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【市政一般報告（抜粋）】 

 

今議会は、平成 28 年度の行財政運営の基本となります予算案についてご審議をい

ただく議会であります。はじめに、平成 28年度予算について申し上げます。 

一般会計の予算規模は 501 億 1,300 万円であり、27 年度と比較しますと、1.0％、

４億 8,400万円の減となっております。 

個々の具体的な施策については後ほど申し上げますが、歳出の款別の主な増減は、

総務費は市長選挙費、参議院議員選挙費、県知事選挙費などにより１億 3,000万円増、

民生費は障がい者児関連扶助費の増、保育所建設助成費の増などにより３億 6,400万

円増、土木費は、六丁四反水路整備における予定工区の完成に伴う排水整備費の減、

平成 28 年度完成予定であり残事業が少なくなった川間駅北口駅前広場整備事業の減

などにより、７億 7,900万円減、教育費は、耐震補強事業の減、中学校空調設備設置

事業費の増、川間公民館建設事業の増などにより１億 2,800万円増となっております。 

歳入について、具体的に申し上げますと、まず、個人市民税は個人所得の伸びはあ

りますが、普通徴収から特別徴収への移行による減が見込まれております。具体的に

説明しますと、千葉県は、28 年度から県内事業所に対し、普通徴収から特別徴収へ

の移行を進めております。普通徴収では、27 年１月から 12 月までの所得に対する市

税は全額 28年度中に課税されますが、特別徴収では、地方税法上、28年６月から 29

年５月までの 12カ月間でのいわゆる天引きとなります。この 29年の４月分及び５月

分については 29 年度歳入となってしまいますので、普通徴収から特別徴収へ移行し

た初年度につきましては、特別徴収税額が２カ月分減になります。また、法人市民税

は税制改正の影響で減となり、固定資産税は家屋の新築件数見込みなどにより増とな

りますが、市税全体としては、400万円の減となりました。 

普通交付税は臨時財政対策債への振替分を含めると、対 27 年度当初交付決定比で

５億 6,900 万円減となりました。内訳は普通交付税が１億 4,800 万円減の 36 億

7,500 万円、臨時財政対策債が４億 2,100 万円減の 13 億 4,300 万円です。減額とな

る理由は、基準財政需要額算定において、測定単位である人口が、平成 22 年度の国

勢調査人口から 27 年度国勢調査人口となることに伴い減となり、地方消費税交付金

の増収等による基準財政収入額総額の増、さらに、合併算定替特例の期間が終了し、

激変緩和措置の３年目であることから、一本算定と合併算定替の交付基準の差の

50％が削減されることなどによるものであります。 

歳入全体では、地方消費税交付金の１億 9,000万円増、配当割交付金の 5,700万円
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増などの増収もありますが、必要な一般財源を経常的な収入で確保することができず、

財政調整基金の繰入れを、前年度比で２億 2,000万円増となる６億 4,000万円として

収支を整えた、非常に厳しい予算編成でありました。 

なお、地方債について、小・中学校及び幼稚園の空調設備設置事業は多額の通常債

で実施しなければならないことから、整備期間中は市独自で設定したプライマリーバ

ランスが崩れることを 12月議会でも説明してまいりました。平成 28年度においては、

中学校空調設備設置事業債が 15 億 5,700 万円となった結果、通常債総額が 25 億

1,100 万円となり、野田市独自のプライマリーバランスの基準額である 19 億 4,000

万円を５億 7,100万円超過しております。今後の公債費負担増は避けられませんので、

更なる行財政改革や聖域なき事業の見直しを進めて行かなければならないものと考え

ております。 

 

続きまして、先の市長選の際に公約とした 10の政策の柱に沿って 12月議会以降の

状況と新年度予算に反映させている施策について申し上げます。 

 

まず、１つ目の柱の防災対策と安全安心なまちづくりの推進について申し上げます。 

耐震改修促進計画につきましては、目標年度が平成 27 年度であることから、改定

の素案について、２月１日から３月１日までの間、パブリック・コメント手続を実施

いたしました。今後皆様から頂いたご意見を反映させ、計画を公表させていただきま

す。 

 

２つ目の柱の持続可能な農業の確立と生物多様性の充実について申し上げます。 

まず、コウノトリをシンボルとした安全・安心の地域再生、生物多様性自然再生の

取組について申し上げます。 

 

７月 23 日に放鳥したコウノトリの様子ですが、メスの愛は、放鳥後、関東の各所

を移動しながら、11月 24日から茨城県神栖市に滞在しておりましたが、12月５日に、

現地の鉄塔の下で死亡している姿が発見されました。 

死亡原因は、送電線又は鉄塔に衝突、あるいは衝突後に墜落した際の肋骨及び鎖骨

の骨折による肝臓の破裂と見られております。なお、病理検査の結果、病気の発症は

なく、栄養状態にも問題がなかったことが確認されております。 

メスの未来は、12 月上旬から２月上旬まで岡山県玉野市に滞在しておりましたが、
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現在、愛媛県今治市に移動しております。オスの翔は、10 月中旬から 12 月上旬まで

石川県の能登半島の七尾市に滞在しておりましたが、その後、福井県、兵庫県、徳島

県を経由し、現在、高知県幡多
は た

郡
ぐん

大月
おおつき

町
ちょう

に移動しております。未来及び翔の２羽に

つきましては、現地の方の見守りにより、ナマズや小魚を採餌している等の元気な様

子が確認されております。 

 

飼育している２羽のコウノトリ「コウくん」（オス 10 歳）、「コウちゃん」（メ

ス 20歳）のペアは、昨年 12月から繁殖行動を開始し、２月８日に１卵目の産卵を確

認して以来、現在、５個の卵を抱卵しております。 

平成 28 年度のコウノトリ試験放鳥についてですが、各施設のコウノトリの産卵時

期や血統も考慮し、ＩＰＰＭ－ＯＷＳ（コウノトリの個体群管理に関する機関・施設

間パネル）の計画に沿い、兵庫県立コウノトリの郷公園又は多摩動物公園と有精卵を

交換し、ふ化したヒナを昨年同様、ソフトリリースにより試験放鳥することを計画し

ております。 

また、去る２月 12日に、公益財団法人山階鳥類研究所の 林
はやし

 良
よし

博
ひろ

 所長に座長

をお願いしております「コウノトリの保全に関する有識者会議」において、今年度の

試験放鳥の内部評価及び平成 28 年度の具体的な放鳥の実施方法について了承をいた

だきました。27 年度の放鳥については、野外環境への馴化と飛翔力の兼ね合いを考

えふ化後４カ月で放鳥しましたが、28 年度は地元への定着の可能性を考えて昨年よ

りも早めに放鳥するという考えが示されております。 

なお、野生復帰を踏まえたコウノトリをシンボルとした地域づくりに取り組むため

の財源として、「コウノトリと共生する地域づくり推進協議会」が、サントリーホー

ルディングス株式会社が実施している「サントリー世界愛鳥基金」に応募し、平成

28年度も 1,000万円の助成を頂けることとなりました。 

この助成金につきましては、コウノトリの定着化に向けた環境整備や放鳥に伴う飼

育管理体制の整備等に活用させていただきたいと考えております。平成 28 年４月５

日に都内で助成金の授賞式が開催される予定となっております。 

 

４つ目の柱の次期総合計画の策定と新市建設計画の確実な実現について申し上げま

す。 

平成 28年度からスタートする新総合計画につきましては、基本構想を先の 12月議

会においてご決定をいただきましたので、12 月議会でお示ししました基本構想及び
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基本計画に基づき第一次実施計画の策定について３月中を目途に作業を進めておりま

す。 

 

学校の耐震補強工事につきましては、27 年度末をもって計画どおり全ての学校施

設で完了することになります。 

また、非構造部材の吊り天井改修工事及び吊り形照明器具改修工事につきましても、

全ての工事が完了いたしました。 

 

川間公民館の改築につきましては、先の議会で野田市川間公民館新築工事請負契約

の締結について議決をいただき、１月に工事に着手いたしました。 

 

６つ目の柱の福祉・医療・雇用の充実について申し上げます。 

次に、学習支援事業につきましては、中学１年生から中学３年生までを対象に、平

日の夕方の時間帯に週１回、市内５カ所の公民館等において開催しております。 

出席率向上のため、月ごとの皆勤者への褒賞制度や、欠席の生徒にはケースワーカ

ーやパーソナルサポートセンターから連絡をするなどにより、出席率も昨年度の

41.7％から約 70％と向上しておりますが、準要保護世帯からの参加率は 8.3％でその

低さが課題となっております。 

そこで 28 年度は、切れ目ない支援のため４月から開講するとともに、対象世帯を

生活保護基準の 1.5 倍までの収入世帯に拡大し、参加者 100 人、出席率 80％を目標

に、参加率及び出席率の向上のためチラシ等の配布や市報、ホームページを活用して

周知に努めてまいります。 

 

全ての人が障がいのありなしにより分け隔てられることなく、互いに人格と個性を

尊重し合いながら、共に生きる社会を作ることを目的として制定された障害者差別解

消法が平成 28年４月１日から施行されます。 

市では、法に基づく行政機関としての取組について周知を図るため、３月 24 日に

課長以上の職員、指定管理者の長、小・中学校長を対象に研修会を、また、平成 28

年度には全職員を対象にした研修を実施することを予定しております。 

また、市民の方が行政機関、事業所から差別を受けた場合の相談窓口につきまして

は、市の障がい者支援課とするとともに、法の周知について、ホームページや市報、

チラシを作成し実施してまいります。 
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７つ目の柱の教育の充実と青少年の健全育成の強化について申し上げます。 

まず、組体操について申し上げます。 

近年、県内外で組体操における重篤な事故が発生し、更なる安全対策が必要となっ

てきております。 

そこで、野田市教育委員会と野田市小中学校校長会では、運動会及び体育祭におけ

る安全対策について協議を重ね、28 年度から組体操は実施しないことといたしまし

た。 

その他の種目についても、過去の事故の事例や要因を踏まえ、発達段階を踏まえた

計画を立てるなど、児童生徒の安全を第一に考えて実施してまいります。 

 

小・中学校へのエアコン設置につきましては、平成 28 年度は中学校に設置し、29

年度は小学校及び幼稚園に設置をすることといたしました。当初予算には、中学校へ

の設置工事費、工事監理委託料並びに小学校及び幼稚園への設置のための設計委託料

を計上させていただいております。 

 

文化会館屋根・外壁防水改修工事につきましては、２月末で工事が完了いたしまし

た。また、行政改革大綱のファシリティマネジメント（施設の長寿命化計画）の基本

方針に基づき、文化会館の障がい者や高齢者等の利用者の利便性を向上させるため、

玄関スロープの改修や階段手すりの取付けなどのバリアフリー化も実施し、３月 15

日に完成する予定となっております。このことにより、平成 21 年以来年次計画で進

めてまいりました改修工事は、全て完了することになります。 

 

関宿中央公民館空調設備の改修工事につきましては、平成 27年度及び 28年度の２

カ年の事業で進めており、実施設計が終了したことから、工事関係予算について、当

初予算に計上させていただいております。なお、改修工事の入札を３月 16 日に予定

しており、６月末の冷房運転開始を目指しております。 

 

総合公園陸上競技場改修工事につきましては、日本陸上競技連盟第３種公認更新に

伴う改修工事の第２期工事として、今年度は、トラック及びフィールド内の走り幅跳

び助走路等のウレタン改修、レーンライン、マーキング等の改修を行っており、２月

29日に工事は完了いたしました。 
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読書手帳について申し上げます。 

図書館では、読書普及の推進を目的に新たに自身が借りた本の読書履歴を記録し、

保存できる「読書手帳」を希望者及び新小学１年生に配布します。 

市内の図書館４館の窓口において、４月１日から、希望される方に配布し、さらに、

新小学１年生には、図書館の利用者登録時に図書館バッグと併せて配布いたします。 

 

次に、10番目の柱の行政改革の徹底について申し上げます。 

審議会等への公募委員の導入に関する基本方針の見直しですが、平成 28 年度から

スタートする新野田市総合計画において、更なる市民参加の推進のため、導入枠１人

の審議会等について、２人に拡大する目標値が位置付けられたことなどから、当該方

針の見直しを行い、対象となる 19 の審議会等について、28 年度から委嘱替えの時期

に合わせて条例改正等の条件整備を行い、順次拡大を図ってまいります。 

 

続きまして、諸般の報告について申し上げます。 

ふるさと納税につきましては、昨年 12 月１日からスタートしたインターネット上

での申込み及びクレジットカード払いの取扱いにより、申込件数が大きく増加してお

ります。 

学校施設整備等基金への指定寄附についても、平成 28年２月 19日現在で 619件、

1,526万 1,026円の申込みをいただいております。12月議会で記念品等について増額

補正予算をお願いしたところですが、更に見込みを上回る申込みとなっていることか

ら、不足する記念品代等は予備費を充てさせていただき、寄附金と基金積立金につい

ては今議会に増額の補正予算を計上しております。 

なお、ご寄附を早速活用させていただきたいと考え、当初予算に、予定していた南

部中学校及び北部中学校の２校に加え、前倒し分として二川中学校のトイレ改修費を

計上し、財源には学校施設整備等基金からの 1,200万円の繰入金を計上させていただ

いております。 

 

野田市人口ビジョン及び野田市まち・ひと・しごと創生総合戦略については、両案

について、先の 12 月議会の最終日に議員の皆様と意見交換をさせていただき、頂い

た意見を２月１日の野田市まち・ひと・しごと創生専門委員会議に報告するとともに、

意見を踏まえて修正を加えた人口ビジョン及び総合戦略の最終案をお示しし、了承さ

れましたので、２月 25日に公表いたしました。 
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次に、総合戦略に係る地方創生関連の交付金について、国の平成 27 年度補正予算

で地方創生加速化交付金が創設されました。補助率が 10分の 10と大変有利であり、

当該交付金の対象となると思われる就農支援事業について、予算を前倒しして今議会

の補正予算に計上するとともに、全額翌年度に繰り越すこととしております。万一事

業採択されなかった場合も考慮し、当該事業は、当初予算にも計上させていただいて

おりますので、事業採択された後、補正予算で減額したいと考えております。さらに、

川のまちネットワーク関連で、境町から、利根川・江戸川の魅力を活用したＤＭＯ観

光地域づくりの連携事業に係る共同提案の依頼がありました。野田市においては、専

用ホームページを立ち上げ、簗田氏が活躍した室町期から戦国時代の関宿周辺地域を

紹介すべく、関連経費を今議会の補正予算に計上しております。 

また、平成 28 年度には、安定的な制度・運用を確保すべく、地域再生法に基づく

新型交付金を創設し、補助対象事業や補助率を２分の１とするなどの考えが国から示

されているものの、詳細については未確定となっております。当初予算には、就農支

援事業と保育所定員増に伴う減収分を助成する事業の２事業分の交付金歳入予算を計

上させていただいおりますが、詳細の確定及び加速化交付金の採択状況により、必要

に応じ、補正対応したいと考えております。 

 

市内小・中学校 14 校 31 棟を対象とした屋根貸し事業については、平成 25 年に事

業者と契約締結以降、これまでにも市政報告等で事業の遅延について報告してまいり

ました。既に契約から３年が経過し、これまでの経過からも今後の進捗について不透

明な部分が多いため、事業の中止を含め事業者と協議を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 

野田市に関係するスポーツ選手の活躍について申し上げます。 

１月２日及び３日に行われました第 92 回東京箱根間往復大学駅伝大会において、

第一中学校出身の 武田
た け だ

 凛
りん

太郎
た ろ う

 さんが早稲田大学の３区を走り、チームが４位に

入り、また西武台千葉高等学校出身の 岩間
い わ ま

 俊
しゅん

友
すけ

 さんが帝京大学の９区を走り、

チームが 10位に入り、共に来季のチームのシード権獲得に貢献いたしました。 

 

続きまして、各種行事の実施状況について申し上げます。 

１月 11 日に平成 28 年野田市成人式を文化会館で開催いたしました。該当者数は

1,564人、出席者数は 1,104人で、出席率は 70.59％でありました。 
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１月31日に開催を予定しておりました第28回関宿城マラソン大会は、天候の影響に

より、大会駐車場が利用できない状況となったことから中止いたしました。 

 

２月 19 日から 21 日まで、オープンサタデークラブ「クラブフェスタ 2016」とし

て、オープンサタデークラブの作品展示と発表を市民会館及び郷土博物館において３

日間開催し、合わせて 1,776人の来場者がありました。 

 

３月１日から７日までの１週間にわたり「無防備な 心に火災が かくれんぼ」を

統一標語に、全国春の火災予防運動が行われます。期間中は、火災予防査察等を実施

し、市民の皆様、各事業所、学校、自主防災組織等に対し火災に対する警戒心を喚起

いたします。 

 

次に、各種大会の結果ですが、1 月 10 日に行われた第 67 回青木
あ お き

半治
は ん じ

杯中学校対抗

銚子半島一周駅伝大会で、第一中学校が第８位と健闘いたしました。 

音楽関係では、12 月 12 日にさいたまスーパーアリーナで開催されました第 43 回

マーチングバンド・カラーガード全国大会のマーチングバンド部門に出場した南部中

学校が銀賞を受賞いたしました。 

 

次に、寄附について申し上げます。 

学校施設整備等基金指定寄附金として、野田市木間ケ瀬 6192番地 白石
しらいし

 一
かず

英
えい

 

様から 10万円、野田市東宝珠花 555番地の３ 青木
あ お き

 重
しげ

 様から 10万円、野田市花

井 91 番地の５ 戸邉
と べ

 克己
か つ み

 様から 20 万円、野田市七光台 460 番地の 58 花山流
はなやまりゅう

則
そく

寿会
じゅかい

 代表 花山
はなやま

 琴則
ことのり

華
か

 様及び野田どじょっこの会 代表 小山
こ や ま

 則子
の り こ

 様か

ら 10万 1,433円を頂きました。 

ご寄附につきましては、改めて御礼申し上げます。 

 

続きまして、今議会に提案いたしました議案等についてご説明申し上げます。 

議案第 19 号から議案第 26 号まで議案８件は、平成 28 年度野田市一般会計及び各

特別会計並びに水道事業会計の予算案でございます。 

教育費の学校関係では、中学校の空調設備設置事業費並びに小学校及び幼稚園の空

調設備設計委託料を新規計上するとともに、学校施設整備等基金を活用した中学校ト

イレ洋式化に係る改修事業費を計上しております。 
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社会教育関係では、関宿中央公民館空調設備改修事業費を新規計上するとともに、

継続事業として川間公民館建設事業費を計上しております。さらに、平成 28 年度か

ら文化センターに指定管理者制度を導入するための費用を新規計上しております。 

議案第 27 号から議案第 33 号まで議案７件は、平成 27 年度野田市一般会計及び各

特別会計の補正予算でございます。 

議案第 27号平成 27年度野田市一般会計補正予算（第５号）は、歳入歳出予算、繰

越明許費、債務負担行為及び地方債の補正でございます。 

歳入歳出予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ２億 3,083

万 1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 518億 7,520万 2,000円にしよ

うとするものでございます。補正予算の主な内容は、決算見込みに基づく既定予算の

過不足額、国の補正予算に係る予算を計上しております。 

決算見込みによるものとして、利用者の増に伴う重度身体障がい者医療費助成金、

重度精神障がい者医療費助成金、後期高齢者医療保険基盤安定繰出金の増額及び退職

者の増に伴う退職手当等の人件費の増額を計上する一方、介護保険特別会計繰出金、

児童手当、基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金、船形吉春線道路改良費、

堤台柳沢線、川間駅北口駅前広場整備事業、連続立体交差事業負担金等の減額を計上

しております。 

また、国の補正予算に係るものとして、地方公共団体情報セキュリティ強化対策事

業、低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業、就農支援事業

費等を計上しております。 

歳入につきましては、事業費の確定に伴う国県支出金、地方債の減額を計上する一

方、国の補正予算に係る国庫補助金を増額、また、諸収入として、放射能対策東京電

力株式会社賠償金を計上しております。 
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