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あけましておめでとうございます。
皆様におかれましてはお健やかに新年をお迎えの

本市の大型事業となり得る市役所本庁舎移転を含む新拠点ゾーン整備計画
に対し、充分な議論や検討がなされるものと期待ができます。

こととお慶び申し上げます。
一昨年に世界で初めて確認された新型コロナウイルスの感染は未だ終息が

松戸市では、市長から大型事業が次々と提案されておりますが、中でもとり
わけ前述しました市役所本庁舎建て替えを含む新拠点ゾーン整備事業、和

みえず、昨年11月には新たな変異型オミクロン株が発見され、国内では第６
波の感染拡大も懸念されております。こうした中、松戸市では新型コロナウイ

名ヶ谷クリーンセンターの老朽化ならびにクリーンセンターの稼働停止に伴う
新焼却施設建設、新松戸駅東側地区土地区画整理事業には莫大な予算措

ルスワクチン接種が多くの市民の皆様にご協力戴きました結果、２回目接種
済み人数は昨年12月26日時点におきまして65歳以上では117,733人（接種率

置を必要とすることから、議会と市長はじめ執行部とは充分な論議を交わし、
市民の皆様に理解、納得される結論に繋げなければなりません。現在の松

91.5％）、同じく12歳以上64歳以下では262,790人（接種率80.96％）、合わ
せて380,523人（接種率84.0%）と順調に進んでおります。感染対策の大き
な柱とも言われているワクチンの３回目接種につきましては政府方針に基づ

戸市政は、市長の一方的な意思が強く働き、議会軽視と捉えられなくもない
ゆがんだ方向に進もうとしていることに危機感を強く覚えます。私は再び一議
員として、残された任期の中、本来あるべき市政運営の姿を取り戻すべく尽力

き、２回目接種から８カ月経過する月の前月末を目安に接種券が発送される
予定となっております。

するとともに山積した課題に積極的に取り組んでまいる所存です。
本年も尚一層のご指導とご支援を賜ります様何卒宜しくお願い申し上げます。

私は、一昨年の12月議会におきまして第68代市議会議長に選出され、昨
年12月には１年間の任期を無事に終了し、職責を全うすることができました。

新型コロナウイルス感染症の早期終息を願うとともに新しい年が皆様に
とりまして穏やかで温かい１年でありますように祈念申し上げ年頭のご挨拶と

これは偏に皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。任期中の昨年６月
には、新庁舎建て替え等に関する方針及び公共施設再編成のあり方の検討
に向けて、松戸市議会として議論や検討する為の特別委員会を設置しました。

させて戴きます。

TOPICS

木村みね子は令和2年12月
定例会におきまして第68代市
議会議長に選出され、就任か
ら１年間の任期が無事に終了
しました。コロナ禍の中、議会
開催にあたりましては感染拡大
防止の観点から数々の対策の
実施を行っただけでなく制約・
制 限を設け、安心・安 全な議
会運営に努めると共に市民の
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松戸市議会議員

木 村 み ね 子ト ピ ッ ク ス

第 68 代 松戸市議会議長の任期終了！

議長席にて
（本会議前の議場内）
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木村みね子

TOPICS

皆様に分かりやすく開
かれた議会を目指し、
微力ながら全力を注い
でまいりました。
市長からは大型事業
が次々と提案されてま
議長室にて
いりましたが、議会とし
ては市政が市民福祉の向上へ適切に進む為、議員間の合意形成
を図る調整役として職責を果たしてまいりました。今後は再び一
議員として、新庁舎建て替え、清掃工場新設をはじめ山積した課
題に積極的に取り組んでまいる所存です。皆様の変わらぬご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

木村みね子の主な動き

AC T ION

令和３年（２０２１年）1年間の主な活動（公務）のご報告です。

※松戸市では市議会の申し合わせにより、議長、副議長、監査委員（議会選出）の三役に在任中は中立、公平の観点から
議会（本会議）における一般質問を控えております。皆様にはご理解を賜りますようお願い申し上げます。

常盤平の活性化に向けて！
常盤平団地自治会の陳情に対応（4月）

千葉県市議会
議長会に出席（4月）

姉妹都市交流50周年記念事業
〜松戸五中で植樹式〜（4月）
松戸市とホワイトホース市（オーストラリア）は昭和36年（1961年）5月
に姉妹都市締結を提携し50年に亘り様々な交流を行ってまいりまし
た。両市の交流のきっかけとなった松戸五中で市長、松戸五中の生徒代
表、関係者と共にブラシノキ（オーストラリア原産）を植樹しました。

常盤平団地自治会の役員、有志の皆様が来庁され、常
盤平の活性化に向けた陳情を受けました。常盤平のメ
インストリートで雄大な景観を誇る「けやき通り」のイ
ルミネーション装飾などの早期実現を目指します。

千葉県市議会議長会第193回定例総
会が千葉市のホテルで開催され、松
戸市議会議長として出席しました。
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木村みね子の主な動き ２
part

プレオープン記念式典で
テープカット（６月）

AC T ION

大河ドラマ「青天を衝け」徳川昭武役 板垣李光人さん戸定邸訪問（７月）
大河ドラマ「青天を衝け」で徳川昭武を演じ
た板垣李光人さんが戸定邸を訪問。市長、
戸定歴史館名誉館長と共に出迎えました。
板垣李光人さんは、戸定歴史館で特別展を
鑑賞された他、徳川昭武の陣羽織（複製）
を着用されての記念撮影、市長・名誉館長
との鼎談に臨まれました。

21世紀の森と広場で進めていた遊具整備事業の
第1期工事が終了し、
「あそびのすみか」プレオープ
ン式典に出席しテープカットに臨みました。

第26回松戸市国際文化祭
開会式に出席（10月）

祝！甲子園出場 専修大学松戸高校
市長らと共にお出迎え（８月）
第103回全国高校野球大会に出場
が決まった専大松戸の石井主将ら
が来庁され、市長と共に市民サロン
で出迎えました。千葉大会決勝木更
津総合戦で、延長13回劇的サヨナ
ラ満塁HRを打った吉岡選手に花束
贈呈をさせていただきました。

東京2020大会聖火リレー
〜さくら記念植樹式〜（６月）
東京2020オリンピック・パラリンピックの聖火
が松戸市に灯ることを記念し、後世に伝承して
いく為に（公財）日本さくらの会より桜の寄贈が
ありました。日本さ
くらの会・さくらの
女王、聖 徳 大 学付
属 幼 稚 園 園児 、相
模台小児 童らと共
にさくらの 植 樹 を
行いました。

世界の国々の魅力を感じて
戴くことで国際交流への関
心を高め、多文化共生の街
づくりへの理 解を深めて戴
きたいと思います。

北千葉道路の早期整備を
千葉県知事に要望（10月）
北千葉道路は東京外環道と成田空港を最短で結ぶ
道路です。沿線地域にとって利便性の高い道路とす
るとともに早期全面開通に向けて、周辺自治体６市
の市長・議長とともに熊谷千葉県知事に要望書を手
交しました。

祝！金メダル
須﨑優衣選手に市民栄誉賞贈呈（８月）
東京2020オリンピック・レスリング女子50キロ級で金メダル
に輝いた須﨑優衣選手への市民栄誉賞贈呈式が行われ、
祝辞を述べさせて戴きました。1回戦から決勝まで全4試合、
無失点テクニカルフォール勝ちと圧倒的な強さで金メダルを
獲得されました。夢と希望と感動を有難うございました。

横浜DeNAベイスターズ５位指名
専修大学松戸高校 深沢鳳介選手
表敬訪問される（12月）
夏の甲子園で大活躍され、
10月11日に行われたプロ
野球ドラフト会議におきま
して、横浜DeNAベイスター
ズから5位指名を受け契約
合意された深 沢 鳳 介 選手
が表敬訪問されました。私からも激励と共に祝意を
述べさせて戴きました。

東京2020オリンピック聖火リレー
点火セレモニーに出席（７月）
東京2020オリンピック聖火リレー点火セレモニ
ーが松戸中央公園で実施されました。新型コロ
ナ感染拡大防止の為、リレー自体は中止され無
観客での実施となりました。

ドミニカ共和国特命全権大使来庁
本市にホストタウン感謝状が授与される（8月）

東京2020オリンピック事前キャンプにおけるテコンドー選
手団の受け入れに対し、駐日ドミニカ共和国大使館ロバー
ト・タカタ特命全権大使より感謝状が授与されました。ま
た、10月には在ドミニカ共和国日本大使館・高木昌弘特命
全権大使が就任のご挨拶に来訪されました。
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総務大臣を訪問
ご当地ポスト
（金色の郵便ポスト）を
設置要望（12月）
渡辺博道衆院議員同行のもと本郷谷市長、石井市議
とともに金子総務大臣を訪問。東京2020オリンピッ
ク金メダリスト・須﨑優衣選手の功績をレガシーとし
て将来に繋ぐべく、松戸市にゴールドポスト（金色の
郵便ポスト）の設置を
要望しました。

今後の主なスケジュール

SCH EDU LE

令和４年３月議会予定

今年の松戸は「選挙イヤー」

◆ 会期 ２月24日（木）〜３月25日（金）まで、29日間の予定です。

市長選・参院選・市議選が実施されます！

本会議、常任委員会の他、松戸市の令和４年度予算案を審査し決定する
予算審査特別委員会が開催されます。

◆ 本会議日程 ３月2日（水）、3日（木）、4日（金）、7日（月）の4日間

※３月議会は無所属議員を除き、恒例により会派代表による代表質問となります。

◆ 市議会の傍聴にお気軽にお越し下さい。

本会議及び常任委員会は開催当日、簡単な手続きで傍聴が可能です。
傍聴ご希望の方は松戸市議会事務局（TEL366−7381）までお問い合わせ下さい。

6 月：市長選挙（4年に一度）
選挙予定

7 月：参議院選挙（3年に一度）
11月：市議会議員選挙（4年に一度）

今年は、少なくとも３回の選挙が実施されます。
選挙権は国民や住民の代表を選ぶことができる権利です。
投票に行って皆様の権利をしっかりと行使しましょう。

