総括
清風クラブ

年を通じた

てきた。

本市議会では議案への質疑と、市政などを問う一般質
問を合わせて行い、それを「総括質問」としています。
今定例会では、 人の議員が総括質問を行いました。
質問者の文責により質問と答弁の要旨を紹介します。
★詳しい質問内容は、会議録をご覧ください。

考にしながら進めていきた

市長のマニフェストに

いと考えている。
問

は、中心商店街を活性化し

て経済を回していくと力強

く掲げられているが、１階

及び２階への店舗誘導に対

町及び紅谷町地区での、１

まちづくり政策部長

の活動支援や、西口再開発

した平塚まちなか活性化隊

商店街の若手などを中心と

ている取り組みとしては、

している。具体的に行われ

いくのか、エリアを絞って

ような形でそれを撤廃して

識している。具体的にどの

大きな要望があることは認

いては、高さ制限も含めて

市長

る考えはあるのか。

し、インセンティブを与え

階または２階が空き店舗と

の勉強会などである。今後

行うことが行政主導ででき

き店舗の状況を伺う。

なっている物件数は、コロ

はエリアマネジメント組織

中心街の活性化につ

ナ禍前の令和元年９月の調

を作り、活動していきたい

明石

件だったが、３年

査では

の で、 ど の 部 分 で 折 り 合

３月では、１０６件となっ

い、どの部分を強化して進

新 型 コ ロ ナ
ワクチン接種

問

議員

ている。

行政主導で規制緩和を進め

ターゲットエリア拡大が必

ラッシュと言われており、

家族連れはもとより、高齢

や駐車場などを整備する。

都市整備部長

園を整備するのか。

周辺自治体のように、

るのか、スピードも必要な

問

と考えている。

問

い状況であり、駅周辺、西

要ではないか。また注目し

ワクチン接種に関して

ついて伺う。
市長の強い決意を伺う。

めていくのかをしっかりと

ている事業は何か伺う。

中心市街地は大変厳し

市長

検討していきたい。

月、年内

市長 さまざまな施策を展

る必要があるのではない

▼このほかの質問

できれば

開する中、小児医療費助成

片倉 章博

『夢 あ る 未 来』 平 塚 を 創 る

問 市長任期
全体最適を基本に、

口周辺、まちかど広場や浜

か。

０歳から

歳の人口の

社会増

伺う。

の現状と今後の取り組みを

問

い街大賞シニア編で、海と

市長室長

取り組みを伺う。

問

育の充実や保育士確保の取

健康・こども部長

評価しているか。

い街ランキングで県内

問

減は、過去５年間いずれも

健康・こども部長

社会増減について伺う。

問

子 育 て す る
な ら 平 塚 で

海辺に広場

には住民の８割が接種を終

都市整備部長

の所得制限の撤廃、子育て

大門周辺のプランを、実際

長期的な視点に立って、変

に形にしていくことが必要

西部、北関東へのエリア拡

き事業は、龍城ケ丘ゾーン

大を考えている。注目すべ

で良かったと思ってもらえ

の公園整備をはじめとする

などである。

海岸エリア魅力アップ事業

るような対応に努めたい。

カーボンニュー

まちづ

えられるように、しっかり

者や障がいのある人にも海

本市では中

と指示をしながら進めてい

を楽しんでもらい、選ばれ

世代包括支援センター「ひ

市長室長

るまち、住み続けるまちに

らつかネウボラルームはぐ

宿ラインなどの開通、市内

えるべきことは変え、守る

くり条例

のマンション建設ラッシュ

べきことは守ることが、持

心市街地の活性化ビジョン

庁舎及び文化

平塚市デジタル化

転入者へのアンケート

アンケートについて
問

は実施しているのか。

圏央道や湘南新
と考えるが見解を伺う。

トラル

きたいと考えている。

基本方針

くみ」の開設や保育所定員

を作成しているが、具体的

続可能なまちであり続ける

な内容は明記されていない

中心市街地

都市整備部長

の拡大など、子育て支援策

活性化推進事業で、駅周辺

を充実させた。また、まち

コロナ禍前と現在の空

議員

市内への転入者社会増により
さらに選ばれるまちに向けて
野崎 審也

若い世 代への
情 報 発 信
連携し、本市独自の設問事

副市長

自然とにぎやかさが混在す

り組みのほか、コロナ禍で
働く場や就

１階の窓口職員は、市

職員には、まち

本市はマンション建設

本当に住みやす

海辺の魅力向上により

位、全国で

共働き・子育てしやす

転入超過となっている。
項も加えて６月末から実施

普及を踏まえて「新しいラ

るスローライフにぴったり

の子育て世代への支援など

龍城ケ丘の公園整備
の子育て世代の増加が続い

する予定である。

イフスタイルを平塚で」と

のまちと紹介されている。

が評価された。今年度４月

シティプロモーション
ており、将来にわたってま

いう動画を制作し、新宿駅

そうした海の魅力をＳＮＳ

神奈川県と
問

ちの持続性を高めていくと

問

や横浜市内で放映した。今

などで発信している。

企画政策部長

い街、本当に住みやすい街

考えている。

民へおもてなしの心と感謝

後は、住まい選びの意識変

に病児保育や待機児童ゼロ

歳以上

は続いている。また、平塚

大賞シニア編、共働き・子

問

の気持ちで対応すべきと考

化や住宅建設の状況などを

を達成したので、来年度の

年以降は社

文化芸術ホールが完成に近

育てしやすい街などのラン

進を更に進めるための、産

えるが、見解を伺う。

問

評価につながると考える。

平成

づき、文化芸術活動を通じ

キングで県内でも高く評価

業振興の施策を伺う。

市民部長

本市の価値もさらに高まる

副市長

た交流やにぎわいへの期待

されている。海・山・川に

産業振興部長

捉え、ターゲットエリア拡

と考えるが、どのような公

会増である。特に

の高まりを感じている。ツ

囲まれた自然豊かな環境と

労機会などを整える施策が

大を検討していく。

海の魅力向上に向けた

インシティ大神地区では、

温暖な気候、都心から近い

への愛着と誇りを持った対

問

本市は、買って住みた

次々と立地企業が操業をは

住環境の良さから移住を希

応を心掛けるよう意識醸成

テレワークなどの

じめ、先端技術を活用した

必要と考える。正規雇用促

を行っている。本市を選ん

まちへの愛 着と誇り

流通産業の拠点が形成され

望する人が増えていると感

進の補助金やスマート農業

生産年齢人口の移住促

るとともに、大型商業施設

などを着実に進めたい。

生産年齢人口の推移

問

中心市街地の活性化

ためには重要であると考え

つなげたい。

ている。多くの人が訪れ、

などを理由に、埼玉や東京

づくりの骨格となる見附台

ゾーン駐車場

住みたいと思えるまちにな
周辺地区やツインシティ大

ので、他市の事例などを参

るよう、さらに平塚らしさ
神地区の整備にも取り組ん

部分のエリアを決めて実施

に磨きをかけ、着実にまち
だ。就任１年目でまいた種

年には

年に社会減か

づくりを進めていく。
人口は平成
ら社会増に転じ、

市内に在住又は在勤・在学の方を対象に、議
会だより１面に掲載する写真を募集しています。
平塚市の魅力を収めた写真、季節感に溢れる写
真など、皆様のとっておきの一枚をご応募くだ
さい。
詳しい応募方法などは、市議会ホームページ
をご覧いただくか、議会局までお問い合わせく
ださい。
（議会局☎︎21－8791）

歳の生

歳から

学童保

位だが、どう
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内１位となり、今も社会増

１面掲載写真を募集しています

じるが、

産年齢人口の推移を伺う。
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基本姿勢について伺う。
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の進出も予定されており、

０歳から４歳の転入者が県

29

新たなまちの姿が目に見え
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市長
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27

が２期目に芽吹き、本市の

継、議会だよりのバック
ナンバーなどを掲載して
います。
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市議会のホームページでは、会議日程、
本会議の生中継と録画中

問 実施した施策と成果に

市議会ホームページ
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