
市民の声（6月分） 
意見2 H26.6.2 

定年退職者再任用制度に係る運用等について 

「お客様が席を移動された」と突然注意された。市民課に証明書等、享受のため事

例を復元すると、これが70歳代の男性はコモンセンスの範囲内で自然に行動したもの

であると推認できたこと（具体的経緯・事由は省略）。 

しかるに、市民課再任用職員の行動は不適正であると認識されること。口は禍の門

…「一言余計な（グレーゾーン）」 

併せて、市民課長、見解も説得力を欠き看過できない。 

自分は自分、人は人、主義で公務員であることを強く意識せず、ケースバイケース

で判断し、班長・課長に委ねるのも一方法である。現在の位置付けと自分には厳しく

規律付けと信念をもって仕事に従事すること（責任感）。目先の利益優先よりも社会

的機能の充実を図ることが重要である。相手方（市民）のプライド喪失、懸念も考慮

されたいこと。 

憲法第13条および第15条第2項並びに第30条の規定による、善良なる市民の対応

につき、公務委員倫理を踏まえて接遇されたく望みます。 

法の下における平等（公平性）を阻碍行為と疑問視および「法の正義」を基本理念

に尊重されたいこと。 

国民年金の受給開始年齢は原則65歳と厚生年金（共済年金含む）は段階的に引き上

げされている最中である（2年スパーン）。ただし、希望すれば60～64歳で受け取る

「繰り上げ支給」や66～70歳で受け取る「繰り下げ支給」が選択できる。欧米・イギ

リス国では、68歳支給、また日本国では75歳選択制導入も検討されつつある。 

地方公務員法第28条の3 第1項省略 第2項前文省略 

 条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。

ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えるこ

とができない。これが当該職員に適用される？ 

（定年退職等の再任用） 

地方公務員法第28条の4を準用する袖ケ浦市職員の再任用に関する条例（趣旨） 第

1条省略 

定年退職者に準ずるもの 第2条第1項省略（1）号25年以上勤続して退職した者

であって、当該退職の日から起算して5年を経過する日までにあるもの 

（2）省略 （任期の更新）第3条第1項2項省略 附則（施行期日）この条例は平成

13年4月1日から施行する。 

袖ケ浦市一般職員の給与に関する条例 平成25年12月20日施行 再任用職員の給料

月額 第5条の2 副主査に任用、3級再任用職員 117号給 次の月額257,600円を

基本額として、勤務日数に応じて、2節給料が支給される（保障）。 

3節職員手当：地域手当 8％（8/100）乗じた額、通勤手当支給、および期末勤勉手

当（6月・12月）支給。住居手当、扶養手当は0円。4節共済費全部自己負担（任意

扱い）、年休（4月1日～翌年3月31日）20日間、忌引一般職員に準用し保障。夏休

みについては不解。9節旅費は費用弁償内で支給。時間外手当不解。 

 平成25年5月1日現在、職員総数627名（特別職3名･再任用職員6名を含む）。 

平成26年4月1日現在、職員総数634名（特別職3名･再任用職員12名を含む）比



増5名。 

 特に消防本部に新たに、指揮統制班に 2名配置された。今後、年金受給開始年齢引

き上げに伴う再任用職員数増加されると見込まれる。 

 景気の拡大が続く中で雇用情勢が急速に改善している。2012年10月に4.4％だった

失業率は本年3月には3.6％に低下し、0.82倍だった有効求人倍率は1.07％に上昇し

た。賃金も緩やかに上昇傾向である。さらに一部の業界では労働力不足が経済拡大の

制約要因となりつつある。特に建設労働者の不足が公共事業の執行を困難とし、パー

ト・アルバイトに依存していたスーパー、ファストフード事業展開への影響が大であ

る。もともと不足していた医療・介護現場の人手不足問題化している。第三国人移入

で補うか、深刻さ生じていること。日本の生産年齢人口は、1995年の8,730万人をピ

ークに減少を続けており、平成13年10月1日現在には、ついに7,900万人になった。

全人口に占める比率も同じ期間で69.59％から62.1％に低下した。15年間で216万人

も減ったことになる。今後も生産年齢人口の減少が続くことが確実であると推測され

ること。 

 今年、夏のボーナスは過去最高の伸びで、第1回 74社平均で8.8％増の 88万であ

ると（経団連発表）。製造業15業種のうち11業種、前年比増であると11.45％増935,288

円、自動車16.7％増1,086,032円で6年ぶりに100万台を確保。非製造業電力会社員

の見送りで、0.62％減742,408円、最終集計は7月に公表する予定とのこと。春闘妥

結、月額アップは一部の企業のみであって、利益の還元はボーナス増で対応している

傾向である。 

 衆議院議員選挙結果、自民党多数の当選者で勝利し、公明党と連立し、安倍晋三内

閣が発足後、いろいろな政策の実行をしつつある。特にイエール大学名誉教授浜田宏

一氏（内閣官房参与）および、黒田東彦日銀総裁等によるアベノミクスの三つの矢、

経済政策により、日本経済上向きになってきたと認識できる。東証第一部、日経平均

は5月29日（木）の終値と比べ、49円安の14,632円で取引を終了。ＴＯＰＩＸは同

0.73ポイントが高い1201.41と続伸した。 

 原発稼働 0、現在、天然ガス等高騰を踏まえ、貿易赤字が増加する。代替エネルギ

ー、太陽光（ソーラー）設置。 

 袖ケ浦市では新昭和によるドイツ村隣接地に、木更津アカデミアパーク内に、富津

市浅野山（砂地）平地に大型なパネルを設置している。君津市？ 

 広島および長崎県、原子爆弾の落下並びに東日本大震災の東電福島第一原発事故の

驚愕実経験につき、安全性への説得力は薄い。環境管理課でソーラーへの補助金申請

も一部である。その他代替エネルギーも大学・研究所で…ing 

 新エネルギー（再生可能エネルギー技術）例示：太陽光発電、太陽熱利用、風力発

電、水力発電、廃棄物および熱利用、バイオマス発電および熱利用、黒液・伐採、温

度差エネルギー（未利用エネルギー）、雪氷利用 

記載のとおり、共済年金段階的引き上げに伴う袖ケ浦市職員の再任用に関する条例、

趣旨、特例措置として救済法の位置付けと解せる。また、適用者とのメリットとの一

部、国民健康保険税及び介護保険料の軽減に資すること。（県市民税も含む）権利・

義務をも十分理解し、「法」執行と遵守者であることを常に認識し、市民サービス優

先のうえ、勤務されたいこと。 

地方公務員法第28条の3は廃止されているか。または同法第28条の準用する再任



用に関する条例が現再任用職員であるかを問うものである。 

再任用職員が今後増加する懸念と消防職適用課題と問題視されないか見解を問う。 

 おって、袖ケ浦市一般職の職員給与に関する条例、別表第 1（第 5条関係）行政職

給料表で職務の級（1級から8級）1号給3級職117号給および再任用職員3級副主査

相当と再任用職員257,600円で運用している。 

参考（管財契約課長専決） 

1 袖ケ浦市庁舎管理規則第1条から第22条規定 

 申請し許可書を受理し遵守していること。 

2 植木類、私個人負担しており、一切市からの補助は受けていないこと。 

3 2の管理は毎週月曜日来庁し、自己責任のうえ、作業していること（図書館が休館

を踏まえて）。 

4 市民課に証明書等申請から受理まで、間に、少しの時間（待ち時間）に当該者の心

の癒しの一部になればと、思慮している。 

5 市民課職員等に注意されないこと、他人に迷惑しないように心がけしていること

（社会通常の常識）。 

6 作業中、ラン類の栽培方法につき、教示しているケースもあったこと。 

回答 H26.6.16 担当課 総務課 

ご質問いただきました件について、回答させていただきます。 

まず初めに、＊＊様の善意とボランティア精神に基づく日々の行いについて、感謝

申し上げます。また、このたびご指摘の件につきましては、来庁されたお客様への気

遣いから出た一言であり、ご理解いただきたいと存じます。 

日々の窓口業務にあっては、より質の高い行政サービスを提供するため、意識改革

に関する職員研修を行うなど、職員には機会あるごとに指導しております。しかしな

がら、時として不適切な勤務態度からお叱りを受けた場合には、その都度職員に公務

員としての自覚を促し、所属長を通じて指導、改善を図っているところでございます。

今後とも、お気づきの点等がございましたら、ご指摘いただきますようお願いいたし

ます。 

次に、定年退職者の再任用制度に係る運用等につきましては、地方公務員法第28条

の4及び袖ケ浦市職員の再任用に関する条例に基づきまして実施しております。今回

ご質問の地方公務員法第28条の3の規程につきましては、退職者を再度雇用する再任

用制度とは異なり、定年させず勤務を継続させる「勤務延長」制度の規程であり、現

在、本市では実施しておりません。 

また、＊＊様ご指摘のとおり、今後、年金受給年齢の引き上げに伴い、再任用職員

の増加が予想されており、将来的な新規採用職員の採用計画や職員構成に、少なから

ず影響があると考えております。 

しかしながら一方では、団塊の世代の大量退職により、現役職員の平均年齢が、急

速に若年化していることも問題視されており、経験不足や職務技術の未熟さからくる

市民サービスへの影響も、大きな課題となっております。この解決策の一つとして、

本市では再任用職員の起用を行っております。再任用職員には、これまで培ってきた

知識や経験を活かし、若手職員の育成や技術の継承などの面で、活躍できるものと考



えております。 

今後も限られた人員の中で、より良い市民サービスを提供、維持することを第1に、

全体の職員構成や業務量等のバランス、また業務内容も考慮しながら、再任用制度の

有効活用を図ってまいりますので、ご理解くださるようお願いいたします。 

  

意見3 H26.6.17 

子育て日本一の市である、袖ケ浦市内ですが、歩きタバコをしている人が多いです。 

 お散歩中にタバコの煙が、子供の顔に来る事もしばしばです。 

 歩きタバコ禁止。はいざらのない所でのタバコを禁止にして欲しいと思います。 

 未来の子供達に、キレイな空気をお願いします。 

回答 H26.7.1 担当課 環境管理課、健康推進課 

歩きタバコを禁止にすることはできないかとのご意見についてですが、現在、受

動喫煙による健康被害や、たばこの火による事故、吸い殻のポイ捨てなど、様々な

問題が指摘されており、たばこに関する社会的関心は一段と高まっていると承知し

ております。 

千葉県内では、千葉市、市川市、船橋市などの大都市が路上喫煙禁止条例を制定

し、いずれも特に人通りが多い場所（主に駅周辺）を喫煙等禁止区域と指定してお

ります。 

当市では、現時点ですぐに駅周辺等を路上喫煙禁止区域に指定する考えはございま

せんが、今後、人通りの増加等が見込まれる場合などには、市民の方からの意見等を

参考に検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解くださるようお願いいたし

ます。 

なお、吸い殻等のポイ捨てにつきましては、「袖ケ浦市まちをきれいにする条例」に

て市内全域で禁止しており、地域巡回、啓発看板の配布、啓発活動等を行い、環境美

化の促進を図っているところです。今後も喫煙に関する問題等の周知を広報紙等で行

ってまいります。 

  

意見4 H26.6.23 

 子供を育てる環境を充実させてほしいです。 

 具体的には、 

①医療費を無料化（中学校卒業まで） 

②私立幼稚園実質無料化（第二子以降から優遇されていますが、第一子からすべき） 

③小、中学校周辺警備の強化 

その他、がん検診等の有料化がとても残念に思いました。 

再度、無料化をご検討願います。 

回答 H26.7.11 担当課 子育て支援課、学校教育課、市民活動支援課、健康推進課 

はじめに、子どもの医療費を中学校卒業まで無料化とすることについてお答えいた

します。 

子ども医療費助成事業は、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減

を図るため、平成19年9月から市の単独事業として実施しました。平成21年4月か

らは、県内の市では 2番目に助成対象を中学生まで拡大し、0歳から中学 3年生まで

の児童・生徒に対し、入院・通院にかかる医療費の全部または一部を助成しておりま

す。 

この事業の実施にあたっては、県も平成24年12月から補助対象を中学校3年生ま



で拡大したことから、市は県から一部補助を受けておりますが、県の補助対象者は、

通院は0歳から小学校3年生までに限られており、自己負担は入院1日、通院1回に

つき 300円と定められております。これに対し、市では入院・通院の別なく、0歳か

ら中学校3年生までのすべての医療を対象としており、自己負担は、一定以上の収入

のある市町村民税所得割課税世帯の方につきまして、入院1日または通院1回につき

200円としているものであり、県の補助対象との差額については、市が単独で助成し

ているところでございます。 

限られた財源の中で、本制度を持続可能な福祉施策として維持していくためには、

受益者の方に一定の自己負担をお願いすることは必要であると考えておりますので、

ご理解くださるようお願いいたします。 

次に、私立幼稚園の実質無料化についてお答えいたします。 

現在、市では私立幼稚園児保護者に対して、私立幼稚園就園奨励費補助金として、

市民税の所得割額に応じて、入園料・保育料への補助を行っており、特に同時就園等

の多子世帯の第2子、第3子以降については所得制限を撤廃し保育料補助を行ってお

ります。 

また、袖ケ浦市では、公私格差の是正を目的として私立幼稚園児奨励金を独自に支

給しております。 

私立幼稚園の実質無料化につきましては、幼稚園をご利用になる方と利用されない

方の負担の公平化を図る観点から、市の単独事業として実施する予定はございません。

しかしながら国が幼児教育無償化を目指しているとの報道もあり、市としては、国の

動向を注視している状況です。 

次に、小中学校周辺の警備の強化につきましては、教職員とＰＴＡ、学校安全ボラ

ンティア等が連携し、年間を通して、登下校時に交差点で交通安全指導を行いながら

児童を見守ることや、児童と一緒に家の近くまで歩いて帰ること、また、車による学

区の巡回を実施しております。加えて、学校教育センターに配置しているスクールサ

ポーターも定期的にパトロールを行っており、様々な方向から児童の安全確保に向け

て取り組んでおります。 

また、不審者等の情報があった場合には、速やかに学校安全メールや市の生活安全

メールを配信して情報を共有し、広く注意喚起を行っております。 

そのほか防犯対策として、市職員や民間警備会社による青色回転灯装備車両でのパ

トロール、防犯指導員をはじめ、自治会、地区住民会議等、地域の方々による防犯活

動が行われておりますが、さらなる市民の安全確保に向けて、地域を主体とした防犯

活動の普及に努めておりますので、ご理解くださるようお願いいたします。 

次に、がん検診等の無料化についてお答えいたします。 

がん検診につきましては、平成26年4月から肺がん検診以外のがん検診で一部ご負

担をいただくことといたしました。 

一部負担金をいただくことになりました経緯といたしましては、サービスを利用す

る方としない方との負担の公平性を図る受益者負担の原則と、近年の厳しい財政状況

の中、将来にわたって持続可能な制度としていくために、県内自治体の中で、大部分

の自治体が自己負担金を徴収していることもふまえ、実施したものであります。 

このような経緯から、再度の無料化は考えておりませんので、ご理解くださるよう

お願いいたします。 

なお、今後も、がん検診の重要性の周知徹底を図るとともに、受診勧奨通知の発送

や休日・夜間検診の充実などの受診機会の拡大、検診会場での健康教育の実施など、

より一層のサービスの提供に努めてまいります。 

市は、安心して子どもを産み育てることができるよう、子育てしやすい環境づくり

のため、ソフト面、ハード面、様々な角度から子育て環境の向上に向けた施策に取り

組んでおります。 

本市で実施している施策と近隣市の施策を比較しますと、保育所の保育料につきま



しては、本市は国が定める保護者負担額に対し、実際に保護者の皆様に負担していた

だいている額の割合でみても、近隣4市の中で最も低額に設定しております。 

これに加えて、保育所送迎バスにつきましても、近隣 4市の中で本市と君津市のみ

が送迎バスを運行しておりますが、市内全保育所の運行は本市のみとなっております。 

また、放課後児童クラブ支援事業につきましては、他市より高い水準で民設の放課

後児童クラブに対する運営費補助を実施しており、施設整備が整うよう家賃補助等の

市独自の補助も行っております。 

さらに、市内小中学校につきましては、近隣市よりいち早く、平成24年度中にすべ

ての校舎の耐震工事を終了し、市内の子どもたちが安心して学校生活を送れるよう安

全確保に努めたところでございます。 

近年の子育て環境整備の例では、子育て支援団体と連携し、子育てに役立つ様々な

情報提供を行う袖ケ浦市子育てポータルサイト「はっぴーネット」を平成22年5月か

ら開設いたしました。このサイトでは、妊娠・出産、子育てに関する制度、保育サー

ビス、入学、相談など子育てに必要な情報を一元化し、探しやすくしているほか、市

内子育て支援団体の様々な活動内容やイベント、募集情報を紹介しております。また

平成25年3月には、保健・医療・福祉・保育・教育などの制度や支援、各種相談窓口、

施設など、子育てに役立つ多くの情報をわかりやすく一冊にまとめた「すくすく子育

て！ぶっく」を作成し、ご好評を得ているところであります。 

さらに、子育て支援施策を一層充実する観点から、本年4月には子育て中の親子の

交流の場「そでがうらこども館」をオープンし、連日たくさんの方が利用をされてお

り、子育ての悩みを保育士に相談したり、親子同士が気軽に集い、自由に交流をして

おります。 

これに加え、本年 4月から、保護者の方が、病気や仕事などの理由で、家庭でお子

さんを養育できなくなったときに、児童養護施設（市内施設「びっき」）でお子さんを

お預かりする子育て短期支援事業も実施しております。 

今後も、限られた財源の中で、子どもを育てる環境のさらなる充実を検討してまい

りますので、ご理解くださるようお願いいたします。 

貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。 

  

意見5 H26.6.23 

進藤家の階段の固定 

 6月 7日（土）、呈茶会と落語に進藤家に参加しました。落語は途中で帰りました

が、私、高齢者なので、一旦、二階への階段に手をかけて身の安全を計りましたら、

階段が固定されておらず、よろけました。できたら固定してもらえればとおもいます。 

 外来種らしき黄色の花発見。 

 蔵波川のほとりに米産らしき、黄色の花発見しました。蔵波台5丁目と長浦公民館、

経由のところです。 

 外来種の花かわかりません。 

 見て下さい。 

回答 H26.7.11 担当課 郷土博物館、環境管理課 

このたびは、6月7日（土）・8日（日）に開催しました第19回ミュージアムフェス

ティバルにご参加いただき、誠にありがとうございます。 

ご意見いただきました旧進藤家住宅の階段（梯子）の固定についてでございますが、

当該階段は現在昇降用として活用いただいていないため、固定しておりませんでした。

今後は今回のご意見を参考に、階段を固定する方法を検討し対応してまいりますので、

ご理解くださるようお願いいたします。 



次に、蔵波川ほとりの外来種らしき黄色の花についてですが、県自然保護課生物多

様性センターに確認したところ、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関

する法律」で指定されている特定外来生物の「オオキンケイギク」であることがわか

りました。 

特定外来生物は、生態系等への影響が特に大きい外来生物として、飼養・運搬・保

管・販売などの規制や野外に放す行為が禁止されております。 

また、防除については、被害がすでに生じている場合又は生じるおそれがある場合

で、必要であると判断された場合は、防除を行うこととされています。 

このようなことから河川を管理する市としまして、更なる生態系等に生ずる被害を

防止するため、現地で確認できたオオキンケイギクを6月30日に除草いたしました。 

なお、庭などで生えているのを見つけた場合は、種の飛散に注意しながら、根ごと

抜き取り、その場でゴミ袋に入れて、枯れ死するまで数日放置し、燃えるゴミとして

出してくださるようご協力をお願いいたします。 

 

 

 


