ク

章博 議員

風

ンにすることで動く広告塔

市の魅力を生かしたデザイ

ベルマーレ、囲碁など、本

い。また、知名度の高いデ

外でのＰＲ効果が得にく

転車は行動範囲が狭く、市

学童保育の新制度
問

ザインでないと話題性も低

学童保育については、

のキャンプ地の誘致につい

の一つと考えている。

どによる情報発信は、課題

ていく。フェイスブックな

る者の資格や研修の制度

働省では学童保育に従事す

健康・こども部長 厚生労

組み状況を伺う。

なければならないが、取り

問

できる施設と培ってきたノ

それらを受け入れることが

学校に設置する。エアコン

い不審者対策として全小中

については、昼夜を問わな

量久 議員

産業の活性化

年

校の図

設置しているが、平成
度は新たに中学校

校でも実

大浜地区土地
区画整理事業

を整備して住居地などを配

置していくのは難しいこと

から、今調査を進めている。

地区の課題、防災面の安全

性も含めた取り組みを検討

していきたい。

度中に学童保育の基準を定

る。この省令を基に、 年

月中に公布する予定であ

構想において、漁業と観光

副市長

大浜地区の新基本

ような検討をしてきたのか。

との答弁があったが、どの

構想の策定を検討している

り方について、新たな基本

関係者を中心に観光と連携

副市長

ちづくりを考えているのか。

も出ている。どのようなま

駅」構想を検討するとの話

素を取り入れた魚の「道の

問

「道の駅」構想

める条例の策定を進める。

との産業間連携の拠点づく

した新たな地域の魅力づく

金目の区画整理事業

平成６年度から始まっ

須賀地域には観光的要

問

りを進めたいと考えている。

えのもと、住環境と地域活

全体を「道の駅」とする考

りに取り組んでいる。地域

この地域では漁業

た真田・北金目地区の土地

庁内では、平成

定されているさがみ縦貫道

性化を両立させるまちづく

らい人口が増えたのか。

路の開通に向けて早期に対

りを進めていきたい。

事業開始前

都市整備部長

応するため、新 港へのアク

年度に予

区画整理によって、どれく

昨年の９月定例会の中

導入の検討はしていない。

となり、ＰＲ効果も高いの

市街地では、商業地域の場
て伺う。
問

化、施設や設備の基準、開

原動機付自

児童福祉法の改正によって

３月定例会では、保育所の待機児童対策やまちの整備計画、産業振興、
福祉政策、教育など、市政の課題に対して 人の議員が総括質問を行
いました。

年度までに条例化

合、容積率が５００％以上
市長

の整備は重要である。新た

所日数、参酌すべき基準な

企画政策部長

く、コストもかかるため、

平成

の地区、また明石町におい
パラリンピックを平塚から

に学校に防犯カメラを設置

で、千石河岸の大浜地区の

ウハウを持っているので、

については、現在、保健室

園ゾーンの考え方、龍城ケ

し、本市独自の基準を設け

ては５００平方メートル以
支えて、開催を一緒に進め

し、またエアコンの設置を

どを盛り込んだ省令の策定

将来の土地利用や整備の在

積極的に動いていきたい。

防犯カメラ

問

は子育て世代向けのホーム

書室と音楽室に設置する。

丘ゾーンの活用方法を伺う。

ではないか。

※質問者の文責により質問と答弁の要旨を掲載しています

上の敷地があれば高さ制限
ていくような体制にした

拡充するが、考え方を聞き

を進めており、平成 年３

ブ

トを支援するとともに、商
をかなり緩和できる規定に
い。種目として話があるの

たい。

ンピック・パラリンピック

ページを作成しており、今

今後は、小学校

湘南海岸公

正明 議員

工会議所と連携し、空き店
なっている。今まで分かり

がサッカー、競輪、ビーチ

学校教育部長

よるトップセールスなどを

後も子育て支援策をさらに

都市整備部長

施していきたい。

セス道路の整備なども考え

は公立園の在り方の検討結

る。そのほかの園について

る代替施設の整備を進め

から、設置に向けたルート

都市整備部長

置を望んでいるが、動きが

学前駅を結ぶバスの早期設

問

バス事業者

見られない。課題は何か。

の権利を調整しながら街区

複雑な利害関係がある。そ

の所有地が含まれるため、

し、国有地や漁業協同組合

きると認識している。しか

を持った地域として発信で

市長

大浜地区は大変魅力

な角度から検討していく。

ており、引き続きさまざま

携も必要だと思っている。

また、隣の茅ヶ崎市との連

なるよう取り組んでいく。

し、地域全体が「道の駅」と

い。民間の発想なども検討

まちづくりを進めていきた

り、さらなる魅力づくり、

つかの観光スポットもあ

副市長

活性化には各産業の連

の平成６年１月から 年１

月までの間で約６００人の

果により対応していく。

の検討に入っているが、交

保育園・幼稚園の
耐 震 補 強

は民営化を進めるが、幼稚

健康・こども部長

オリジナルデザインのナン

問

中、近隣には人口が増加す

問

原動機付自転車に本市

平塚の人口減少が続く

この地域にはいく

問

差点の改良が必要な箇所な

増加となっている。

れている吉沢保育園と土屋

耐震補強工事が必要な

保育園で、幼稚園は土屋、

園は認定こども園に移行し

バープレートを導入しては

平塚の魅力を発信し、

住民は平塚駅と東海大

幼稚園を統合して、吉沢公

どがあり、バス路線として

金目、さくら、港幼稚園で

ている事例もあるので、新

どうか。七夕まつりや湘南

あるとの回答を受けている。
は、子育て世代向けに特化

ある。須賀保育園と港幼稚

たな視点として十分参考に

産業間連携促進事

問

民館に併設した土沢地区の

認可を受けることが困難で

和彦 議員

公立保育園、幼稚園とその

認定こども園の設置を検討

米村

問

対策を伺う。

してもらいたい。

問

したホームページの作成

園は港地区認定こども園と

して検討していく。

保育園

耐震補強の問題が残さ

新技術の開発に当たって、

子育て世代から「選ばれる

健康・こども部長

「子育てするなら
平塚」を目指して

大学や県の機関と事業者が

は須賀、金田、吉沢、花水
重要だが、取り組みについ

や、フェイスブックの活用

して合築を進めている。金

10

【↖

認識している。

経済の活性

面へ続く】

教育の充実が必要であると

化、子育て支援および学校

企画政策部長

となるための課題を問う。

き盛り世代に選ばれるまち

る自治体もある。若者や働
まち」にしていくことが重

問 都市マスタープランの

て伺う。

などが有効だと考えるが、

田保育園は、民間資本によ

栄一 議員
要である。そのアピールに

「中心市街地の取り組み方

副市長

見解を伺う。

保育園

針」に「気軽に散策でき、

イッターなどの広報媒体の

健康・こども部長

平塚のＰＲのために

楽しさを享受できる」とあ

活用、市内外の見本市や物

ホームページやツ

るが、現状はどうなのか。

販イベントにおける市長に

平塚の
年 後
若者に選ばれる
まちとなるのか
中心商店街

本市で

都市整備部長

山原
産業情報の発信は大変

湘 南 フ ォ ー ラ ム

府川

舗対策や商店街へのアン

バレー、
バスケットボール、

行っている。

市民に分かりやすくアピー

東京オリンピック・

ケート調査の実施など、に
づらかった部分があるの

水泳、柔道である。平塚は

児童・生徒の学習環境

ぎわいの創出に努めている。
で、
周知を図っていきたい。

ラ

総括質問
清
片倉
始動～平塚の未来へ
湘南海岸公園再整備
計画と平塚新港
同プランの「土地利用

問

問 情報をどう発信するか

の規制と誘導」の方針にう

によって、結果に大きな差

ルできるよう情報を充実し

問 本市の第２次都市マス

が出る。シティセールスの

たわれている中心市街地に

推進本部を設置して取り組

タープランでは、海岸沿い

問

むべきだと考えるが、市長

スポーツを通した
ま ち づ く り

携を図り、平塚ブランドの

の見解を伺う。

26

共同で行う研究を支援した。

２０２０年の東京オリ

南海岸公園ゾーンは既存施
創出を促進することが重要

市長 私も同様に思ってい

おける建築物の高さ制限の

設の配置の見直しや更新、
だと考える。産学公の連携

る。市を売り出すための体

状況について見解を伺う。

駐車場の拡大や、地域の特
も含めて見解を伺う。

を中心としたエリアを「ひ

産品などを取り扱う売店の
副市長

制をしっかり作っていきた

らつかなぎさステージ」と

設置を検討している。龍城
業では、新商品の開発支援

い。

中心

ケ丘ゾーンは、プールの跡

や、
「 六 次 産 業 化・ 地 産 地

まちづくり政策部長

地を活用した多目的広場や

消法」に基づく事業認定の

し、整備方針を定めている

駐車場、トイレなど便益施

やパソコン室、管理諸室に

設の整備を検討している。

支援を進めている。また産

が、平塚新港や湘南海岸公

これらの施策を通して、魅

学公の連携では、新商品や

須藤

力ある施設づくりを目指す。

園再整備計画において、湘
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13

で行われる販売促進イベン

5

中心市街地周辺の
今 後 の 考え方
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26
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