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「さくら会」は、地方分権が進む中

で、議員の倫理及び資質を高めて、

佐倉市議会のより一層の充実を図

るとともに、快適で安全な佐倉市

を創ることを目的とする。
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2月定例会　 第5次佐倉市総合計画について
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今回も含め、 同僚議員に対する問責決議については、 それを発議

すること自体、 気分の良いものではありません。 そのうえで、 今回、

あえて発議したことについては、 それなりの理由があります。 会派

代表者会議や議会運営委員会といった、 佐倉市議会としての方向性

を協議、 調整する場に対する理解が不足しているように感じたから

です。 令和元年の改選以降、 会派代表者会議及び議会運営委員会

で全く同じ内容の協議が繰り返され、 最悪の場合、 本会議でも異議

を唱え、その結果、起立採決を強いられたケースもあります。議員は、

それぞれ市民の負託を受け当選されたことを踏まえれば、 個々の意

見が尊重されるべきことは当然のことですが、 こと議会運営に関し、

様々な角度から協議を重ね、 最終的に多数決で機関決定されたも

のであれば、 議員は、 その決定に従うべきと考えます。

時には、 「私は、 その会議には参加していないから」 といった発言

もあり、 あたかも、 私は承知していないのだから、 従わないと言わ

んばかりです。 もし、 このような言動を是とするのであれば、 会派

代表者会議や議会運営委員会の存在意義はなくなります。 私たち議

員の任期も残すところわずかです。 今一度、 自らの責任、 役割を

見つめなおし、 何を、 いつ、 どこで議論、 協議すべきなのか、 議

員としての資質向上に努めたいです。
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日程は変更になる

ことがありますの

で、事前にお問い

合わせください。

［議会事務局］

☎484-6279

議会運営委員会 8月23日（火）

8月29日（月）午後1時から招集日

9月 5日（月）～9月 8日（木）一般質問

9/20（火）～22（木）・26日（月）決算審査特別委員会

9月12日（月）～9月15日（木）常任委員会

9月28日（水）午後1時から最終日

（地上デジタル10チャンネル、デジタルCATV301チャンネル）

ケーブルネット296では、初日・一般質問・
最終日の模様を翌日午後5時 30分から放送します

令和４年６月１６日、 本会派に所属する同僚議員から 「髙橋とみ

お議員及び稲田敏昭議員に対する問責決議」 が提出され、 同日、

賛成多数で可決されました。 当該問責決議は、 円滑な議会運営

のための意見調整の場である会派代表者会議、 議会運営の基準

を定める議会運営委員会での協議、 決定に従わなかった両名の

猛省を促すために発議したものです。

本市議会は、 令和２年４月の緊急事態宣言発出以降、 重要な社

会機能である 「議決機関としての機能」 を堅持するため、 会派

代表者会議で協議し、 議会運営委員会で決定した対策の徹底を

図り、 必要な会議を開催してきました。 今定例会では、 市内感

染者数の減少を踏まえ、 議席間隔を通常に戻したことから、 一

般質問に限り、 その半数を会派室視聴とする運用を決定しまし

た。 全ての議員が尊重すべき議会運営の規範である議会運営委

員会の決定を軽んじる言動は厳に慎むべきと考えます。

万が一、 議場が感染拡大の場となり、 多くの議員に感染が及ん

だ場合、 議会が開かれないことも想定されます。 市政運営の一

翼を担う議会として、 そのような事態に陥らないよう細心の注意

を払い、 準備することは当然の責務であり、 この発議を通し、

改めて全議員に喚起していきます。

佐倉市議会 HP

佐倉市議会5月臨時会が5月19日

に開かれ、議長・副議長を選出いた

しました。このほか、常任委員、議会

運営委員が新しく選出されました。

市議会議長に 高木 大輔 議員
たかぎ だいすけ

副議長に が就任敷根 文裕 議員
しきね ふみひろ

平成２７年４月初当選以

来、連続２期目。この

間、総務常任委員長、

建設常任委員長などを

務める。

敷根　文裕　副議長

平成23年4月初当選以

来、連続3期目。この

間、63代副議長、文教

福祉常任委員長などを

務める。

高木　大輔　議長

※◎委員長、○副委員長

■各常任委員会等
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　中村孝治
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臨時会

編集後記

6月定例会における問責決議新型コロナウイルス感染症
対応地方創生臨時交付金の
返還金問題 ［3月臨時会］

令和２年度の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に

おける事務処理誤りにより、 国から交付された交付金１８億８ ,５９７

万４千円のうち、 ５億３ ,０９０万８千円を国に返還するための補正予

算が３月臨時会において提案されました。 これは、 令和２年度に交

付された交付金を令和３年度に実施するコロナ対策事業に活用する

ために必要な事務手続に誤りがあったことが主な原因であり、 本件

事案による損失は極めて大きく、 断じて容認することはできません。

一方、 本補正予算を否決した場合、 遅延金が新たに発生し、 返還

額がさらに増加することになります。 このため、 苦渋の決断でした

が、 市政運営に責任ある会派として本補正予算に賛成しました。 そ

の後、 令和４年４月１９日、 下記要望書をさくら会会長、 公明党代表、

自由民主さくら代表の連名

で提出し、 再発防止の徹底

を求めました。 本要望書の

趣旨を踏まえ、 令和４年７

月、 「佐倉市適正な事務執

行のための検討にかかる最

終報告書」 による、 事務処

理誤りに関する再発防止 ・

改善策が示されましたが、

着実な実行が担保されるよ

う、 二元代表制の一翼を担

う議会として、 取組をしっ

かりと監視していきます。

「総合計画」 とは、 市が目指すまちの姿 ( 将来都市

像 )、 更には、 将来都市像を実現するための市政運

営全般に係る方向性について整理した行政計画であ

り、 現在、 佐倉市では、 「第５次佐倉市総合計画」

に基づいてまちづくりが進められています。

令和２年４月にスタートした同計画は、 「笑顔輝き 佐

倉咲く みんなで創ろう 『健康 ・ 安心 ・ 未来都市』」

を将来都市像として掲げ、 令和１３年度までの１２年を

４年ずつに区切った前期 ・ 中期 ・ 後期の基本計画か

らなっています。

令和４年度には、 前期基本計画が３年目を迎え、 令

和６年度からスタートする中期基本計画の策定作業が

始まることから、 その策定方針について２月定例会に

て質したところ、 前期基本計画の進捗を踏まえるだけ

でなく、 新型コロナウイルス感染症による影響をはじ

め、 脱炭素化や社会のデジタル化に向けた取組の急

速な進展、 SDGs の社会への浸透など我々を取り巻

く環境の大きな変化とともに、 市民アンケートや意見

交換会など様々な形で市民意見を反映した計画とし

ていくこと、 令和４年度中に、 策定にあたっての基本

的な考え方や策定体制等に係る方針が提示される見

込みであるとの答弁がありました。 これに対し、 基本

計画は、 まちづくりの指針を示す大変重要な計画で

あり、 佐倉市が明るく元気な笑顔を取り戻すことがで

きる計画になることを期待するとともに、 策定にあたっ

ては、 その策定状況等を定期的に議会に報告 ・ 情報

共有するよう要望しました。

基本計画は、 条例で 「市議会で議決すべき事件」 に

定められている重要案件であり、 市議会として、 課

題把握が的確か、 その対策が適切に位置づけられて

いるか等、 慎重に審議していきたいと考えています。

　

新型
コロナ

脱炭
素化

社会のデジタル化

SDGs

市民意見を反映

要　望　書

　令和４年３月臨時会で明らかとなった新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金の返還は、『単純な事務誤り』を端緒に、適切な執
行管理が行われなかったことが、その要因と捉えている。
　当該臨時会でも各会派が討論したように、本件事案による損害は極
めて高額であり、制度に対する職員の理解不足や組織のチェック機能
不全を看過してきた監督者責任を厳しく断じつつも補正予算案に賛成
したのは、遅延金という新たな損害を発生させないため、市政運営に責
任ある会派として苦渋の決断であったことを改めて申し添えさせていた
だく。
　市長には、この議会の判断を重く受け止め、発生事案の詳細につい
て精査し、その発生要因をしっかりと分析したうえで、下記の対策を早急
に講ずるとともに、その内容について議会に報告するよう求める。
　また、本臨時交付金については、事業の追加や修正に制約があるな
ど、その使い勝手の点において課題があるように感じている。新型コロナ
ウイルス感染症対策は、刻 と々変化する状況へ即応することが重要であ
り、臨時交付金を活用した事業がより効果的に展開できるよう、柔軟な制
度運用に関する国要望も併せて検討することを求める。

記

①事務誤り発生要因の解明
②発生要因に適応した再発防止策の構築と職員周知の徹底
③損害回復に向けた対応の検討
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新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、影響

予測が困難な状況下で編成されました。景気回

復に伴う市民税の増収に加え、例年同様、国庫

支出金など特定財源の確保、地方債や各種基

金の活用を積極的に図った結果、令和３年度当

初予算比で約３５億円増となるなど、持続可能

な財政運営の堅持に努めた予算編成であった

と高く評価しています。

歳出事業について概括すると、新型コロナウイ

ルス感染症や災害復旧への対応、通学路等にお

ける歩行者、車両の通行の安全を確保する「交

通安全施設整備事業」や、市民の移動・日常生

活における安心、安全、利便性の向上を図る

「生活道路整備事業」などが増額されており、市

民の生命や財産を守ることに重点が置かれた

予算と評価します。また、夢咲くら館や佐倉城

址公園の整備、佐倉ふるさと広場の拡張整備と

いった、地域活性化に資する事業も計上される

など、将来をも見据えた予算であると評価し賛

成しました。新型コロナウイルスの変異が繰り返

され、執筆中の現在、第７派の真っただ中にい

ます。現状を踏まえれば、さらなる関連施策の

展開が求められます。また、市民の健康や安全・

安心の確保、アフターコロナ、ウィズコロナを見

据えた、様々な地域活動を健全に持続させるた

めの支援策など、地域の実状や市民が真に必要

とする対策を的確に把握し、迅速かつ着実に進

めていただきたいです。

令和４年２月２４日、 定例会が招集されて間も

ないこの日、 ロシアによるウクライナ侵攻が開始

されました。 さくら会は、 対話こそが紛争を解

決する唯一の方法であると確信しており、 国際

法や国連憲章にも反する、 この侵略行為を強く

た。 この補正予算の成立により、『住まいの支援』

や 『ことばの支援』、『子育て支援』 や 『生活支援』

など、 生活全般に渡る支援が可能となり、 佐倉

市で安心して生活できる環境が整ったことにな

ります。 現在 （７月末）、 本市に避難された方は

おられないとのことでしたが、 市議会としてでき

る事を、 市執行部と連携し、 引き続き支援して

いきたいと考えています。

非難します。 地方議会としてできることには限

界はありますが、 先ずは声を上げること、 佐倉

市議会の意思を迅速に発信すべきと考え、 各会

派、 各議員の意見調整を図り 「ロシアによるウ

クライナへの軍事侵略に対する決議」 を、 ３月３

日、 全会一致で可決、 成立させました。

平和条例を有する市の議会として逸早く決議を

発出したものの、 現在 （７月末） もなお解決に

至らず、 連日、 戦闘や避難する様子が報道され

ています。 佐倉市議会では、 ２８名全議員賛同

の下、 日本赤十字社の 「ウクライナ人道危機救

援金」 に送金しました。 ５月臨時会においては、

ウクライナ避難民を受け入れるために必要な経

費を含む補正予算が提案され賛成、 可決しまし

　　　　地域防災の要である消防団だが、 近年、

団員の減少や高齢化が顕著にあらわれていま

す。 頻発化、 激甚化する災害や、 大規模災害

に対し常備消防だけでの対応は限界があり、 消

防団員の確保は喫緊の課題。 人員確保のため

の方策について伺います。

　　　　広報活動や資機材整備 ・ 更新等、 活動

環境の向上に努めます。 また消防団員の出動

報酬等を含めた処遇見直しを積極的に進めま

す。

　　　　国では、 気候変動対策を 「地球温暖化

対策推進法」 に基づく温室効果ガスの排出削減

対策の推進と、 「気候変動適応法」 のもと、 気

候変動の影響による被害の回避 ・軽減の２つを

車の両輪として推進しています。 「気候変動適

応法」 では、 「それぞれの区域の特徴に応じた

適応を推進するため、 地域気候変動適応計画

の策定に努めること」、 「気候変動影響及び気候

変動適応に関する情報の収集、 整理、 分析及

び提供並びに技術的助言を行う拠点として、 地

域気候変動適応センターの確保に努めること」

が地方公共団体の責務として定められています

が、 「地域気候変動適応計画の策定」 と 「地域

気候変動適応センターの確保」 について考えを

伺います。

　　　　第２次佐倉市環境基本計画の中に気候変

動適応策の推進を定め進めていますが、 国や

県等のご支援をいただき、 地域気候変動適応

計画の策定を検討します。 気候変動は全ての

人間活動に影響を及ぼす大きな問題であり、

特に自治体においては、 気候変動を起因とす

る様々な影響から、 住民の生命と財産を守る

ため率先して行動すべき立場です。 しかし、 １

自治体が有する機能のみで気候変動に対応す

ることは困難であることから、 国、 県の支援

をいただき、 気候変動適応センターの設置に

ついても前向きに検討します。

　　　　温室効果ガス削減である 「緩和」 の効

果が表れるには時間がかかります。 ある程度

の気候変動は避けられないため 「適応」 が必

要です。 気候変動適応は、 減災、 生物多様性、

熱中症予防、 農業生産など広く様々な分野に

寄与するものですが、 特に水害において本市

は印旛沼流域下流に位置し、 大雨による被害

が甚大。 「適応」 を進め、 将来的には印旛沼

流域の自治体で広域連携ができる仕組みを。

　　　　コロナ禍の影響や、 ウクライナ侵攻など、

国際情勢が混沌とするなか、 世界の食料流通

の脆弱さが浮き彫りになっています。 また、 近

い将来、 水確保の問題や地球温暖化等による

世界的食料危機が懸念されます。 このような状

況を踏まえると、 地域の方々に、 安全 ・安心な

食料を継続的、 安定的に供給、 確保することが

重要。 　国では、 農業の生産力向上と持続性

の両立を目指す 「みどりの食料システム戦略」

を策定し２０５０年までに目指す姿と取組を示し

ました。 これらを実現するためには有機農業の

推進や、 環境と調和した循環型農業を始め、

時代に即した新たな施策に取組む必要がありま

消防団の運営

す。 市の考えを伺います。

　　　　全国的な米価の下落や農業資機材の価

格上昇等により農業経営の環境は一層厳しさ

を増しています。 従来の支援を引き続き行う

とともに、 有機農業をはじめとした環境負荷

軽減に配慮した持続性のある農業を推進する

ため、 環境保全型農業直接支払交付金やみど

りの食料システム戦略推進交付金を活用した事

業を進めます。

　　　　地産地消の観点では、 ふるさと広場等

を活用した直売所機能強化や、 生産者のネット

ワークづくりを。 また、 原油価格や物価の高

騰は肥料等の価格にも影響し農業経営を直撃

しているため農業者への直接的な支援を求め

ます。

　

　　　　二つの公園は市民の憩いの場であるとと

もに、 市を代表する観光資源です。 今後の公

園整備では、 さらなる交流人口の増加や地域活

性化につなげるため、 パーク PFI 等、 官民連

携により整備を行うと聞いています。 「佐倉ふる

さと広場拡張整備基本計画」 を策定しましたが、

その内容と今後の二つの公園の整備スケジュー

ルについて伺います。

　　　　ふるさと広場は年間利用者数４７万人を

想定、 約８．９ヘクタールを拡張。 ガーデン施

設や飲食施設、 駐車場を整備し、 年間を通じ

て観光客を誘致する公園として計画していま

す。 令和５年度以降に用地の買収に着手しま

す。 城址公園は自由広場駐車場整備を令和５

年度に工事着手します。 大手門跡広場を含む

整備は、 昨年度行った社会実験を含め、 令和

５年度をめどに整備方針を決定します。 　　　

令和４年度佐倉市一般会計予算について

会派の
意見 2月議会

　　　　令和４年度は、 第５次佐倉市総合計画前

期基本計画や佐倉市まち ・ ひと ・ しごと創生総

合戦略の３年目であり、 「笑顔輝き佐倉咲くみん

なで創ろう 『健康 ・安心 ・未来都市』」 を将来

都市像として掲げてきました。 令和４年度当初

予算概要と市税を堅実に収入にするための取り

組みを伺います。

　　　　健全で持続可能な財政の確立を基本方

針に、 第５次佐倉市総合計画に掲げる将来都

市像の実現を目指し、 経常経費の圧縮に努め

ました。 一般会計予算規模は、 前年度当初予

算と比較して約３５億円の増となりました。 ス

マートフォン決済など、 納付の利便性を向上さ

せ納税を呼びかけます。

　　　　令和４年度は前期基本計画の計画期間４

年のうち３年目を迎え、 令和６年度から始まる第

５次佐倉市総合計画 ・中期基本計画をどのよう

な方針で策定をするのか伺います。

　　　　ＳＤＧｓの社会への浸透など、 我々を取

り巻く環境の大きな変化を考慮するとともに、

社会変化を考慮し、 市民意見の把握に努め、

４年度中に策定方針を示します。

　　　　第５次佐倉市総合計画では、 市民の健康

づくりの推進が重点施策に掲げられており、 今後

の健康づくり事業の予定等について伺います。

　　　　新たな取組として、 がんの罹患率の上位

である前立腺がん検診を実施します。 改めて

検診の必要性について周知して、 市民の皆さ

んが健康づくりに関心を持てるよう事業を推進

していきます。

　　　　（仮称） 佐倉西部自然公園は、 民有地が

全体の約４０％を占めるなどの課題により、 目に

見えた整備が進んでいませんが、 どのような検

討を行っているのか、 目に見える形での整備が

進むことを期待します。

　　　　令和４年度中に基本計画を改定し、 西部

自然公園整備の推進を図るため、 重点整備区

域に設定した用地を計画的に予算化し、 取得

していきます。

　　　　佐倉市江原台第二土地区画整理事業は、

現地において盛土工事が行われてきましたが、

盛土後の進展が見られません。 今後の予定につ

いて伺います。

　　　　現在、 盛土工事等の地盤の安定状況を

確認中、 事業期間が延長となり、 今後は調整

池工事及び擁壁工事、 上下水道等インフラ整

備及び宅地造成工事等を行う計画です。

　　　　令和３年度の観光事業の実績と今後の方

向性について伺います。

　　　　令 和 ３ 年 度 の 観 光 事 業 の 実 績 で は、

市長の政治姿勢

健康づくりの推進

都市基盤の整備 行政運営

当面の課題

地域振興

チューリップフェスタなど各種花のイベント開

催、 分散型花火大会や雷電関連イベントなどを

実施したことにより、 観光入り込み客数は大幅

に増えました。 また、 佐倉ふるさと広場の拡

張について、 基本計画の策定作業を進めてい

ます。 今後は、 コロナ禍での感染症対策や創

意工夫を行い、 観光事業の一層の推進を図り

ます。

　　　　佐倉市施設白書のとおり、 施設の老朽化

が確実に進行しています。 公共施設等総合管

理計画の見直しの進捗状況を伺います。

　　　　計画は今年度中に改訂版を公表予定。

維持管理手法の効率化や官民連携手法等の取

組など公共施設適正化に向け検討中です。

　　　　民法の改正により、 成年年齢が１８歳に引

き下げられますが、 父母の同意なくしても自分

一人の意思で様々な契約をすることができるよ

うになり、 悪徳事業者のターゲットになったり、

多重債務に陥るなどの消費契約等のトラブル等

について心配です。 そこで、 新たな成年年齢層

へ注意を呼びかけ、 被害を未然に防ぐことが大

切になると考えますが、 市としての対応について

尋ねます。

　　　　若者に、 注意喚起を図るため、 インター

ネットなど様々な機会を捉え、 周知 ・ 啓発 ・

相談に努めます。

　　　　若い世代が、 佐倉に愛着を持ち、 佐倉

に住み続ける 「魅力的なまちづくり」 に議員と

して全力を尽くします。
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【2月定例議会】　代表質問

議会動画はコチラ

岡野　敦 議員 密本 成章 議員

【6月定例議会】　代表質問

議会動画はコチラ

意見

意見

意見

Support
for
Ukraine

ロシアによるウクライナへの軍事侵略に
対する決議

　2月24日、ロシア軍がウクライナ領内に侵攻し、攻撃が開

始された。一部では、その被害が一般民間人にも及んでい

るとの報道もあり憂慮している。

 社会が成熟しつつある現在、国際紛争を解決する唯一の

方法は、話し合いであると確信しており、先ずは、ロシア軍の

即時撤退を強く求める。

　また、国においては、在留邦人の安全確保に全力で取り

組むとともに、国際平和を希求し、武力による国際紛争の解

決を否定した憲法を有する国として、国際社会と連携し、一

日も早い事態収拾に向け、行動するよう求めるものである。

　以上、決議する。

令和4年3月3日

佐 倉 市 議 会

相談窓口の設置

住まいの支援

ことばの支援

子育ての支援

仕事の支援

暮らしの支援

…… 市営住宅や家財道具の提供

…… 翻訳機の提供、日本語講座の開催

…… 妊婦・乳幼児の健康診断、就学支援

…… 就労支援

…… 各種手続きの支援、買物等への

　　　 同行支援、健康相談 など

佐倉市におけるウクライナ避難民に対する支援メニュー

侵略行為の即時撤退を求める決議を主動

ウクライナへの支援

佐倉市２０５０年
ゼロカーボンシティ宣言

農業問題

佐倉ふるさと広場及び
佐倉城址公園整備
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