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私たち木更津市議会会派公明党

は、皆様から頂いたご相談やご要望

を 踏 ま え 、地 域 の 経 済 、雇 用 、生 活

や 福 祉 を 守 り、「 ポ ス ト コ ロ ナ の 新

しい市民生活の再生」に取り組むよ

う、要望活動や議会質問等で訴えて

まいりました。

現在、本市も新型コロナウイルス

の感染急拡大により、まん延防止等

重点措置の実施区域となっており

ま す が、 こ れ か ら も 市 民 の 皆 様 の

お声をしっかりとお聴きし、
「安心」

と「希望」の社会の実現を目指して、

全力で取り組んでまいります。

と
「安心」
「希望」の社会の実現を目指して

渡辺市長、田中副市長に要望書を提出
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皆さまのお声を様々な機会をとらえて市政にお届けしています

円滑なワクチン接種を求める緊急要望書

１. 高齢者ワクチン接種の 7 月末の完了を目指すこと
２. 高齢者接種の予約について、早急に対策を講じること
３. ワクチンを無駄にすることのないよう、活用方法を明確にする
こと

9/3

ワクチン接種の加速を求める緊急要望書

１. 若年層の通勤・通学を考慮した接種時間帯の拡大や、予約不要
の接種枠の設けること
２. 妊婦の方がいる家庭の配偶者（パートナー）や同居家族への優
先接種を実施すること

４. 国の「先行予約期間」を適切に設定し、障がいのある方等へ、
きめ細かな配慮を行うこと
５. 64 歳以下の方への接種券発送の工夫と「らづワクチン」の予約
医療機関の拡充
６. 生活スタイルが多種多様な世代のために、接種日時の柔軟な対
応を図ること

３. らづワクチンで、家族が一緒に予約できるようシステムを改修する
こと
４. 地域別接種実績の調査を行い、著しく接種率が低い地域に必要な
対策を講じること
５. 自宅療養者に対しては、保健所と連携の上、市としても食料や
衛生用品の提供等、当事者に寄り添った支援の拡充を行うこと

７. 接種会場に赴くことが困難な方のために、移動手段や訪問接種
など対策を講じること
８. ワクチンの管理体制を整え、会場担当者へ感染防止策を徹底し、

10/12 令和 4 年度予算編成に関する要望書

従事者に配慮すること
９. 自治体独自の優先接種枠の導入については、必要に応じて検討
すること

令和４年度予算編成にあたり、コロナ禍のめまぐるしい時代の変化
に対応するために、市民ニーズの的確な把握と財源捻出の工夫、効

皆さまのお声を身近にいる公明党の議員へ
お寄せください
連絡先：木更津市議会（会派）公明党
komei.kisarazu@gmail.com

率的な行政運営に努められることを期待するとともに、
「新型コロ
ナウイルス等各種感染症対策」をはじめ、
「防災」
「防犯」
「子育て」
「教育」
「健康」
「福祉」
「環境」
「産業」
「行財政」等、15 分野 121
項目について要望致しました。
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定例会の一般質問項目をご紹介します
渡辺 厚子 わたなべ あつこ （3 期）

竹内 伸江 たけうち のぶえ （2 期）

建設経済常任委員会副委員長
議会運営委員会委員
市庁舎整備特別委員会委員
交通政策特別委員会委員長
君津中央病院企業団議会議員

総務常任委員会委員長
市庁舎整備特別委員会委員
基地政策特別委員会委員
かずさ水道広域連合企業団議会議員

9 月定例会 代表質問

6 月定例会 一般質問

1. 一人に寄り添う行政を目指して
（1）新型コロナワクチン未接種者の対応について
①高齢者への対応 ②若年層への対応
（2）出産・育児にかかわる配慮について
①流産や死産後のグリーフケア
②低出生体重児育児用の「リトルベビーハンドブック」
（3）子どもの学びと居場所について
①学習支援事業の拡大 ②子ども食堂の拡大
（4）生理の貧困対策の継続について
①防災備蓄品の活用 ②長期的な継続
（5）行政情報の届け方について
①広報きさらづの活用 ②きさらづ安心・安全メールの活用
③プッシュ型行政サービスの検討
２. 災害に負けないまちづくりを目指して
（1）避難所トイレの設置について
①数量の確保 ②感染症対策を踏まえた設置
（2）自助力の向上について
①「防災ハザードマップ」の活用 ②在宅避難の備え

1. 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり
（1）新型コロナワクチン接種について
①高齢者接種の７月完了 ② 64 歳以下の基礎疾患者への対応
③ 64 歳以下の混乱をなくすための対応
④ ワクチン接種記録手帳
（2）電話 de 詐欺対策について
①手口及び被害状況 ②現状の取り組み及び今後の対策
2. 子どもを育む環境づくり
（1）不登校児童生徒への支援について
①不登校児童生徒の現状 ②学校以外の居場所 ③支援の場や情報提供
3. まちの快適・うるおい空間づくり
（1）盤洲干潟の保全と活用について
①管理・保護の状況 ②千葉県自然環境保全地域の指定
③環境教育としての活用
4. 選挙行政の充実について
（1）コロナ禍における選挙の管理執行について
①感染症対策
（2）期日前投票所について
①利用者の推移 ②イオンモール会場の改善
③金田地域交流センターへの導入

佐藤 修一 さとう しゅういち （1 期）

神蔵 五月 かみくら さつき （1 期）

総務常任委員会委員
市庁舎整備特別委員会委員
低炭素社会調査特別委員会委員

教育民生常任委員会委員
市庁舎整備特別委員会委員
議会広報委員会委員

12 月定例会 一般質問

9 月定例会 一般質問

1. 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり

1. 生活安全の充実について
（1）防犯カメラについて

（1）市営自転車駐車場について

①設置状況

①市営自転車駐車場の現状

②設置計画

（2）ドライブレコーダーについて

②市営自転車駐車場の防犯対策

①設置状況

（2）原動機付自転車について

②市民参加型のドライブレコーダーの活用

①原動機付自転車の登録状況

2. 子育て支援の充実

②原動機付自転車の税金

（1）学童保育について

③原動機付自転車の試乗ナンバー
2. 多様な地域資源を磨くまちづくり
（1）中心市街地の活性化について

①運営主体

②運営状況

③指導員

④相談窓口

3. 空き家対策について

①中心市街地活性化基本計画の概要

（1）空き家の発生防止について

②中心市街地づくりの推進

①空き家に係る税制の特例
「試乗ナンバー制度」の導入を！
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各議員の QR コードを読み取ると、質問と答弁の動画がご覧頂けます。

②空き家の取得の支援

③空き家の予防啓蒙

日常活動の一部をご紹介します

議会報告街頭演説会

市議会定例会終了後、JR 木更
津駅前等で街頭演説会を行い、
議会内容を報告しています。

「生理の貧困問題」の対応
令和3年3月に要望
書を提出した「小・
中学校や公民館等
トイレへの生理 用

新たにスタートした市の２事業を視察

亡くなられた方のご遺族等が行う市役所での手続きを支援するために設
置された「おくやみコーナー」
、及び行方不明になった高齢者を早期に
保護するための「認知症高齢者等見守りシール」について、運用状況の
説明を受けました。（令和 3 年 10 月）

品配備」について、
金田地域交流セン
ターにて設置状況
を確認しました。
（令和 3 年 7 月）

おくやみコーナー

認知症高齢者等見守りシール
（この画像はサンプルです）

写真と画像は市ホームページより
「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です

