
相原和幸 後援会事務所 連絡先 
〒275-0014 習志野市鷺沼1-11-14  自宅Tel.Fax.  047-453-2918 携帯電話 090-2478-7979 

e-mail： ｒｊ140124-2729＠ｔｂｚ.t-com.ne.jp     

※下記ＱＲコードは携帯でみられる名刺です。ご家族の方をはじめ、お知り合いの方へも簡単にお送りいただけます。 
 
プロフィール 
●昭和４６年１０月 誕生  ●習志野市立鷺沼保育所  ●習志野市立鷺沼小学校  ●習志野市立第三中学校  
●千葉県立船橋古和釜高等学校  ●東洋大学 経営学部 経営学科 卒業  ●平成２２年１０月印刷会社 退職 
●平成２３年４月習志野市議会議員（初当選） 
スポーツ・趣味 
●剣道：５歳から小学5年生まで  ●書道：小学１年生から中学３年生まで 
●心に残る映画：シンドラーのリスト 
●バスケットボール：小学校の部活動から （ 現在も地元を拠点に活動中） 
●旅行：日本全国（沖縄県以外）を自然調査も含め大学時代に実施 
●音楽鑑賞：ジャンルを問わず和太鼓演奏なども 
 

この度、第三回「議会報告会」を開催いたします。 
日頃より地域にお住いの皆様と直接お会いし、コミュニケーションの場を 
つくることが、元気な習志野をつくるために大切なことだと考えております。 
議会報告をはじめ、地域における諸問題を少しでも改善していきたいと 
考えております。是非この機会に、ご親戚の方をはじめ、ご友人・知人の 
方をお誘い合わせの上 、ご参加いただけますようご案内申し上げます。 

習志野市議会議員 

「議会報告」 
相原かずゆき 1 8 2月 土 日 第
三
回 

◎第三回 「議会報告会」開催のお知らせ◎ 

１２：４５より受付開始  開催時間１３：００ ～ １５：００ 

※駐車スペースが少ないため、 
お車でご来場される場合は事前に 
ご連絡を相原携帯までお願いします。 
携帯番号：０９０－２４７８－７９７９ 

■所 属 会 派 元気な習志野をつくる会 （７名による最大会派） 
   所 属 議 員：帯包議員（会派代表）・関議員（現議長）・央議員・田中議員・長田議員・清水大輔議員 

■所属委員会 
○環境経済常任委員会 ○農業委員会 ○習志野市議会報編集委員会 
○一般会計補正予算特別委員会 ○公共施設調査特別委員会 

開催内容 

１３：００～１４：００  一般質問内容報告 

１４：００～１４：１０  休憩 

１４：１０～１４：２０  ＡＥＤの利用目的について 

１４：２０～１４：３０  最新行政の動向について 

１４：３０～１４：４０  報告会参加者との質疑応答 

１４：４０～１５：００  特別ゲスト企画 

             自民党千葉二区 支部長 

             小林鷹之（こばやしたかゆき） 

             テーマ 

             「私が政治家を志した理由 」 

•   

• １ 防災について 

•  (1)災害復旧   

•  (2) 災害対策    

•                       

•   

•                           

•  (3) 教訓  

• ２ 環境共生について 

•  (1) 政策     

•  (2) 展望     

• ３ 危機管理について 

•  (1) ＴＰＰ交渉について 

• ４ 市庁舎について 

•  (1) 窓口業務   

•  (2) 書類保管   

• ５ 行政改革の中の事務事業の見直しについて 

•  (1) 単独事業について 

① 液状化による道路基準値は年内設定できるのか 

① 初動連絡システムの構築について 

② ＡＥＤの設置普及について  

③ 普通救命受講者数の推移について 

④ 被災した他市との情報交換及び交流について 

① ３月１１日の市としての取り組みについて 

 

① 環境教育（学校及び市民）の現状について 

① ＬＥＤ化・太陽光発電・燃料電池の普及促進について 

 

 

 

① 本庁舎窓口の早期移転について 

① 本庁舎保管の書類移転について 

    一般質問内容 

詳しい内容は 
第三回議会報告会で 
ご紹介します。 

討議資料 

平成23年 
第4回定例会 

第二回議会報告会風景 

会場→ 

会場 鷺沼集会所 根神社の下（社務所） 

ご要望があれば、出張議会報告会も

行います。ご希望の日時と場所を 
 お気軽に相原携帯までご連絡ください。 

こんにちは、相原です。今回は、東日本大震災の被災者支援に関する国・県・市の内容を 

一覧表を作成しました。様々な制度があるので被災された方々のチェックシートとして 

ご活用いただければ幸いです。詳しくは中面をご覧ください。また、恒例となりました 

相原かずゆき「議会報告会」を開催します。お気軽にご参加いただければと思います。 

平成２３年第４回定例会が、１１月２５日から１２月２２日まで開かれました。一般質問の主な内容は、下記の通りです。 
詳しくは、習志野市のホームページ内（習志野市議会 議会中継）においても動画配信をしております。 



チェック 相談受付・支援内容 対象 受付期限 担当課･問合せ先 所在地 電話

　国の被災者生活再建支援金の支給（基礎支援金） 全壊・大規模半壊世帯 平成２５年４月１０日まで 被災者総合相談案内窓口 第四分室１階 451-1151

　国の被災者生活再建支援金の支給（加算支援金） 全壊・大規模半壊世帯 平成２６年４月１０日まで 被災者総合相談案内窓口 第四分室１階 451-1151

　習志野市液状化等被害住宅再建支援事業　※国の被災者生活再建支援制度との併用不可 液状化による一部損壊・半壊 平成２３年１０月より受付中 被災者総合相談案内窓口 第四分室１階 451-1151

　習志野市東日本大震災被災者見舞金 全壊・大規模半壊・半壊・一部破損世帯 平成２６年３月３１日まで 社会福祉課 本庁舎４階 451-1151

　千葉県災害弔慰金　※県の基準があります 災害により死亡した遺族 随時受付 社会福祉課 本庁舎４階 451-1151

　千葉県災害見舞金　※県の基準があります 災害により重症・住家を全壊した世帯 随時受付 社会福祉課 本庁舎４階 451-1151

　千葉県災害義援金（第一次配分・第二次配分金） 全壊・大規模半壊・半壊世帯 随時受付 社会福祉課 本庁舎４階 451-1151

　千葉県災害義援金（第三次配分金） 住家に一部破損の被害を受けた世帯の方 平成２４年２月２９日まで 社会福祉課 本庁舎４階 451-1151

　日本赤十字社見舞金　※今回の東日本大震災にて住家に被害を受けり災証明書によるもの 全壊・大規模半壊・半壊世帯など 随時受付 社会福祉課 本庁舎４階 451-1151

チェック 相談受付・支援内容 対象 受付期限 担当課･問合せ先 所在地 電話

　災害援護資金の貸付 全壊・大規模半壊・半壊世帯など 平成３０年３月３１日まで 社会福祉課 本庁舎４階 451-1151

　生活福祉資金貸付制度　※所得制限があります 震災により被害を受けた世帯 随時受付 社会福祉協議会 452-4161

　母子・寡婦福祉資金の貸付　※住宅資金・生活資金など１２種類の貸付があります 居住し所有している住宅を補修などをする方など 随時受付 子育て支援課 本庁舎４階 451-1151

チェック 相談受付・支援内容 対象 受付期限 担当課･問合せ先 所在地 電話

　幼稚園保育料及びこども園（短時間児）保育料の減免　※被災した月の翌月から１年以内 震災により保護者の保育料納付が困難な方 原則納期限の７日前まで こども保育課 本庁舎４階 451-1151

　保育所保育料及びこども園（長時間児）保育料の減免　※被災した月の翌月から１年以内 震災により納入義務者の生活困窮と認められた方 原則納期限の７日前まで こども保育課 本庁舎４階 451-1151

　一時保育利用料が減免 保護者の世帯に利用料を納めるのが困難な時 原則一時保育の利用申込時 こども保育課 本庁舎４階 451-1151

　小・中学校の就学援助費を助成 災害により学用品費等支払いが困難な方 随時受付 学校への申請 （各学校） -

　放課後児童会育成料が減免 震災により生活困難と認められた保護者 原則納期限の７日前まで 青少年課 第四分室２階 451-1151

　児童扶養手当の所得制限を緩和 児童扶養手当受給者など 平成２４年３月３１日まで 子育て支援課 本庁舎４階 451-1151

チェック 相談受付・支援内容 対象 受付期限 担当課･問合せ先 所在地 電話

　個人市民税の減免（り災証明書により全壊・大規模半壊・半壊と判断された方など） 平成２２年度所得１千万円以下の方など - 市民税課 第三分室1階 451-1151

　固定資産税の減免 半壊・全壊の損害判定を受けた家屋など 平成２４年６月３０日まで 資産税課 第三分室1階 451-1151

　市税（個人市民税・固定資産税）の納付を一定期間の猶予 震災により財産に相当な損害を受けた方など 随時受付 税制課 第三分室1階 451-1151

　国民年金保険料の免除 詳しくはお問合せ下さい 平成２４年７月末まで 国保年金課 本庁舎1階 451-1151

　国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免 全壊・大規模半壊・半壊 - 国保年金課 本庁舎1階 451-1151

　後期高齢者医療保険料の減免 全壊・大規模半壊・半壊 - 国保年金課 本庁舎1階 451-1151

　介護保険料の減免・徴収猶予 全壊・大規模半壊・半壊の方など - 介護保険課 本庁舎1階 451-1151

チェック 相談受付・支援内容 対象 受付期限 担当課･問合せ先 所在地 電話

　国民健康保険料・後期高齢者医療制度、利用者医療機関等の窓口での支払いを減免 特定被災区域の方など 平成２４年２月２９日まで 国保年金課 本庁舎1階 451-1151

　介護保険サービス利用料の減免 被災者生活再建支援法の適用地域の方など 平成２４年２月２９日まで 介護保険課 本庁舎1階 451-1151

　障害福祉サービス利用料の減免（震災により利用者負担の支払いが困難な方） 障害福祉サービス受給者証を受けている方など 随時受付 障害福祉課 本庁舎1階 451-1151

　地域生活支援事業利用料の減免（震災により利用者負担の支払いが困難な方） 地域生活支援事業の受給者証の交付を受けている方 随時受付 障害福祉課 本庁舎1階 451-1151

　ひとり親家庭等・医療費等助成制度の所得制限を緩和 詳しくはお問い合わせ下さい 平成２４年３月３１日まで 子育て支援課 本庁舎４階 451-1151

チェック 相談受付・支援内容 対象 受付期限 担当課･問合せ先 所在地 電話

　習志野市中小企業資金融資制度　経営安定化資金（期限が定められているもの） 平成２３年９月１１日までに貸付実行されたもの - 習志野市商工振興課 第三分室２階 451-1151

　千葉県制度融資　セーフティーネット資金（市町村認定・災害緊急対策・震災復興枠） 震災復興枠は平成２４年３月３１日までに貸付実施のもの - 千葉県経営支援課 043-223-2707

　東日本大震災復興特別貸付（日本政策金融公庫　船橋支店他） 詳しくはお問合せ下さい（運転資金・設備資金） - 国民生活事業 433-8252

　東日本大震災復興特別貸付（商工中金） 今回の地震災害で被害を受けた事業者（さらに条件あり） - 商工組合中央金庫千葉支店 043-248-2345

チェック 相談受付・支援内容 対象 受付期限 担当課･問合せ先 所在地 電話

　NHK放送受信料の減免 詳しくはお問い合わせ下さい - NHK船橋営業センター 435-8100

　し尿汲み取り手数料の減免 震災により家屋被害や市長が認めた場合 - クリーン推進課 第三分室２階 451-1151

　廃棄物処理手数料の減免 り災証明書を発行された方 - クリーンセンタ－施設課 芝園清掃工場 451-1793

　避難先における情報提供の受付について（全国避難者情報システム） 震災等により習志野市へ避難・移住されている方 随時受付 市民課 本庁舎1階 451-1151

※紙面の情報は、平成２４年１月２０日現在のものです。 　健康に関するご相談をお受けします 震災の影響で健康面に不安を感じている方 随時受付 健康支援課 健康支援課 451-1151

その他

経済・生活面支援

当面の生活資金や生活再建の貸付

子どもの養育支援

税金・保険料の減免

医療費や介護サービス等の減免等

中小企業・自営業への支援

右記の詳しい内容は、下記掲載の

平成２３年 東日本大震災

被災者支援のお知らせ（改訂版）を

安全対策課でお渡ししております。

直接お問い合わせください。

このたびの東日本大震災で被災された皆様には、

心からお見舞い申し上げます。

習志野市では被災された皆様の相談窓口として

被災者総合相談案内窓口を開設しております。

被災された方々が一日も早く安全・安心な生活を

再建できることを願い、そのための支援制度等に

関するご案内窓口です。

申請手続きが可能なものを一覧表にしてみました。

被災された方々のお役にたてればと思い

ご活用いただければ幸いです。

これまで、さまざまな手続きをされた方も一度

チェックしていただくことをお勧めいたします。

【開設日程】

平成24年3月30日（金曜）まで

【開設時間】

午前9時～午後5時（平日のみ開設）

【開設場所】

市役所第四分室1階

【相談内容】
被災者生活再建支援制度のご案内、義援金、

見舞金等の申請受付や、その他ご相談等に

ついて各担当窓口をご案内します。

平成２３年度 東日本大震災

被災者支援 チェックシート


