月に暫定版を作成し、小中
に向けて、どのような工夫

で対応できない。この解消

事だと思うが、教員が多忙

摘むためには先生の目が大

いきたい。

民や議会と情報を共有して

貴重な場である。今後も市

業の説明や意見交換を行う

都市整備部長

くべきではないか。

計画決定、橋や駅について

まちづくりの面整備や都市

視しているわけではない。

民との意見合意の部分を無

都市整備部長

都市整備部長

反対運動を

る撤退も必要ではないか。

にするのであれば、勇気あ

めるのか。市民の絆を大切

らを放置したまま事業を進

に説明し、理解してもらう

整理組合設立準備会が懸命

いない。市、県、土地区画

る。今後も創業や事業拡大

活用しながら展開してい
や地域に公表する。

「学校便り」などで保護者

針をまとめ、

いち早くいじめの芽を

したツインシティ大神地区

問

の看板が計画地内にたくさ

問

も同時に進めている。

ていく。

もって話し合い、理解を得

している方たちと誠意を

ことが必要だと考える。

本市でも住

教員に仕事が重なってしま

土地区画整理組合設立準備

今定例会で、昨年議決

うようなことを少しでも減

敏子 議員

国の教育委員会制度改

教育は一人一

は、今後も継続していく。

高等学校等就学支援事業

な意見を集約できる機関が

時の権力に左右されず多様

い、奥の深い営みである。

人の成長を支援する息の長

教育委員長

革案をどう考えるか。

問

教育委員長に問う

らし、組織的に物事に当た

会に支出する調査費補助金

松本

災害から生命と財産を

される点で心配もある。

問

発災直後の自主防災

重要だ。首長の権限が強化

市長

守るための取り組みを伺う。

日本共産党平塚市議会議員団

計画に対する反対運動

る体制を作ることが大事だ

を減額する補正予算案が突
然提出された。適切な経過
今回の補正

報告がなかったのはなぜか。
都市整備部長

予算は、土地区画整理組合
設立の認可時期の変更に伴

ブ

りに対する市長の利害関係

平 成
年 度
施政方針から

組織の防災力を高める訓練

問

い、費用を減額補正したも

の導入や、実践的な訓練手

のである。

問

法の提案をして、防災意識

をただすと、個人の利害関

気回復というが、市民生活

の返済について伺う。

係はないということだっ

ラ

と考えている。

ん立てられているが、これ

学校に示した。合わせて各
をしていくのか。

を図り、財源の確保に取り
に至る一連の支援策の拡充
問

ク

あるのではないか。

まっている。このチャンス
学校の「学校いじめ防止基
教育指導担当部長

年

を逃すことなく、企業の誘
本方針」を策定するよう小

止基本方針」は平成

らつか」代表質問】

致や規模拡大、中小企業の
中学校長に指示した。各学

ていく可能性が非常に高

や民間保育所分園の施設整
経営の安定化や発展、創業

【 ↙２面 か ら の 続 き「 公 明 ひ

備を支援する。財政面をは
や農商工連携、六次産業化

組みながら、地域再生、い
を図るとともに、国の新た

塚
耕平 議員

学習会は事

じめ、地方自治体を取り巻

わゆる魅力あるまちづくり
な支援制度も踏まえ、短・

年度当初に

に必要な施策を展開してい

岩田

平

く。

興計画に反映していきたい。

改訂を予定している産業振

年度に

中・長期それぞれの視点か

市民が「平塚に住ん

うに取り組むのか。
市長
でよかった」と思える活気

問

は物価の値上がりや消費税

を高めていく。

年度介護保険事業
特 別 会 計 予 算

が納得できる形で行うべき

増税で厳しくなる。市内中

問

にあふれるまちづくりを進

ではないか。

小業者への底上げ策を伺う。

新棟建設費１４２億円

問

支援を行っていく。

開発や販路開拓、起業への

高い技術力を生かした商品

ている。また、中小企業の

土木部長

浸水したが、対策を伺う。

問

実現を国や県に要望する。

を進める。河川整備の早期

先順位を定め総合的な対策

の償還が毎年約

年度は施設整備と医療機器

う一括償還をする。

年度

寒川町を訪問し、同町のツ

問

点であるため、緊急時の機

が平成

ら利害を求めたことは一切

インシティ整備事業の進捗

い」と思える施策が必要で

能を確保していきたい。

災害時の作業拠

億円とな

り、ピークを迎える。最終

的な償還完了は借り入れか

ら 年後になる。

市に墓地建設の協議書

平塚市の墓地政策

問

に建設によるさまざまな影

が提出されたが、市民生活

誘致から始まったが、現在

響がある。どのように判断

数年前の新幹線新駅

ツインシティ整備事業

健康・こども部長 小児医

しているのか。

土地区画整

～
ない。

状況の説明を受け、合わせ

ある。小児医療費の助成の

問

と

年度の企業債の年間償

市民病院事務局長 平成

～

還額は約５億円である。加

る浸水への対策を伺う。

市民病院経営計画
例会では、市長は事業地内

都市整備部長

市長

アベノミクスによる景

での自身の土地取得を謝罪

容を精査し、透明性を確保

補助金の支出は、市民

している。これは答弁の訂

して進めていきたい。

月定

問

正が必要ではないのか。

た。しかし、昨年の

問
計画事業が破綻している。

市長

ツインシティ整備
推進事業の現状

支援の

本市の都市計画であるツイ

市長

えて

市町の在り様が著しく変化

問

て平塚市の取り組みに対す

拡充、待機児童の解消、幼

は、

岡崎、横内、中原地

食業とが連携した新商品の

区で浸水被害が出たが、優

年度は南棟解体に伴

開発や販路拡大が動き出し

し て い く 中 で、
「 今、 止 め

本市全体の利益につながる

る評価なども聞いた。本市

稚園の就園奨励、高等学校

住民との合意形成は
で き る の か

てはならない。この機を逃

ことが大前提である。市は

では、今後どのように事業

等の就学支援について伺う。

全国各地で多くの都市

税収のアップを図り、市民
に介護保険の予防給付から

ンシティ整備推進事業に関

そのような思いを持たせて

要介護認定のうち、要

サービスの充実に還元する
外れ、市で実施する地域支

しまったことはお詫びする

補助金の内

ことで好循環を生み出すこ
援事業に移行するが、どの

し、後世に誇るまちづくり

が、土地を取得する段階か

昨年のような豪雨によ

とが必要である。

本市や周辺

を進める覚悟はあるのか。

農業と漁業、
商業、
飲

問 将来負担に配慮すると
ように取り組むのか。

都市整備部長

業に移行することになって

してはならない」という覚

この事業をどのように考え

に対応していくのか。

私の土地取得問題で

ともに、中・長期的な視点
福祉部長 予防給付のうち、

いる。現段階では国の方針

悟で大神地区のまちづくり

ているのか。

都市整備部長

理組合設立準備会や神奈川

でも巨額の投資をする価値

先端技術産

先日、私たちの会派で

事業は、今後も少子高齢化
が確定していないが、今後

に取り組んでいる。

都市整備部長

進めていく中で、税収など

があるのか。

に行く」
との答弁があった。

療費の助成の拡充は財政見
の面で効果が出てくると思

通しを勘案し検討したい。
う。このようなことを期待

県と連携し、権利者の合意
このような態度で市民目線

た 議 事 録 や 預 金、寄 付 金 申

形成、都市計画手続きなど
の行政運営ができるのか。

市長自ら地権者と話し

込書などを審査する。広域

を短・中・長期にわたって

策を掲げている。その施策

問 国はさまざまな経済対

でおり、待機児童ゼロに向

問

的な需要と供給のバランス、

国や県のいじめ防止基

私立幼稚園

厳格に審査して

を着実に進めていきたい。

け努力する。

合うべきではないか。

環境部長
してまちづくりを進めてい

整備を進めるために、住民

学校教育部長

議員時代から議論を

あ の一帯 の ポ テ ン

権利者に対

きたい。

との意見合意をしっかり築

の就園奨励費は、国の補助

市長

都市整備部長

問

いている。本市ももう一度

保育園では改築や分園の整
しては、誠意をもって検討

関する学習会があったが、

住民の意見を聞いて、事業

さがみ縦貫道路をは

８０

教 育 長 に 問 う
いじめ防止基本方針

の経過や事業内容などを説

本事業をはじめ、大型の事

いる。今後、条例を基に宗

問

明していく。

業を実施する際は情報を公

教法人が墓地経営を決議し

本方針が公表された。これ

問 『誠意をもって』との

地域の安全性を確認する。

人増を見込ん

産業振興計画に反映させて

を踏まえた、本市や各学校

ことだが、過去の議会で私

市長

備で定員の

いくべきだと考えるが、本

におけるいじめ防止基本方

呼びかけてきたが実現して

寒川町は広域道路網の

市の成長戦略を伺う。

針はいつ策定するのか。

拡大に伴い市も負担する。

問

市長

手続きを再構築する必要が

先日、ツインシティに

じめとする道路網の整備が

開して透明性を確保してい

年度末までに地域支援事

の急激な進行による社会保

の動向を注視し、地域資源

問

業の集積や流通の高度化を

32

がツインシティのまちづく

年度予算における

障費の増大が見込まれるこ

の活用によって効果的かつ

業に慎重な権利者への対応

29

教育長 「平塚市いじめ防

市長

とも踏まえ、将来平塚が発

効率的にサービスが提供で

として「必要があれば説明

市の土木資材置き場も

展するための投資となるも

きるよう、次期計画の中に

多額の税金の投資は、

のであるとともに、過度な

位置づけ、取り組んでいき

10

があるものと判断している。

若者が「平塚に住みた

負担を残さないよう、必要

30

29

進み、本市が大きく発展し

過去の議会で、この事

性や熟度、財源の有無など

たい。

27

に基づいて選択した。

2

め、地方の自立に不可欠な

26

一部の

く環境は厳しい状況が続く
校では

月末までに方

の促進などを国の支援策も

1

問 地方交付税の交付団体

年

と考えられるが、創意工夫

26

ら施策を構築し、

3

から脱却するため、どのよ

26

訪問介護や通所介護を平成

２６

26

に立ち、事業の「選択と集

25

26

中」にどう取り組むのか。

28

28

1

12

シャルは一層 高 まり、価 値

４０

26

第 １８７ 号

ひらつか議会だより
（３）平成２6年（2014年）５ 月 ２ 日

