明が行われたほか、２件

提出され、提案理由の説

市長から計

件の議案が

月 日の開会日には、

託されました。

委員会に議案・陳情が付

初提出分も含め、各常任

議案２件が提出され、当

了後には、市長から追加

月 日の最終日には、
市政に関する一般質問

託され、直ちに審査が行

に続き、総務委員会に付

提出され、提案理由説明

に、質疑、討論、採決が

決が行われました。

明の後、質疑、討論、採

（要旨６・８面）

行われました。また、議



員からは計８件の発議が

提出され、提案理由の説

５月16日（日）
９：30－11：30 都市建設委員会

（会場：生涯学習センター）
14：00－16：00 教育福祉委員会（会場：文化会館）

万人都市における市議会の新たな役割

議会活動を知っていただき、意見交換を行うため、議
会報告会を開催します。今回は、常任委員会ごとの班
で行います。

令和２年第４回定例会概要

の報告がありました。そ

月
７日から

日までの４日
案理由説明の後、総務委

間にわたり審査が行われ

各常任委員会は、

員会に付託され、審査の

ました。  （要旨７面）

のうち計４件の議案は提

後、委員長報告、質疑、
討論、
採決を行いました。

市長から追加議案１件が
月１日から４日間

われました。次に各常任



人の議員が

は、

にわたり、

（要旨３～６面）

人口

月４日の一般質問終
ローズ
アップ

委員会の委員長報告の後

登壇し行われました。



ク

万人を突破し

本年１月６日に流山市
の人口が
ました。

人口の急増、中でも働
き盛りの世代や子どもた
ち が増えてきている流山

第20回

もちろんこの新たな課

手腕、その質が問われる

させられるかは、行政の

応え、市民満足度を向上

研究はもとより、何より

かは、懸命な自己研鑽と

を正しく遂行し得るか否

います。議会がこの仕事

新たな諸課題に直面して

で遭遇したことがない、

新たにしています。

めていきたいと、決意を

めてしっかりと仕事を進

今まで以上に気を引き締

た今、市議会議員一同、

部分です。

題は、市議会にとっても

も市民の皆さんの厳しい

チェック、加えて適切な

重大な責任を生じさせて
います。

ない問題や課題に敏感に

られた方、障害のある方、

長い人生経験を重ねて来

子どもや若者、すでに

情報やご意見をお寄せい

反応し、行政運営におけ

さまざまな文化的背景を

市議会は、行政の仕事

る執行を監視チェックす

お持ちの方など、すべて

ただけるか否かにかかっ

る重要な役割が課せられ

の市民の皆さんが不便な

ています。

ています。二元代表制の

く、心豊かに暮らしてい

の追認機関ではありませ

下での、市議会の独自の

くことができる流山市を

ん。むしろ行政が気づか

責任と役割が強調されな

人口

万人時代を迎え

作りたいと思います。

ければならないゆえんで
す。

現在流山市は、これま

市議会

市。このことが行政に対
して、教育・子育てのた
めの施設やマンパワーの
確保、道路・公園・上下
水道などのインフラ整
備、ごみ処理や資源リサ
イクルの一層の推進な
ど、新たなるさまざまな
課題を課してくることは
避けられません。
中でも、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、急遽開
催を中止する場合がございます。中止の際は、市議会ホー
ムページでお知らせします。あらかじめご了承ください。

市長

ますます多様化し複雑化
するばかりか、これまで
は知られていなかった新
たな市民ニーズの登場な
どに、いかにして適切に

５月15日（土）
９：30－11：30 総務委員会（会場：北部公民館）
14：00－16：00 市民経済委員会
（会場：初石公民館）

20万人

11

（要旨７・８面）

10

16

財産の取得についてなど
議 案
件 を 可 決
市議会だより写真コンクールを５月に開催

( )

６面
参照

黒沢英雄さん撮影の「名残雪」
（撮影場所：利根運河）

12

20

33

桜が咲き誇る時、天気予報で雪の予測。朝からの雨が雪に変わり、利根運
河の桜の花が雪と重なり合い素晴らしい景色に！ 早速出かけ、パチリ！

写真コンクール入賞作品
撮影の背景

12

30

20

令和３年 ２月14日

流山市議会

12

12

1 7４

だより

26

20

議会報告会を開催します

20

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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流山市議会ホームページのご案内

流山市議会

流山市議会では、流山市ホームページとは別に、独自のホームページを開設しています。
流山市議会ホームページでは、本市議会に関するさまざまな情報を発信しています。どうぞ
ご覧ください。

《2》

検索

携帯電話・スマートフォン
では、
PC版を見る を選択すると、
左図と同様のレイアウトに
なります。

トップページには、傍聴席
から見た議場の写真を掲載
しています。

＜議会のしくみ＞
市議会の役割、市長・市民
との関係などについて解説

新着記事は
こちら

＜議会報告会＞
過去の議会報告会の開催
状況などはこちら

＜議員の紹介＞
議員の顔写真・所属政党・
連絡先などはこちら

＜議会への提案方法＞
請願・陳情の
提出方法はこちら

会期日程、一般質問の通告
書など、定例会ごとに更新
されるぺージはこちら

＜議会中継＞
本会議・委員会
の議会中継をご
覧いただく場合
はこちら

＜会議録検索＞
本会議・委員会の会議録
を検索できます。

＜市議会だより＞
市議会だよりのバック
ナンバーはこちら

市民の方に傍聴いただける
会議などの予定を、こちら
に掲載しています。
＜議長交際費・政務活動費など＞
議長交際費の支出内訳や政務活動費
の領収書公開などはこちら

＜市議会公式SNS＞
流山市議会公式フェイスブック、
ツイッターはこちら

議員研修会について

～政策形成能力および立案能力の向上を目指して～

本市議会では毎年、専門家をお招きし「議員研修会」を開催しています。これ
は、流山市議会基本条例第19条の規定に基づき、議員の政策形成能力および立
案能力の向上を図るため実施しているものです。
令和２年度は、令和３年１月15日に開催予定で準備を進めておりましたが、
緊急事態宣言の再発出に伴い、残念ながら中止と
いたしました。
（予定していたテーマや講師につ
いては、ホームページに掲載しています。）
なお、過去に開催した議員研修会について、録
画中継でご覧いただける内容もございます。さま
ざまなテーマで、専門家の講演をご視聴いただけ
ますので、ぜひご覧ください。
ご視聴方法は、右記のとおりです。

過去に実施した議員研修会は
こちらからご視聴いただけます
流山市議会
①「流山市議会

議会中継

検索

議会中継」で検索。

②
「議会中継」ページを選択し、
「流山市議会の取り組み」
の「議員研修会」にあるリンクからご視聴ください。

こちらからも
ご覧いただけます

市政に関する

一般 質 問

令和２年第４回定例会の一般質問には、 人の
議員が登壇し、市政に関するさまざまな議論が展
とを東洋学園と協議して

建物を本市に売却するこ

転することとして、
土地、

東洋学園大学旧校舎に移

し、同中学校を学区内の

新たな小学校として改修

のため、南流山中学校を

山小学校の教室不足解消

づく市民参加の対象事項

ことは市民参加条例に基

施設の一部を貸し付ける

して取得するものであり、

移転のための教育財産と

が、既存の南流山中学校

います。協議の途中です

し付けることを検討して

申し出があったことから、

の一部を借用したい旨の
ついては、

施設開設に

誘致や市の

国の施設

取得を予定している土地、
現段階では

この時こそ準備を実施し、

グやツーリズムでは、今
力します。マイクロツー

マイクロツーリズムに注

ツーリズム事業では、

ンなどのデバイスの持ち

るのか。③スマートフォ

導はどのようにされてい

ているのか。②頭髪の指

どのように位置づけられ

令和２年７月

を踏まえた上で、国から

③児童生徒や地域の実態

の連絡を行っています。

指導、助言後、保護者へ

と事実確認をし、口頭で

れた場合、児童生徒本人

に基づき、校則を定めて

1 環境施策について

ではないと考えています。

建物のうち、南流山中学
考えていま

いつでも反転攻勢できる
リズムを実施するに当た

込みについてはどのよう

で示された各学校種の携

いると認識しています。

1 介護保険について

います。一方で、暁星国

校として使用する以外の
せん。

際学園から、有償で施設

部分を暁星国際学園へ貸

ような体制が重要である。
り、地元の魅力を再確認

な扱いになっているのか。

帯電話の取り扱いの指針

行い、伝統文化技能研修

同じく生徒指導提要で、

2 本市のみどりについて

開されました。
各議員が行った質問のうち、１問についての質
問・答弁を通告順に掲載しています。
なお、「 問 」部分については、各議員の草稿に
よるものです。

最悪のシナリオでも
攻めの姿勢で反転攻勢を
洋一

た知見や現在実施してい

森田

問 来年度予算は、過去
るオンラインイベントな

な考え方の下、大きく逸

市民クラブ
最大の減少額と最悪のシ
どの経験も生かしながら、

問 ①校則などはどのよ

脱していることが確認さ

流山市立小中学校の
校則などについて

ナリオが想定される中、
ウイズコロナにおいても

うに整備され、法的には

トップの考え方はどうか。

することや切り口を変え

答 教育長

に照らし、携帯電話は原

宏規

アフターコロナを見据え
発展形を検討していきま

新型コロナウ

３月に国が作成した生徒

則持ち込みを禁止し、保

野田

た攻めの姿勢が大切であ
す。

答 市長

たＰＲ方法を考え、発信

指導提要によると、学校

護者と確認の上、認める

流政会

る。特に、マーケティン

イルスの状況を見据えた

する経験を蓄積すること

が教育目的を実現してい

日に通知

姿勢について、マーケテ

で今後のツーリズム戦略

く過程において児童生徒

という方針で取り扱って

年

ィング事業では、コロナ

につなげていきます。

が遵守すべき学習上、生

います。
ものであるとされており、

活上の規律として定めた

①平成

禍の状況でもできること
を検討しつつ、そこで得

東洋学園大学跡の施設利用は
市民のために利用すべき

センターや予防医療セン

校則を定める法的根拠は

市内小中学校はこの定義

問 南流山中学校の移転

ターを設置するなど、広

啓子

先に東洋学園大学跡が予

く市民や国民のために利

加藤

定され、その敷地の一部

特にないとされています。

自由民主党

を暁星国際学園に貸与予

用すべきと思うがどうか。

②各学校の頭髪の基本的

定である。公共施設の設

南流

答 総合政策部長

3 今上落と江戸川河川敷について

3 流山市地域防犯活動の連携に関する協定について

2 市民活動推進の活性化に向けて

2 子育て支援策の拡充について

仁二 2 指定ごみ袋導入について

10 渡辺

滋 2 防災対策について

19 戸辺

真理

20 斉藤

1 GoToイートキャンペーン事業について

1 コロナ禍における経済振興策について

2 本市保育施設や小中学校の食物アレルギーの対応について問う

美保

1 子どもが主体的に生きる力を育む教育行政に向けて

富生 1 指定ごみ袋の導入の検討について

9 近藤

3 コロナ禍での労働者・中小企業対策の市政の有り方について

1 本市における居住支援の強化について

2 本市のGIGAスクール構想について

18 大野

俊行

1 令和３年度予算編成について

8 藤井

3 市長の政治姿勢を問う
4 地域公共交通計画の策定に関して

1 本市の公共交通について

栄子

3 災害発生時の避難所等の電気供給について

和子 2 保育行政について

16 植田

4 成年後見制度の拡充について

17 楠山

明彦 2 性的マイノリティの理解促進について

7 岡

2 地球温暖化対策について

3 動物愛護行政について

3 クリーンセンターごみ焼却施設の長寿命化について

1 流山市のごみ処理体制の現状と今後の対策について

誠

6 野村

亮二 2 流山市における成長戦略の実行について

15 森

1 本市の新型コロナウイルス感染症対策について

1 ポストコロナ時代に適した庁内の体制づくりについて

弘 1 令和３年度予算について問う

5 中川

3 「地域猫」活動について
1 指定ごみ袋導入について

1 流山市総合運動公園野球場観覧席の建設について

2 流山市の組織体制について

段

2 流山市における多様性の尊重と共生社会づくりの施策について

紳一郎 2 教育行政について
13 乾
3 流山市立小中学校の校則等について

14 西尾

1 新型コロナウイルス感染症対策について

治正

4 阿部

3 来年度予算編成方針について

宏規

1 本市の職員の待遇について

3 野田

仙 2 市税の在り方について
12 小田桐
3 まちづくり推進に向けた市民参加について

1 教育行政について
啓子 2 東洋学園大学跡の施設利用について
2 加藤

光 2 福祉タクシー券制度の拡充について
11 高橋
2 上下水道事業の健全経営について問う

20

置については市民参加で

写真はイメージ

1 新型コロナウイルス感染症対策について
1 令和３年度予算編成方針について問う

洋一
1 森田

31
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無症状者への検査が
感染拡大を防ぐ要だ！

ではマイナス５・５％程

症状者にもＰＣＲ検査を

問 医療・介護職場で無

スターが発生している地

発生している地域やクラ

において、感染者が多数

決定した今後の取り組み

現に向けた教職員対象の

ＧＩＧＡスクール構想実

主な取り組みとしては、

ウイズコロナに向けた

めていきます。
感染症対策を含めた全

行う自治体が増えている。
ＩＣＴ機器活用研修会実

度になる見込みであり、

地域の感染者数を増やす
域では、その期間、医療
施などの検討、来庁せず

体の事業規模は 億円程

集団感染の発生や医療崩
および介護従事者などの
に行える各種手続きの周

リーマンショック時以上

壊を防ぐためだ。国も感
一斉、定期的なＰＣＲ検
知、押印廃止など手続き

度と見込んでいます。

染拡大地域の医療・介護
査の実施に関する要請が
の簡素化、オンライン会

の減収と見込んでいます。

施設で無症状の入所者や
都道府県に対して出され
議の積極的活用などを進

治正

職員への定期的検査の考
ていますが、県からは実

阿部

えを打ち出している。市

災害発生時の避難所などの
電力供給について

に設置している地域学校

協働本部の地域ボランテ

ィアを活用し、児童生徒

高齢者などがいる個人宅

照明への給電、乳幼児、

減を図ります。

行い、教職員の負担の軽

トラブルなどへの支援を

末の操作やＩＣＴ機器の

や教職員のタブレット端

問 令和元年、千葉県に

や老人ホームなどでの給

明彦

上陸した台風は甚大な被

電を行っています。

岡

害をもたらした。他の自

公明党

治体では停電時に電気自

月に「災害時における電

済産業省では令和元年

問 先の見えない正解の

加した教職員からは、「自

ップを実施しました。参

教職員向けのワークショ

このことを踏まえ、経

電源として活用する取り

動車の活用促進に向けた

ない社会の中で、自主自

分は大切な存在であると

動車の蓄電池を避難所の
組みが広まっている。本

アクションプラン案」
、

立した大人になれるよう、

子どもが主体的に
生きる力を育む教育とは

市でも電気自動車を活用

令和２年７月には「災害

主体的に生きる力を育む

心から一番近い森のまち」

問 健 康 都 市 宣 言、
「都

酸化炭素排出抑制などの

されています。市内の二

域施策編の２つから構成

計画は、事務事業編と区

所での携帯電話の充電や

給電機能を活用して避難

気自動車を派遣し、外部

車メーカーが被災地に電

しました。その際、自動

４９００戸の停電が発生

県外を含めて最大で

元年９月の台風 号では、

答 市民生活部長

万

後進めていきます。

との災害協定について今

として、自動車メーカー

における停電対策の一つ

本市においても避難所

促進しているところです。

の外部給電機能の活用を

し、災害時の電気自動車

してみてはどうか。

ショップを各学校で導入

プリベンション）ワーク

（チャイルド・アサルト・

である。よって、ＣＡＰ

を言える風土醸成が必要

ためには、子どもが本音

指導してきたが、その重

ことの大切さを意識して

を向け、子どもを認める

一人一人にしっかりと目

た。日頃より子どもたち

ことの重要性を再認識し

子どもたちが意識を持つ

近藤 美保
した「災害連携協定」を

時における電動車の活用

施設の従事者などで感
をキャッチフレーズにし

ための市域全体の総合的

流政会
早急に検討すべきと考え

促進マニュアル」を作成

染者が発生し、施設内に
ている本市として、一日

かつ計画的な取り組みを

令和

るがどうか。

濃厚接触者が出た場合に

も早くゼロカーボン宣言

地球温暖化対策について

は、施設と施設所管課で

へシフトすべきと考えま

いないことから、現時点

施予定などが通知されて

８月

協議の上、接触があった

示す区域施策編は、令和

を行う考えはありません。

で市独自に定期的な検査

ものの濃厚接触者には該

す。まずは、目指すべき

４年度末の策定を予定し

育であり、教育委員会と

分の心と体を守る予防教

のさまざまな暴力から自

いじめ、虐待、体罰など

クショップは、子どもが

答 教育長

はなく、子ども、保護者

しており、教職員だけで

型の研修の必要性を認識

クショップのような参加

られました。ＣＡＰワー

できた。
」という感想が見

要性を改めて学ぶことが

答 市長

対策については、早急に

えています。地球温暖化

成に併せて行うものと考

いては、区域施策編の作

ゼロカーボン宣言につ

の指導は困難と思われる

のが多く、教職員だけで

専門的な知識を要するも

加する。ＩＣＴ関連は、

により教職員の負担は増

のタブレット端末機貸与

ル構想による全生徒１台

実施やＩＣＴ支援員の配

ＩＣＴ機器活用研修会の

い、その人材を活用した

民間企業に業務委託を行

実施しています。
今後は、

活用についての研修会を

トや学習ドリルソフトの

今年度から授業支援ソフ

員向けの研修会を、また

イートキャンペーン千葉

る対策は何か。ＧｏＴｏ

げ増加に向け、市が考え

問 市内飲食店の売り上

若手教員研修会において

しています。昨年度は、

答 経済振興部長

はどうか。

の導入について検討して

なる。市独自の支援事業

るよう努めていきます。

への取り組みが実践でき

俊行

イルス感染症の影響で市

取り組むべき課題である

が、どのようにサポート

置、学校からの問い合わ

藤井

問 新型コロナウイルス

税の減収が見込まれるた

ことを認識していますが、

答 市長

をしていくのか。

新生令和

教職員のサポート
体制の充実を

度からプログラミングソ

してもその重要性を認識

誠

当しないと判断された従

姿を低炭素社会から脱炭

ており、見直しの中で２

問 プログラミング教育

フト活用についての教職

野村

事者などにも対象を拡大

素社会へと前に進めてい

０５０年までに二酸化炭

の実施やＧＩＧＡスクー

公明党

し、全額市の費用負担で

くべきと考えますが、市

素排出実質ゼロを見据え
た施策についても検討し

感染拡大下にある今日、

め、事業内容の見直しや

具体的な政策を持って宣

喚起策と感染防止対策の、

ＣＡＰワー

検査を実施するよう対応

長の見解を伺います。
答 市長

ます。

令和３年度の予算編成方

取捨選択により歳出削減

言をすべきと考えていま

は、登録飲食店で使える

アクセルとブレーキの使

新型コロナウ

づき対策を進めています。

針の、前年度と大きく異

を行いながらも、感染症

せに対応できるコールセ

プレミアム付き食事券を

弘

なる点は何か。また、税

に対する市民の不安を解

グ教育や児童生徒一人一

ンター設置などの支援を

中川

収状況は今年度と比較し、

す。今後は区域施策編の

台のタブレット端末導入

自由民主党

どのようになると見込ん

消する事業や経済支援事

改定スケジュールの前倒

計画しています。
加速していきます。

ポートについては、昨年

渡辺 仁二

発行する事業であるが、

を迎えています。市とし

い分けが大変難しい局面

消費

予算が無くなれば終了と

流政会

市独自の支援事業について

コロナ禍における市内飲食店への

でいるか。ウイズコロナ

業の実施を指示していま

に向けた学校現場へのサ
ＧＤＰ成長率は現時点

プログラミン

に向け、来年度どのよう

しを検討し、脱炭素化を

で実施していくのか。

また、全ての中学校区

す。

本市は、地球
温暖化対策実行計画に基

15

答 健康福祉部長

でも実施すべきでは。

写真はイメージ

します。

11

！
！

93

日に国の新型コロナウ

10

な事業をどの程度の規模

令和３年度予算について

イルス感染症対策本部が

28
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流山市議会だより
流山市議会

ては、まず安心して来店
いただける環境を各店舗
に作っていただけるよう、
飲食店に県が示している

小田桐

仙

傷つけ、失っていい命は
一つもありません
日本共産党

たっては、増加額を抑制

介護保険料の算定に当

４月に西初石地区に１０

置付けており、令和３年

は、１７０床の整備を位

半数です。第８期計画で

本計画では、情報化に

ています。

情報化推進計画を策定し

２年３月に新たに流山市

予定されています。

するため介護給付費準備

関する人材育成は不可欠

っています。市教育委員

０床の特別養護老人ホー

問 ９月、市内公立校の
会は、今回の２件の事故

入所申し込み者は、７

内訳は多床室が

総合運動公園野球場
観覧席の早期具体化を

であると考えることから、
きなかった理由は何か。

保護者説明会の開催がで

後、事故調査会の設置、

ては、やはり関係者の心

開けなかったことについ

速やかに保護者会などを

１件目が発生した後、

託を行い、令和４年度に

令和３年度に設計業務委

審査特別委員会の場で、

問 令和２年３月の予算

しやすい吊式を考えてい

す。バックネットは観戦

で概略設計を行っていま

どの観覧席を設ける想定

取り、屋上に２００席ほ

を図っています。

し、職員のスキルアップ

Ｓ研修などの研修を実施

ンバー研修、統合型ＧＩ

ティー対策研修、マイナ

を効果的、効率的に進め

り、職員の採用はそれら

り進めるものと考えてお

度な専門分野は委託によ

ついては、基本的には高

するほか、情報セキュリ

ションの導入をサポート

などの新しいアプリケー

た技術の導入やＺｏｏｍ

基金から３億５千万円の

感染症防止対策への協力
を重く受け止め、事故の

月１日現在２９２人で、

ニット型個室

としており、情報化に関

男子中学生２名が踏切事
原因分析、事故の再発防

１年以内の入所希望者が

ム建設を予定しています。

故により、立て続けに命
止に関する提言をいただ

活用を図ります。

をお願いするとともに、
を失った。ご遺族や同級
くことを目的として、流

する人材育成方針に基づ

ＧｏＴｏイート食事券の
生へのケア、再発防止、

多床室希望者対応のため、

活用やテイクアウトによ
事故調査委員会の調査な

き、ＡＩやＲＰＡといっ

る売り上げ増となるよう
山市学校事故調査委員会

床、ユ

ＰＲしていきたいと考え
どについて見解を問う。
を設置しました。

床です。

ています。
また、１件目の事故発生

ペーン終了後の市独自の
引き続き中小企業資金融
生徒の心の

工事の計画との答弁があ

段

支援策については、長期
資における利子補給を行
答 教育長

情に配慮し、総合的に判

西尾

化するコロナ禍において
っていきたいと考えてい

断したものです。一人で

市民クラブ

事業者の事業継続のため
ケアを最優先として、全

今後、国や県の補助金を

います。
年末年始に向け、

として県の指定を受けて

ができるような体制を取

ンセリングを受けること

現在も必要に応じてカウ

リングを実施しました。

への面談およびカウンセ

ケートや全校生徒、教員

ます。

本当に重く受け止めてい

も非常につらく悲しく、

たということは、私自身

ある子どもが命を落とし

あっても、これから先の

市の野球場など、他自治

場と同規模の茨城県稲敷

ため、総合運動公園野球

観覧席建設の参考とする

答 生涯学習部長

を更衣室にしてはどうか。

か。また、放送席や控室

どのように計画している

どうか。今後の進め方は

った。現在の進捗状況は

がれやまおよび市ホーム

和２年

したいと考えており、令

令和３年１月 日に実施

り令和２年

月 日から

よびアンケート用紙によ

ら入力できるフォームお

やスマートフォンなどか

アンケートを、パソコン

利用者のご意見を伺う

ます。

日に広報な

み袋にしてほしいという

声が多数あるが、指定ご

さら導入なのか」などの

く理解できない」
「なぜ今

は、
「市民のメリットが全

ブリックコメント意見に

問 指定ごみ袋導入のパ

ません。

は正確に出すことができ

こともあり、件数として

ご意見をいただいている

日々の電話対応を含めて

様からの意見数の把握は、

答 環境部長

行しないと約束できるか。

る政策判断のできる人材

校生徒を対象としたアン

問 全国で「第３波」と

活用して発熱外来の指定

体の情報収集や視察を行

ページで周知予定です。

要望は市当局に多数あっ

市民の理解と納得、合

また、ＩＣＴ技術を支

ます。

言われる感染が拡大して

を受ける市内医療機関を

では。特別養護老人ホー

い、実施設計に向けた準

放送席などの更衣室と

たのか。市民の理解と納

意がないもとで強行しな

乾

紳一郎

植田

和子

一方的な指定ごみ袋の
導入は中止を！

日本共産党

市民の皆

への出前講座など機会を

いと約束できるかとのご

捉え、あらゆる手段を使

日本共産党

と考えています。

いる。①発熱外来の整備

増やすべく、市医師会と

問 来年度から始まる第

ム入所待機者数は何人で、

備を行っています。観覧

しての利用は、現段階で

得、合意がないもとで強

える優秀な人材の確保に

目標はあるのか。②「市

連携を図っていきます。

８期介護保険事業計画で

予定している増床で、待

席は１階建て建物に放送

は難しいと考えています。
制度改正は、特別養護老

められることから、対応

って市民の皆様に分かり

光

民の命を守り抜く」と市

②市長も含め市として、

はどのような制度見直し

機者解消はどの程度進む

室や審判室などが入る間

人ホームなどの施設入所

問 ポストコロナ時代を

できる人材の確保や育成

やすく納得いただけるよ

主な

者の食費および居住費に
見据え、自治体にはデジ

が必要になるが、本市の

うに説明を尽くし、理解

高橋

長の決意を表明すべきだ

市民の命を守り抜くとい

があるか。
コロナ状況下、

答 健康福祉部長

と予想しているか。

応しているところです。

対する補足給付において、

タル技術により業務変革

答 総務部長 本市では、

取り組みや課題はどうか。
平成

年度にＩＣＴ推進

ます。

が得られるよう取り組み

地区での説明会や自治会

うことが無いように、４

質問については、そうい
この考えは、今後も不変

所得段階に応じた資産要

を行うＤＸ（デジタルト
ン）が求められている。

本部を設置し、また令和

亮二
③現時点では週２回、一

です。
件という目標で

件の設定と収入要件の細

ランスフォーメーショ
いて、現役並み所得者の

推進には高い専門性が求

森
日平均

分化が行われます。
また、

収入要件による細分化が

流政会

す。感染状況および検査

高額介護サービス費につ

日本共産党

がどうか。③市として一

う決意で対策本部にも臨

基金を全額取り崩し、保

現在

日当たりのＰＣＲ検査目

み、感染症拡大防止につ

険料値上げを回避すべき

４月改定の介護保険料は
値上げ回避を

標はあるのか。以上を問

いて医師会の協力、知恵

月

う。
①市

もいただきながら日夜対

21

必要件数の状況を十分見
極め、
市医師会と協議し、
柔軟な対応をしていきま
す。

写真はイメージ

日時点で

12

20

21

今こそ、行政の
デジタル化を進めよう！

12

14

15

月
10

答 健康福祉部長
カ

危機感を持ち、
新型コロナ
ウイルス感染症対策の拡充を

には資金繰りが大変重要

ＧｏＴｏイートキャン

40

60

では
26
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所の医療機関が発熱外来

11

流山市議会

流山市議会だより

第174号

楠山

栄子
３炉ある炉がフル回転し

はありません。ただし、

フローするという状況で

が大きく超えてオーバー

現在でも許容量オーバー

安定稼働を続けており、

回しています。
その中で、

をメンテナンスしながら

実させ、来春にも拡充さ

患者のメンタルケアも充

の調査を踏まえ、不育症

死産などを経験した女性

は大きいと考えられま

の身体的、精神的な苦痛

いるため、不育症の女性

きる医療機関も限られて

◦流山市内で撮影した四季折々の風景、
祭りやイベントの写真

本市の公共交通について
市民クラブ

す。本市としては、国の

て２０７トンのため、通

れる不妊治療の治療費助

ーアップしていくもので
ではありません。

問 ①コロナ禍によるぐ
常は２炉運転をして１炉

を受け止める相談体制な

議論の動向を注視しつ

す。協議会で素案が作成

症は、その原因が分から

ど必要とする支援を検討

成制度に不育症の支援を

りーんバスへの影響は大
クコメントで意見が出さ

ない場合も多く、治療が

千葉県市議会議長会研修会 

議 長 の 主 な 公 務

り、また検査や治療がで

していきます。

つ、不育症に悩む方の声

か。②地域公共交通活性
れた場合には、市の中で
単位として対応している

１月 日

（千葉市）

確立していないこともあ

盛り込む方針です。不育

された後に行うパブリッ

化協議会の会議をオンラ
も協議などを行った上、
問 マンション内で自主
ため、原則として自治会

のため現在のところ要綱

（※右記の研修会は、オンライン実施に変更となりま
した。）

２月４日 市議会議員共済会第 回代議員会 
（東京都千代田区）



（※右記の代議員会は、
書面会議に変更となりました。
）

検索

５月に開催

流山市議会だより写真コンクール

きい。廃止・減便はある

イン公開できないか。③
協議会にも意見を諮って
防災組織を設立しても、
への加入、または設立が

集合住宅の
防災支援策について

パブリックコメントを同
反映することの可否を確
自治会未加入もしくは未

基本と考えています。こ

金対象とならない。この

を改定することは考えて

滋

協議会で検討し、反映し
認した上で修正するかど
設立の場合は、市の補助

いと思います。
制度を改正すべきと考え

いませんが、今後自治会

戸辺

てはどうか。④同協議会
うかの判断をしていきた

答 市長
④第３回協議会の開催も
るがどうか。また、集合

公明党

を広報で周知できないか。
ロナ禍の影響により、収
含めて、広報およびホー

①現時点でコ

支率が悪化したぐりーん

未設立の集合住宅などの
の組織率向上に向け、研

住宅への応急給水栓の設

究を進めていきます。

ムぺージに掲載していき
栓を補助金の補助対象と

上下水道事業管理者

バスの廃止や減便につい

すべきと考えるがどうか。

急給水栓設置に関わる資

現状把握や自主防災組織

答 市民生活部長

機材は、自主防災組織防

置を促すため、応急給水

令和２年

市自主防災組織防災資機

たいと考えています。

定の第３回協議会で、ユ

材整備等事業補助金交付

ては考えていません。

ーチューブ上で公開して

災資機材整備等事業補助

②

いく準備を進めています。

要綱では、自主防災組織

金の対象となります。し

まちづくり推進部長

③本市の地域公共交通活

とは「自治会を単位とし

かし、
あくまでも資機材、

日開催予

性化協議会は法律に基づ

て組織された団体」と定

備品に対する補助である

月

いた法定協議会であり、

義付けています。避難所

ことから、工賃や手間賃

◦学校の行事（運動会、修学旅行、文化
祭など）の写真

応募方法など詳細は、市議会ホームページをご覧いただくか、議会
事務局までお問い合わせください。
（議会事務局☎04-7150-6099）

こちらのQRコードからも
アクセスできます

テーマ

※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。

５/１（土）～５/31（月）必着

https://www.nagareyamagikai.jp/doc/2020112500012/

募集期間

検索

議案・陳情・発議

流山市内
在住・在学・在勤の方対象

り

◆発議第32号
中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求
める意見書について

応

地域公共交通計画を策定

運営委員会の組織や災害

は含まれません。

子育て支援策の
拡充について

日およ
び

◆発議第27号
大規模物流倉庫など広域的集団感染の対応強化を求める
意見書について

写真コンクール
今年も５月に開催します

流山市議会だよ

◆発議第33号
不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書について

121

◆発議第26号
男女共同参画社会の本格的実施を求める意見書について

流山

する、また策定をフォロ

時の支援なども自治会を

富生

クリーンセンターの
ごみ処理能力について
大野

答 健康福祉部長

真理
症の支援策については、

斉藤
問 妊娠後に流産や死産、

国において検査費用を助

公明党

答 環境部長

早期新生児死亡などを繰

成する方向で検討を始め、

施設を設

問 クリーンセンター立

計する時の人口は、

り返す不育症は、ほとん

厚生労働省において令和

不育

ち上げ当時、市の人口は

７千人を想定して設計し

どの検査、治療が保険適

２年

万

約

ました。クリーンセンタ

用外となっているため、

万

人。現クリーンセンター

ーが１日最大に処理でき

経済的負担に加え、絶望
や自責により、うつ状態

するプロジェクトチーム

19

令和２年第４回定例会

流山市議会

万人。現在は約

計画時に、ごみ処理能力

るごみの量は２０７トン

で想定していたのか。

トンを超えてごみが入っ

になる方も多い。本市に

の会合が開かれました。

日、

ですが、現在１日２００

万人まで増加することは

てくることはありません。

おいても不育症支援策を

月

は最大ではどのくらいま

想定していたのか。想定

今は想定人口よりも増え

日に不育症対策に関

以上に増え、限界に近付

12

厚生労働省による流産、

11

17

講じるべきではないか。

いているのか。

令和２年第４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。

17

26

議員提出の可決議案

12

ていますが、１日の容量

11

20

20

15

《6》
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流山市議会だより
流山市議会

《7》

流山市議会

流山市議会だより

令和３年２月14日(日曜日)

委員会の審査状況

第174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

議案９件、陳情３件を審査
議案第127号
「工 事請負契約の締結について【
（仮称）南流山地域図
書館・児童センター建設工事】」
南流山地域の人口増加に対応するため、南流山中学校の敷地内に、
図書館および児童センターを建設するに当たり、その工事請負契約
を締結するもので、去る11月13日に、一般競争入札を実施したと
ころ、橋本組・サンコーテクノ特定建設工事共同企業体が14億8,280
万円で落札したので、同共同企業体と工事請負契約を締結するもの
です。
（※）

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18件を審査
議案第116号
「指 定管理者の指定について【流山市おおたかの森児
童センター】」
流山市おおたかの森児童センターについて、令和３年３月１日か
ら令和８年３月31日まで指定管理者に管理を行わせるため、その
指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものです。（※）
（指定管理者となる団体：株式会社明日葉）

５対１で可決すべきものと決定。

全会一致で可決すべきものと決定。

教育福祉委員会に付託された
その他の議案

総務委員会に付託された
その他の議案・陳情

第103号～第115号、
第117号～第120号

第97号～第102号、第128号、第129号、
陳情第８号～第10号

（議案名については８面をご覧ください。
）

（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

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

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１件を審査

議案５件を審査
議案第125号
「市道路線の認定について」

議案第121号
「令和２年度流山市国民健康保険特別会計補正予算
（第３号）
」
決算的見地から、高額療養費を追加するなど所要の補正を行うも
ので、既定の歳入歳出予算総額に、歳入歳出それぞれ１億5,000万
円を追加し、予算総額を143億2,577万３千円とするものです。
（※）

民間宅地開発によるもの31路線、区画整理事業によるもの３路
線の計34路線を市道として認定し、適切な維持管理のもと、市民
の利便の向上に資するものです。（※）

全会一致で可決すべきものと決定。

全会一致で可決すべきものと決定。

都市建設委員会に付託された
その他の議案

市民経済委員会に付託された
その他の議案

第122号～第124号、第126号

なし

（議案名については８面をご覧ください。
）

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。

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

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174号

令和２年流山市議会第４回定例会

出席議員全員が賛成した議案、発議
第97号
第101号

議員別表決結果一覧

（全会一致）

令和２年度流山市一般会計補正予算（第10号）

《8》

令和３年２月14日(日曜日)

第100号

流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

流山市議会議員の議員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
第102号 財産の取得について【児童生徒用タブレット端末等】
定について

第103号 令和２年度流山市介護保険特別会計補正予算（第２号）

第106号 専決処分の承認を求めることについて【流山市学校事故調査委員会設置条例】

議

第107号 指定管理者の指定について【流山市流山福祉会館】

第108号 指定管理者の指定について【流山市西深井福祉会館】

第109号 指定管理者の指定について【流山市南福祉会館】

第110号 指定管理者の指定について【流山市名都借福祉会館】

案

第111号 指定管理者の指定について【流山市平和台福祉会館】

第112号 指定管理者の指定について【流山市下花輪福祉会館】

第113号 指定管理者の指定について【流山市東深井福祉会館】

第114号 指定管理者の指定について【流山市地域福祉センター】

第115号 指定管理者の指定について【流山市心身障害者福祉作業所さつき園】

第121号 令和２年度流山市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

第122号 令和２年度流山市水道事業会計補正予算（第２号）

第123号 令和２年度流山市下水道事業会計補正予算（第１号）

第124号 公の施設の区域外設置に関する協議について

第125号 市道路線の認定について

第126号 市道路線の廃止について

第127号 工事請負契約の締結について【（仮称）南流山地域図書館・児童センター建設工事】

発議

第128号 工事請負契約の変更について【流山市立八木北小学校校舎等改修工事（建築工事）】 第129号 令和２年度流山市一般会計補正予算（第12号）
第26号

男女共同参画社会の本格的実施を求める意見書について

第27号

大規模物流倉庫など広域的集団感染の対応強化を求める意見書について

第32号

中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書について

第33号

不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書について

治正

直

俊行

青野

浩考

阿部

藤井

富生

菅野

栄子

大野

楠山

洋一

段

森田

誠

真理

市民クラブ 新生令和
西尾

斉藤

明彦

野村

紳一郎

滋

岡

公明党
戸辺

乾

弘

仙

彰男

和子

中川

啓子

小田桐

中村

亮二

植田

加藤

久恵

光

森

日本共産党

高橋

笠原

修治

海老原功一

石原

儀一

美保

洋一

近藤

宏規

坂巻

野田

仁二

自由民主党

大塚

渡辺

審議結果

賛否が分かれた議案、陳情、発議

流政会

議
案

第98号

令和２年度流山市一般会計補正予算（第11号）

○
可決

○

○

×

○

○

○

○ ○

第98号

修正案【令和２年度流山市一般会計補正予算（第11号）】

×
否決

×

×

○

×

×

×

× ○

第99号

流山市職員の給与に関する条例及び流山市一般職の任期付職
員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

○
可決

○

○

×

○

○

○

× ×

第104号

流山市地域福祉センター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

○
可決

○

○

×

○

○

○

○ ○

第105号

流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例の制定について

○
可決

○

○

×

○

○

○

○ ×

【流山市おおたかの森児童センター】
第116号 指定管理者の指定について

○
可決

○

○

×

○

○

○

○ ×

第117号 指定管理者の指定について【流山市生涯学習センター】

○
可決

○

○

×

○

○

○

○ ×

○
可決

○

○

×

○

○

○

○ ×

○
可決

○

○

×

○

○

○

○ ×

○
可決

○

○

×

○

○

○

× ×

第118号

指定管理者の指定について【流山市民総合体育館ほか８体育
施設】

第119号 指定管理者の指定について【流山市コミュニティプラザ】
第120号

指定管理者の指定について【一茶双樹記念館及び社会教育ギ
ャラリー】

陳情
発議

オスプレイに関する意見書について

×
否決

×

×

○

×

○

× ○ ○ ○

第30号

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の早期支給等
を求める意見書について

×
否決

×

×

○

×

○

○

○ ○

第31号

指定ごみ袋の導入延期を求める決議について

×
否決

×

×

○

×

×

×

○ ○

岡

乾

森

※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。
※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。

10 10 10

30

10

次回定例会のお知らせ

10

令和３年第１回定例会は、次の会期日程（案）
のとおり開催される予定です。

26 25 24 18

令和３年第１回定例会会期日程（案）

２月 日
（木） 本会議 午後１時開議
日
（水） 本会議（一般質問）午前 時開議
日
（木）
〃
日
（金）
〃
３月１日
（月）
〃
３日
（水） 総務委員会 午前 時開議
４日
（木） 教育福祉委員会 午前 時開議
５日
（金） 市民経済委員会 午前 時開議
８日
（月） 都市建設委員会 午前 時開議
９日
（火） 予算審査特別委員会 午前９時 分開議
日
（水）
〃
日
（木）
〃
日
（月）
〃
日
（月） 本会議 午後１時開議

議所、子育て団体など）

通計画の作成などについ

で組織され、地域公共交

市の公共交通が大きく

市議会でも議員の見識

て協議を重ねています。

議会の窓

「流山市地域公共交通

地域公共交通の活性化

栄子

変わるかもしれません。

局、県など関係する行政

楠山

は重要な課題です。今後

員

機関、公共交通事業関係

員

橋
光
野 浩 考
山 栄 子
川
弘

も動向を注視します。

委

員



委

高
菅
楠
中

者、市民団体（老人クラ

ブ、障害者団体、商工会

委

員

あ と が き


委

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。

員

郵送先 〒２７０ ０
-１９２ 流山市平和台１ １- １ＴＥＬ ７１５０ ６-０９９ ＦＡＸ ７１５０ ２-８６３
e-mail : gikai@city.nagareyama.chiba.jp

議会広報広聴特別委員会
委 員 長 阿 部 治 正
副委員長 大 塚 洋
一
委
員 大 野 富 生
岡
明 彦
委

22 15 11 10

青野

第29号

阿部

× ○ ○ ○

大野

○

藤井

×

菅野

○

楠山

×

森田

×

西尾

×
否決

斉藤

日本学術会議任命拒否に関する意見書について

野村

第28号

戸辺

× ×

植田

×

小田桐

×

高橋

×

中川

×

海老原

×

中村

×

加藤

流山市職員（一般職員、会計年度任用職員、特別職）の給与
×
及び費用弁済に関する条例の改正を求める陳情書
不採択

笠原

第10号

石原

× ×

を深めるため、加藤教授

×

活性化協議会」が今年度

×

坂巻

×

大塚

×

を招き「アフターコロナ

×

発足しました。

×

近藤

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情報
×
発信につき見直しを求める陳情書
不採択

の公共交通」についてご

第9号

野田

× ×

講演いただく準備を進め

×

同協議会は、名古屋大

×

学大学院の加藤博和教授

×

渡辺

×

ていましたが、残念なが

×

をはじめとする学識経験

×

ら中止となりました。

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ２の存在を証明する科学論文及び無症状者
×
からの感染を証明する科学論文を求める陳情書
不採択

者、国土交通省関東運輸

第8号

※議会日程は急遽変更になる場合がございます。最新の日程は、
市議会ホームぺージをご覧いただくか、議会事務局にお問い
合わせください。

