
市議4期目市議4期目★★33年半年半のの足跡足跡市議4期目市議4期目★★33年半年半のの足跡足跡

第68代松戸市議会議長木村みね子木村みね子
市議4期目・3年半を振り返って

木村みね子木村みね子3年半3年半のの実績実績とと活動報告活動報告

　私は、松戸をもっと良くしたい一心で平成18年11月松戸市
議会議員選挙に立候補、初当選より本年5月までの間、皆様か
らお支え戴き4期・15年半に亘り市議の職を務めさせて戴きまし
た。また、本年6月、私にとりまして初の市長選挑戦の際には多
くの皆様よりご支持を賜り心より感謝申し上げます。
　令和２年12月には第68代市議会議長に選出され、任期中に
は市長から大型事業が次々と提案されてまいりましたが、私は
議長として市政が市民福祉の向上に適切に進む為、議員間の
合意形成を図る調整役としての職責を果たしてまいりました。ま
た、新庁舎建て替え及び公共施設再編成のあり方の検討に向

けて特別委員会を設置致しました。当該内容につきまして現在
も議論が進んでおります。
　私は市議4期目の立候補に際し掲げました政策や市民の皆様
よりお寄せいただきました声を市議会で提言するなど粘り強く取
り組んでまいりました結果、今期任期中幾多もの実現に至りま
した。これは偏に皆様のご指導、ご協力の賜物と重ねて感謝申
し上げます。詳しくは本紙をご高覧戴けましたら幸甚です。
　今後とも尚一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

第68代 松戸市議会議長  木村みね子

2019年（令和元年）6月議会におきまして、市内小中
学校の水泳授業の安全確保や維持管理の効率化を
考慮した民間スイミング
クラブの活用を提言し
ましたところ、本年9月、
松飛台小1年生と4年生
にはコナミスポーツクラ
ブを利用した水泳学習
が始まりました。

常盤平団地自治会の役
員、有志の皆様が来庁
され、けやき通りのイル
ミネーション装飾など
常盤平の活性化に向け
た陳情を受けました。

2011年（平成23年）12
月以降、8年間に亘り市
議会本会議、予算審査特
別委員会などを通じて取
り組んでまいりました結
果、明市民センターがバ
リアフリー化した新たな
市民センターとしてオープン。エレベーターを設置
した2階建てで従来の設備に加え、授乳室を設け
るなどお年寄り、身体の不自由な方、お子様連れ
の方などにとって利便性が高まりました。

東武線・六実駅前に松戸市初のご
当地ポスト「夢のポスト」が設置で
きました。
東京2020大会におきまして、レス
リング女子50㎏級ゴールドメダリ

スト須﨑優衣選手
をはじめ松戸市ゆ
かりの選手から勇
気と感動をもらえたことから、本郷谷
市長、地元国会議員らとともに金子
総務大臣（当時）を訪問し陳情の結
果、設置に至りました。

当該地域の違法駐車対策は長
らく団地をはじめ近隣住民の
皆様の願いでありました。松戸
東警察より指定駐車禁止の交
通規制がかけられ、団地自治会
及び地域住民の皆様のご協力
の下、現在では違法駐車が驚く
ほど少なくなっております。

市民の皆様、とりわけ子ども
の健康への悪影響を防止す
る観点から、2015年（平成
27年）6月より市議会におき
まして複数回に亘り提言し
てまいりましたところ「松戸
市受動喫煙防止対策指針」
が策定され、2019年（令和
元年）7月より市内公共施設
で喫煙所の廃止、敷地内禁
煙になりました。

2017年、新八柱・牧の原団地・常盤平ルートの開設
をはじめ、千葉西総合病院とその後も交渉を続け、小

金原方面循環ルートに新
たな乗降場所として2021
年６月、八ヶ崎3丁目（NTT
東日本独身寮付近）に誘致
致しました。現在、北小金
駅までの延伸を要望してお
り、今後も交渉を続けてま
いります。

平成5年の開園以来27年間一度も浚せつが行われてお
らず、透明度の低下や外来種の増殖による生態系の乱れ
を危惧し、2015年（平成27年）以降再三に亘り市議会
において提言しておりましたところ漸く実施に至り、外来
種、在来種など合わせて22種・2400匹を超えた捕獲が
できました。当日の模様はテレビ東京で放映されました。

●�高齢者や障がい者のゴミ出し困難世帯の�
ゴミ収集支援と安否確認
週１回（決められた曜日）市職員が戸別に訪問し回収しま
す。ゴミが出ていない時は声がけをし、応答がない場合に
は親族やケアマネージャーなどに連絡、安否確認をお願い
しております。

●病児・病後児保育の拡大
従来の４施設に加え病児・病後児保育室「ラポールヤバシ
ラ」が令和２年10月、市内日暮にオープンしました。

●幼稚園預かり保育料の助成
通常保育時間以外も保育を行う「預かり保育」にかかる別
料金に対し、国の助成に加えて、松戸市は独自に月額最大
30,000円を助成します。

松飛台第二小「水泳学習」で
スイミングクラブ活用へ（2022年9月）

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（2021年4月）

明市民センター移転・新オープン
（2019年11月）

六実駅前に「夢のポスト」を設置
（2022年3月）

常盤平団地E地区の駐車禁止がスタート
（2020年8月）

望まない受動喫煙の防止強化へ
（2019年7月）

千葉西総合病院 無料巡回バス
「八ヶ崎3丁目」乗降場所誘致（2021年6月）

「北小金駅」への延伸要望中！

21世紀の森と広場「千駄堀池のかいぼり」実施
（2020年7月）

その他の政策
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59名の候補者が44議席を争う大激戦と
なりましたが、皆様のご支持の下勝利を掴
むことができました。

議会を代表してご挨拶させて戴きました。

松戸市とホワイトホース市（オーストラリ
ア）は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
松戸五中でブラシノキ
（オーストラリア原産）
を植樹しました。

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。

公益財団法人東日本盲導犬協会の職員さ
ん、PR犬いちごちゃん（ラブラドール牝・４
歳）とと共に盲導犬育成の為の支援活動
を行いました。

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
致しました。

市議4期目当選（11月）

▼ 2018年 ▼ ▼ 2021年 ▼

▼ 2019年 ▼

▼ 2020年 ▼

松戸市校長会議に出席（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）

プレオープン記念式典で
テープカット（6月）

松戸まつりイン2019
「盲導犬育成活動」（10月）

第68代市議会議長就任（12月）

木村みね子木村みね子 市議会本会議における一般質問など 市議会本会議における一般質問など

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、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。

　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。

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。
徳川昭武の陣羽織（複製）を着用された板
垣李光人さんと記念撮影に臨みました。

東京2020大会聖火リレー
～さくら記念植樹式～（6月）

東京2020オリンピック聖火リレー
点火セレモニーに出席（7月）

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）

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。

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。

夏の甲子園で大活躍さ
れ、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。

皆様からお支え戴き1
週間全力で走り抜けま
した。有権者の皆様よ
り10,545票ものご支
持を戴きました。応援戴
きました皆様に心より
感謝申し上げます。

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。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。

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。

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）

北千葉道路の早期整備を
千葉県知事に要望（10月）

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（12月）

市長選初挑戦！
ご支援戴きました皆様に感謝!!

（6月）
祝！金メダル  須﨑優衣選手に

市民栄誉賞贈呈（8月）

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・10月）

木村みね子は4期目任期中の3年半（2018年12月～2022年5月）の議会活動の中で、
本会議における一般質問、教育環境常任員会及び決算審査特別委員会における質疑を行いました。
とりわけ本会議では会派を代表しての代表質問を含め80項目を超える一般質問を行いましたので、
その項目の一部を抜粋し紹介させて戴きます。

木村みね子の一般質問は、
松戸市議会ホームページ内
「インターネット議会中継」
及び「会議録検索」からもご
確認戴けます。

【 少子化対策・子育て支援・子どもの安全確保 】
❶第3子以降の出生に対する支援策
❷中長期的な保育需要と施設供給の見通し
❸児童生徒の登下校時の安全確保

【 児童虐待・児童相談所設置 】
❶ �児童虐待の深刻化を防ぎ発生予防を図る為の対策
❷ �児童虐待の要となる児童相談所の設置について

【 教育関連 】
❶ �全国学力調査の結果を受けて本市の英語教育の課題と今後の改善策
❷ �学習指導要領改訂に向けた「正しい歴史認識」と「愛国心教育」の指導方法と内容
❸ �市内小中学校の水泳授業の現状及び民間スイミングクラブ等の活用

【 高齢者対策 】
❶保健事業と介護予防の一体的実施
❷交通不便地域対応
❸ �介護における中長期的需要、施設供給�
及び人材確保

【 常盤平地域の課題 】
❶常盤平地域全体の活性化策
❷松戸市が考える常盤平団地再生の方向性
❸ �常盤平の活性化策の1つとしての�
「けやき通り」のイルミネーション装飾

❹団地Ｅ地区の違法駐車対策

【 街づくり 】
❶松戸駅周辺まちづくり基本構想
❷新拠点ゾーン整備計画策定の進捗
❸新庁舎整備基本計画

【 新型コロナウイルス感染症対策 】
●本市の全般的な対策

【 災害時対応 】
❶危機管理体制の更なる強化
❷ホームレス専用の避難所設置

【 健康関連 】
●乳がん検診の検査内容

【 ペットとの共生 】
❶ �松戸市立総合医療センターにおける�
アニマルセラピーの導入

❷高齢化したペット対策
【 21世紀の森と広場の千駄堀池の浄化 】
● �「かいぼり」の実施に向けたその後の進捗

【 下水道の効率的維持管理 】
❶下水道管路の老朽化対策
❷ �下水道維持管理の為の包括的民間委託の導入
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