと格差の拡大や

教員の増員については、

美保

力を尽くします。

として考えているのか。
署で共有することが望ま

ついて、また景観形成に

インを送付するとともに、

不安とストレス、そして

県教育委員会に対し大幅

問して、子どもの安全確

近藤

駆け臨時特別給付金を給

携わる全部署に共有す
しいと認識しています。

寄与した好事例の紹介に

ホームページ、広報なが

教職員の過重負担をどう

な増員を要望しています。

問 新型コロナウイルス

流政会

付。検査、医療体制面で

べきと考えるがどうか。
議員ご指摘のとおり、

ついてお答え下さい。

れやま９月１日号にも毎

捉えているか。教職員を

また、県に対し指導方法

認を行っています。児童

修治

そして、まずはできる
今後オンライン化などが

答 まちづくり推進部長

年掲載をしています。

増やし、少人数学級によ

感染症拡大の影響による

虐待や養護相談の対応と

石原

項目から対応できる自治
比較的容易に実施できる

違反の疑いがある広告

好事例は、ホームぺー

の工夫改善、加配枠の拡

外出の自粛や在宅勤務な

高橋

光

材の確保は、従来から介

護人材養成研修事業費助

コロナ禍での児童虐待・
ＤＶ被害の実態と対策

岡 明彦

しては、電話や訪問、窓

公明党

どによる自宅滞在期間の

日本共産党

③県と連携して必要な検

会を集計して、試行運用
項目を精査した上で、導

物は、職員および委託業

って３密を避ける工夫な

大と小学校配置定数基準

コロナ禍の前後で変わら

すべきと思うがどうか。

入を希望する自治会を調

ジにオープンデータとし

ど、できる取り組みをス

査を行っていく立場です。

自治

者によるパトロールや、

て掲載していますが、今

ないと伺っています。人

答 市民生活部長

査し、施行運用などでき

市民からの情報提供によ

コロナ禍のもと教職員を
増やし少人数学級を

会と市との間での諸手続

るかを検討していきます。

の見直しについての要望

後は計画前後のわかりや

引き続き教職員の増員

タートすべきではないか。
り現状確認し、違反があ

答 学校教育部長

口での相談のほか、関係
生徒の中には、長期休校

機関と連携を取り、実態

すいデータを、事業者が

長期化により、児童虐待
了解したものから掲載し

を把握しています。対策

としては、二度と同じよ

加傾向にあるが、どのよ

うに実態を把握し、対策

うな状況にならないため

童虐待の相談対応件数は

の本年４月から７月の児

答 子ども家庭部長

良くなるまで継続して支

応策を提案して、状況が

機関などと協議して、対

援が必要かを家族や関係

に、どのような環境や支

市

を講じてきたのか。

に向け要望していきます。

相談、養護相談ともに増

る場合は広告主および広

中に生活のリズムを崩し

条例の周知については、

きのオンライン化につい

流政会

自治会との連携について

と思いますが、解釈につ

自転車の車道通行が合

検討を進めています。

日にドライブ
19

をしています。
告事業者に指導、勧告を

ていきたいと思います。

児童
行い、改善が見られない

学習に集中できない、登

実態があると捉えていま
す。

％増加

１６５件であり、昨年の

しています。児童虐待の

同時期と比べ約

援しています。

通告があった場合には訪

検索

日程・通告

令和2年第3回定例会

流山市議会

ては、電子回覧板など、

より実態に合った
災害対策を

段

各学校においても必要

西尾

ような対策が必要と考え

に応じて教職員やスクー

市民クラブ

などを使い易い個包装に

ていますか。また、その

校への不安、感染の心配

問 今夏のゲリラ豪雨で、

順次入れ替えてはどうか。

問 新型コロナウイルス

ためにどのようなリーダ

などの不安を抱えている
答 土木部長

感染症が世界中で猛威を

新型コロナウイルス感染症
対策について問う

柏市では床上浸水があっ

に市内の北部地域におい

振るい、収束の見通しが

紳一郎

たが、本市の状況はどう

て局地的大雨があり、９

ルカウンセラーによる個

乾

か。また、災害対策のた

件の道路冠水と５件の個

ーシップを発揮してきた

日本共産党

めにもごみゼロ運動を開

立ちません。市長は感染

別面談を行うことや感染

日

催してはどうか。災害用

人敷地内への雨水侵入を

のですか。

７月

備蓄食料の中心である

を収束させるためにどの

こちらのQRコードからも
ご覧いただけます。

通告一覧は、市議会ホームぺージをご覧ください。

50

確認しています。このう

40

25
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問 平成
他課と連携を図るための

手続きの負担を軽減し、

援ナビは、ご遺族の申請

していきます。

れるよう、市として注意

して適切に給与が支払わ

において保育士などに対

今後も各認可保育施設

回答を得ました。

の賃金支給を行った旨の

非正規職員は、通常通り

ただいて結構です。

③そのように解釈してい

いきたいと考えています。

ュールについて協議して

の設置に向けてのスケジ

の強化、そして中核機関

す。内容はネットワーク

ていきたいと考えていま

策の平時からの検討、実

ス感染症を含む感染症対

おける新型コロナウイル

修正が行われ、避難所に

付で国の防災基本計画の

ては、令和２年５月 日

一方、感染症対策につい

ことを想定したものです。

えています。

として反映させたいと考

難所における感染症対策

に防災会議を開催し、避

「おくやみ相談窓口」
設置について

会で死亡に伴う手続きを
システムを構築するとい

たことであるため、日本

複合災害対策編の概要に

問 流山市地域防災計画

本法に基づき策定してお

防災計画は、災害対策基

答 市民生活部長

年第１回定例

やみ相談窓口」の設置に
問 ＮＨＫの委託先事業

放送協会から疎明資料が

おいては、感染症と自然

真理

ワンストップで担う「お

ナー設置自治体支援ナビ
合わせてシステム詳細の
者が入手した個人情報を

整っているのであれば、

り、その災害は、自然災

斉藤

くやみ相談窓口」につい
う課題をクリアするため

公明党

て研究調査していくとの
に有用な手段の一つです。

複合災害時の対策について

答弁があった。その後の
導入に当たっては、「おく

本人等以外の者による
住民票請求について

進捗状況、おくやみコー

儀一

の導入、おくやみハンド
調査が必要です。現在の
悪用した事例があるが、

災害の複合災害発災時の

害や大規模火災などと定

坂巻

ブック作成について問う。
基幹系システムに対応で

請求者の権利義務を守る

避難所運営マニュアルを

流政会

国で
本市においても住民票交

ためにも交付することが

複合災害対策編における

施が追加されたところで

す。本市の地域防災計画

についても防災基本計画

の修正を踏まえ、年度内

議 長 の 主 な 公 務

営協議会 

（松戸市）

月６日 令和２年度第１回北千葉広域水道企業団運

活動

月 日 令和２年度江戸川新橋建設促進協議会要望

（千葉市・埼玉県さいたま市）


組合定例会

月 日 令和２年第２回東葛中部地区総合開発事務

（我孫子市）


16

29

富生

答 市民生活部長
きるか検討し、
引き続き、
付に当たっては慎重な対

本市としても、住民基

早急に地域防災計画の構

複合災害は、江戸川水位

栄子

◆発議第20号 小中学校における少人数学級に向けた教育改
革を求める意見書について

10

大野

開発、作成されたおくや
先進地の情報も収集しな

義されています。

本市においては第三者か

本台帳事務処理要領に基

成に取り入れるべきと考

上昇時に地震が発生した

楠山

◆発議第19号 小中学校における新型コロナウイルス感染症
対策に関する決議について

10

地域

みコーナー設置自治体支

策定することが必須と考

らの住民票の請求に関し、

づき、引き続き適正な事

えるが当局の見解を問う。

市民クラブ

①市

こちらのQRコードからも
アクセスできます

妥当と考えています。

対応の見直しが必要と考

務処理を実施するように

の実態を把握するため、

答 健康福祉部長

※発議の内容については、市議会ホームページをご覧ください。

応が求められる。
そこで、

じめ関係各課と連携し協

えるがどうか。

職員状況調査を４月と６

と社会福祉協議会の協議

https://www.nagareyamagikai.jp/doc/2020090100020/

がら、ＩＴ政策担当をは
議を進めていきます。

答 市民生活部長

問 緊急事態宣言発令後、

月の２回行い、実態の把

問 令和２年第１回定例

については１回です。テ

検索

本市の地域防災計画、

亡に伴う各種届出につい

放送協会（ＮＨＫ）の不

保育所などは登園自粛要

握に努めました。調査の

会で成年後見制度につい

ーマは、現在策定中の第

◆発 議第18号 新型コロナウイルス感染症の影響から大学
生・専門学校生を守るための意見書について

29

◆発 議第25号 国における2021年度教育予算拡充に関する
意見書について

える。
内容などを精査し、

ては、今後は必要な持ち

請を実施。登園児数が減

結果、
正規職員は３施設、

て社会福祉協議会と協議

８期高齢者支援計画にお

◆発議第17号 議案第70号「流山市職員の特殊勤務手当に関
する条例の一部を改正する条例の制定について」に関する
附帯決議について

チェックリスト式の死

物などの項目を追加する

祥事があり、第三者から

少し、職員配置は縮小。

非正規職員は

すると答弁があった。①

いて、どのように成年後

努めていきます。

など、記載内容のさらな

の住民票の請求に関して
の対応の見直しが必要と
のことについてですが、
一部の悪意を持った下請

保育士などの自宅待機・

いて、減額支給を行って

協議の回数とテーマは。

月を目標とし

令和２年第３回定例会において可決された議員提出の議案
（発議）は、次のとおりです。

日本

る充実を図ります。

登園自粛要請中の
休園ビジネス問題を斬る

休業で賃金カットが続出。

いました。これらの施設

②次の協議の実施は。③

業者が情報漏えいを行っ

園収入は公定価格などで

に対して是正を行うよう

見制度に取り組み、進め

浩考

守られている。保育従事

口頭で指導を行い、正規

年に検討会を開始

ていくかを協議しました。

菅野

者の給料などを守る必要

平成

年。当局は中核

新生令和

があり、徹底すべきでは。

職員については通常通り

して約

②今後は

成年後見制度の
中核機関は設置するのか

答 子ども家庭部長

の賃金支給を行った旨の

機関設置とその日程を決

施設につ

園ビジネスが問題視され

回答を得ました。また、

て、以後定期的に開催し

休

ていることは承知してい

定すると解釈してよいか。

議員提出の可決議案

11

◆発議第23号 「労働者協同組合法案」の早期制定を求める
意見書について

31

施設側の要請で休ませた

11

議案・陳情・発議

令和2年第3回定例会

流山市議会

相談窓口
ます。市内認可保育施設

10

23

10

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見

◆発議第24号
書について

おくやみ
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委員会の審査状況

第173号

各委員会で審査した議案の議決
結果などの詳細は、市議会ホー
ムぺージをご覧ください。

本会議で委員会に付託された議案等の一部を紹介します。なお、
掲載する議案等は各委員会の委員が選定しています。

総

務

流山市議会 常任委員会審査概要・資料

教育福祉

委 員 会

総合政策部・総務部・財政部・会計管理者・選挙管理委員会・監査
委員・固定資産評価審査委員会の所管に属する事項、他の常任委員
会の所管に属しない事項

検索

委員会

健康福祉部・子ども家庭部・教育委員会の所管に属する事項

議案８件、陳情４件（うち１件は前定例会からの継続審査案件）

議案８件を審査

を審査

議案第93号
「令和２年度流山市一般会計補正予算（第９号）」

議案第75号
「令 和元年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算認
定について」

新型コロナウイルス感染症対策として、高齢者のインフルエンザ
予防接種の自己負担分を免除する事業のほか、ひとり親世帯などの
インフルエンザ予防接種の費用助成、また、妊婦および乳幼児の検
診などの移動に係るタクシー費用を助成すること、さらには、妊婦
の配偶者などが受けるＰＣＲ検査の費用を助成するなどの補正を行
うもので、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ３億3,883
万５千円を追加し、予算総額を936億8,362万５千円とするもので
す。
（※）

保険給付費などの増加により歳入歳出とも前年度を上回り、歳入
総額121億3,312万１千円に対し、歳出総額は119億4,959万円で、
差し引き１億8,353万１千円の実質収支額となった決算について議
会の認定を求めるものです。（※）

５対１で認定すべきものと決定。

教育福祉委員会に付託された
その他の議案・陳情

全会一致で可決すべきものと決定。

第74号、第76号～第81号、
陳情第５号～第７号

総務委員会に付託された
その他の議案

（議案名については８面をご覧ください。
）

第67号～第73号

（議案名については８面をご覧ください。
）

市民経済

都市建設

委員会

まちづくり推進部・土木部・消防・上下水道局の所管に属する事項

委員会

市民生活部・経済振興部・環境部・農業委員会の所管に属する事項

議案６件を審査
議案第88号
「令和元年度流山市水道事業会計決算認定について」

議案４件、陳情１件を審査
陳情第４号
「事 業継続のための給付（支援）制度創設を求める陳
情書」
新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少する中小零細
事業者に対して、事業継続の一助となる売り上げ収入を補填する制
度の創設を求めるものです。
（上記の説明は提出された陳情書の要旨をまとめたものです。）

収益的収支では営業収支で１億3,689万１千円、営業外収支で
２億6,104万２千円の利益が生じたことから、３億9,724万５千円
の利益を計上し、資本的収支では、資本的収入額が資本的支出額に
不足する額19億9,039万４千円が生じたが、この不足額を補填した
令和元年度水道事業会計の決算について議会の認定を求めるもので
す。（※）

全会一致で可決すべきものと決定。

５対１で採択すべきものと決定。

都市建設委員会に付託された
その他の議案

第86号、第87号、第89号、第90号、
発議第16号

市民経済委員会に付託された
その他の議案

（議案名については８面をご覧ください。
）

第82号～第85号

（議案名については８面をご覧ください。
）

ツイッター・フェイスブックで情報発信中
＜ツイッター＞

アカウント名：nagareyamagikai

各委員会の記事に記載の議案説明（※）の文章は、市長からの議案の
提案理由説明から抜粋したものです。
流山市議会では、ツイッターやフェイスブックで本会議や委員会のインターネット
中継に関する情報発信を行っています。どうぞご利用ください。

＜フェイスブック＞

アカウント名：Shigikai Nagareyama

流山市議会

流山市議会だより

第173号

令和２年流山市議会第３回定例会

出席議員全員が賛成した議案、陳情、発議

（全会一致）
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令和２年11月15日(日曜日)

議員別表決結果一覧

議
案
陳情
発議

第67号
第70号
第74号
第77号
第79号
第82号
第86号
第93号

専決処分の承認を求めることについて【令和２年度流山市一般会計補正予算（第６号）】
流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
令和２年度流山市介護保険特別会計補正予算（第１号）
一茶双樹記念館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
指定管理者の指定について【南流山小学校区第２あすなろ学童クラブ】
令和２年度流山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
令和２年度流山市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）
令和２年度流山市一般会計補正予算（第９号）

第68号
第73号
第76号
第78号
第81号
第83号
第90号

専決処分の承認を求めることについて【令和２年度流山市一般会計補正予算（第７号）】
工事請負契約の締結について【（仮称）流山市立おおぐろの森中学校新築工事】
流山市立中学校設置条例の一部を改正する条例の制定について
指定管理者の指定について【八木北小学校区第３学童クラブ】
権利の放棄について
令和２年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
流山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

第６号

「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する陳情書

第７号

「国における2021年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する陳情書

第18号
第20号
第24号

新型コロナウイルス感染症の影響から大学生・専門学校生を守るための意見書について
小中学校における少人数学級に向けた教育改革を求める意見書について
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について

第19号
第23号
第25号

小中学校における新型コロナウイルス感染症対策に関する決議について
「労働者協同組合法案」の早期制定を求める意見書について
国における2021年度教育予算拡充に関する意見書について
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※その他

近藤
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※表の見方
○：賛成
×：反対
欠：欠席
－：棄権
※議案名に続く【
】内は、補足として記載しています。個人名については
敬称略で記載しています。
※議長は表決に参加しないため、表決結果は斜線になっています。
※青野直議長の所属会派は流政会です。
※可決した意見書は、関係省庁に提出しました。
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陳情
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令和２年度流山市一般会計補正予算（第８号）

自由民主党
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第80号

美保

第75号

近藤

第72号

宏規
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野田

第69号

○
可決
×
修正案【令和２年度流山市一般会計補正予算（第８号）】
否決
○
流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
可決
○
流山市入湯税条例の制定について
可決
○
令和元年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
認定
○
指定管理者の指定について
【おおぐろの森小学校区学童クラブ】 可決
○
令和元年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 認定
○
令和元年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 認定
○
令和元年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定
○
令和元年度流山市水道事業会計決算認定について
認定
○
令和元年度流山市下水道事業会計決算認定について
認定
○
令和元年度流山市一般会計歳入歳出決算認定について
認定
○
教育委員会教育委員の任命について【宮田 義則】
同意
○
人権擁護委員の推薦について【秋月 孝夫】
同意
○
人権擁護委員の推薦について【水代 啓司】
同意
○
人権擁護委員の推薦について【海老原 廣雄】
同意
子どもの権利条約を遵守し、別居・離婚後の親子の断絶を防
×
不採択
止する法整備と支援を求める陳情書
×
事業継続のための給付（支援）制度創設を求める陳情書
不採択
新型コロナウイルス感染症対策条例及び本条例に基づく実施
×
不採択
事項につき見直しを求める陳情書
○
流山市歩きスマホ禁止条例の制定について【継続審査の許可
継続
について】
審査
議案第70号「流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
○
可決
を改正する条例の制定について」に関する附帯決議について
×
消費税減税を求める意見書について
否決
日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見
×
否決
書について

仁二

第69号

渡辺

審議結果

賛否が分かれた議案、陳情、発議

流政会

◎欠席した議員がいた場合
→出席議員全員が一致したものは「全会一致（上表）」
→賛否が分かれたものは「賛否が分かれた（下表）」、表示は［欠］
◎退席した議員がいた場合
→審議結果にかかわらず全て「賛否が分かれた（下表）」、表示は［－］

次回定例会のお知らせ
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令和２年第４回定例会会期日程（案）

時開議

10

日（木） 本会議

〃

26
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議 会 広 報 広 聴 特 別 委 員 会 で は、 よ り 読 み や す い
「市議会だより」作りに取り組んでいます。







皆さんのご意見・ご感想をお聞かせください。
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