公 明 ひ らつ か
と考えている。

もなく引き渡しが行われる

どの準備を進めており、間
注機会が確保されるよう配

際は、最大限地元企業の受

わせや出資比率を設定する

市長
月の開校に影響はあるか。

が遅れているが令和４年４

問

各種工事を
問

ことも必要と考えている。

向で地元企業の育成を図る

定を可能な限り緩和する方

慮している。出資比率の設

相模小学校の新築工事

め、マスクや消毒液、ハン
都市整備部長

注増大を図る上で組合によ

感染拡大防止のた

ドソープなどの衛生用品、
並行して行うなど、影響が

コロナ禍、 急 性 期 から回 復 期
へ・新たな生活様式を求めて
ないように進めていく。

中小企業が官公需の受

さらに検温のための非接触

対策と事業の取捨選択、そ

向けて、長期展望に立った

問 社会・経済の回復期に

問 児童・生徒に１人１台

が大切と考えている。

きめ細かく対策を行うこと

業も見据えながら、着実に

産業振興部長

の体制を伺う。

必要とされるが、分散避難

問

していく。

職員及び施設管理者に周知

マニュアルを作成し、配備

た弾力的運用や出資比率の

が、より地元企業へ配慮し

体）施工が行われてきた

を 目 的 に Ｊ Ｖ（ 共 同 企 業

への参加機会の確保や育成

問

に他市の事例も参考にして

平性と競争性の確保を前提

活用が明記されている。公

国などの方針では積極的な

り安心して発注できるため

は経営基盤が整備されてお

総務部長

議員

型体温計を配備した。具体

る共同受注が有効であるが

して生業の支援や消費喚起
のコンピューターを整備す

緩和は考えているのか。

晴男

タイムリーに支援するため
的な対応については、平塚

の後押しを新たな生活スタ
るＧＩＧＡスクール構想を
市長

総務部長

官公需適格組合の積極的な

イルを含めて実施しなくて

難所へ行くことではないと

避難とは必ずしも避

構成員の組み合

とが重要である。また、国
整備予定の無線ＬＡＮは、

市長

べきではないか。

設管理者の協力を得なが

スペースが必要なため、施

体的距離を保つには多くの

ている。また、避難所で身

上野

議員

今後は、国が示す新しい生

活様式や留意事項を情報提

供し、活動が安全に展開さ

認知症の人が外出先で

れるよう支援していく。
問

きた。評価と課題を伺う。

防犯カメラ設置を補助して

活動内容や効果を伺う。

周辺環境浄化対策連絡会の

問

リットを研究していく。

や費用面のメリット、デメ

防災・危機管理監

症高齢者の見守りとして、

福祉部長

るが、考えを伺う。

する制度の導入が増えてい

で個人賠償責任保険に加入

全国で起きている。自治体

トラブルを起こし高額な損

問

副市長

害賠償を求められる事件が

どこを考えているのか。

高い場所や通学路などに設

すれば、維持管理にメリッ

てる。新しい生活様式を踏

防災・危機管理監

トがある。見解を伺う。

まえながら、公衆無線ＬＡ

校のほかの部分を柔軟に活

引き渡しがいまだに行われ

問

用したいと考えている。

あると認識しており、設置

副市長

案する。見解を伺う。

料水自動販売機の設置を提

問

防犯カメラ付き清涼飲

などの負担が課題である。

いると考える。維持管理費

置され、効果が発揮されて

る新型コロナウイルスの影

問

の向上につながっている。

り組むことで治安イメージ

ルを実施した。連携して取

設置し意見交換やパトロー

所、警察署などと連絡会を

副市長

市長

の考えを伺う。

重要であると思うが、市長

族を守る新たな考えとして

めの環境を整えることが重

ラブルに巻き込まれないた

守る体制づくりを進め、ト

ている。まずは、社会で見

機器の貸し出しなどを行っ

協力機関との捜索やＧＰＳ

犯罪発生リスクの

機器を貸し出すことも必要

ていないが詳細を伺う。

場所や管理形態など導入に

響と活動再開手順を伺う。

イオンモールへの土地

土地区画整

防犯カメラの映像をイ

活動の自粛や制

高齢者福祉事業におけ

高齢者の安心安全

商店会や商工会議

ではないか。

都市整備部長

ついて研究している。

福祉部長

同じ学

運用面

しながら、感染拡大防止と

Ｎの必要性を幅広く検討

台の

社会活動を両立する新しい

し、整備を進めていく。

県と市で自治会や商店

仁志

積極的に活用していく。

官公需適格組合

活用は考えているのか。

はならないが見解を伺う。
進めるに当たり、新たな生
いう国の考え方に基づき、

鈴木

の、感染症と経済のタイム
保健福祉事務所の助言を参

新型コロナウイルス
活スタイルも視野に入れ、

新型コロナウイルス
感染症対策について
考に本市独自の感染症対策

市長
地域や社会教育施設にフ

契約の在り方など
に つ い て

国や県の事

ラインを作成できないか。

感染症対策は長期化が予測

や県のさまざまな支援策が
災害時には体育館が避難所

自宅の上階などへの避難も

地元企業の大規模工事

されることから、それぞれ

避難所は十分な間隔が

の段階で適切に対応するこ

リーＷｉ Ｆ
‒ｉを導入する

ある中で、本市が取り組む
となることから、利用制限

問

安心・安全に
暮らせるまちづくり

べき施策をきめ細かく着実

ら、使用できる場所の確保

会に対し、これまで

生活様式に対応した社会経
問

学校では体育館以外に

済基盤づくりに取り組んで

などを持てない児童・生徒

検討してもらうよう周知し

に実施していくことが求め
を解除して避難所での情報

を進めている。

いく。また、地域内での消

には、学びの公平性という

としていきたい。

教育指導担当部長

理組合とイオンモールで周

問

昨年設置された平塚駅

費喚起と経済循環を高める

問 長期的展望に立った税

も含めて検討を進めてい

辺環境の状況確認など事務

ンターネット経由で記録す

本市では、認知

ための支援を進め、新たな

収予測も必要ではないか。

る。学びの公平性や学びを

的な協議を整えていると聞
避難所での感染防止対

ツインシティ整備の
進 捗 に つ い て

市長

止めないということを大事

いている。イオンモールが

があるか検討したい。

問

公的制度として効果

認知症高齢者とその家

要であると認識している。

大きく減収すると予測して

にしていきたい。

限を余儀なくされている。

犯罪の抑止効果が

い る。 中・ 長 期 的 展 望 に

問

るクラウドサービスを活用

ルール

立った持続可能な財政運営

建築工事に必要な手続きな

法人市民税を中心に

を展開していく。

策の考え方を伺う。

家庭の事情でパソコン

経済活動が展開される好機

Ｆｉの
点から端末やＷｉ ‒

小・中学校体育館に

られる。今後は国の第２次
収集や情報伝達などに役立

日常生活の安心安全

補正予算の動向なども注視

公明ひらつか 所 属 議 員

問 次の策を講じるときに

議案２案件は全て原案どおり可
決すべきもの、請願１件は採択す
べきものと決定しました。
○議案第51号 令和２年度平塚市
一般会計補正予算
教育費の教育の情報化推進事
業は、国のＧＩＧＡスクール構想
を推進し、小・中学校に１人１台
のタブレット端末を整備する。国
の補助も含めて約14億円の補正
予算を計上しているが、どのよう
に事業を進めるのか。

永田 美典 議員

石田 美雪 議員

秋澤 雅久 議員

教員も含めて約２万台のタブ
レット端末をリースする。また、
小・中学校にネットワークを整備
していく。
単独調理場運営事業で補正予
算を計上して、直営の給食調理場
４校にスポットクーラーを設置す
る。なぜ今までクーラーを設置で
きなかったのか。
以前から調理員より要望が
あったが、予算面などから導入が
できなかった。今回、夏休みが短
縮され、暑い時期に給食があるこ
とから導入することとした。

議案５案件は全て原案どおり可
決すべきもの、請願２件は全て継
続審査とすべきものと決定しまし
た。
○議案第51号 令和２年度平塚市
一般会計補正予算
衛生費の予防接種事業で、補
正予算で追加する内容を伺う。
予防接種法の一部改正に伴
い、急性胃腸炎を引き起こすロタ
ウイルスの予防接種を、令和２年
10月から定期接種化する。

今定例会に上程された議案は所管の常任委員会に付託して審査しました。
常任委員会の主な質疑を紹介します。

常任委員会の審査概要

教育民生

○議案第54号 令和２年度平塚市
一般会計補正予算
民生費のひとり親世帯臨時特
別給付金給付事業は国の事業であ
り、既に実施している本市独自の
ひとり親家庭等への特別給付金と
は別の事業である。対象者に漏れ
がないようどのように市民へ周知
するのか。
広報やホームページ、子育て
応援メールでの周知を予定してい
る。児童扶養手当やくらしサポー
ト相談などの窓口でも周知できる
よう関係課と連携を図っていく。

環境厚生
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