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市長・市議会議員選挙、東日本大震災後、
初めての定例議会が始まります！！
本議会の争点は、なんと言っても、「地震・津波対策」です。 ３．１１の地震の際にどのような対策
が講じられたのか？ 被災地に対してどのような支援を行ったのか？ そして何より、今後のわが町茅ヶ
崎の防災対策をどうしていくのか？ 活発な議論が期待されます。
さらに、兼ねてより問題となっていた市役所本庁舎立て替え計画についてです。かなりの議員が、「市
役所立て替え反対」を市民に訴えてきました。市長選の争点でも大きく取り上げられました。
今回の議会では、震災後の茅ヶ崎の将来に向けて市民のために有意義な議論になるか注目ください。
※日程は以下の通りです。一般質問は別表をご参照ください。一般質問は一日６人と決まっていますが進
行状況により、各議員の質問開始時間は変更があります。インターネット配信などでご確認ください。

平成２３年第２回茅ヶ崎市議会定例会日割予定表
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開議時刻

６月６日 月 本会議（第１日）

午前 10 時

９日 木 本会議（第２日）

午前 10 時

１０日 金 本会議（第３日）

午前 10 時

１３日 月 本会議（第４日）

午前 10 時

備

考

一 般 質 問
一 般 質 問
１

一 般 質 問

２

先議案件審議

３

各提出議案趣旨説明～質疑～付託

４

報告

１６日 木 委員会（第１日）

午前 10 時

環境厚生常任委員会（全員協議会室）

１７日 金 委員会（第２日）

午前 10 時

教育経済常任委員会（全員協議会室）

２０日 月 委員会（第３日）

午前 10 時

都市建設常任委員会（全員協議会室）

２１日 火 委員会（第４日）

午前 10 時

総務常任委員会（全員協議会室）

２２日 水
２３日 木

委員会審査報告書及び委員長報告調製期間

２４日 金
２７日 月
２８日 火

２９日 水 本会議（第５日）

委員会審査報告書及び委員長報告調製期間

午前 10 時

１

各案最終審議（委員長報告）

２

報告

一般質問発言順位および通告概要一覧表
順位

件

名

発言日

氏名

西田淳一

１災害に強いまちづくりについて（１）茅ヶ崎市防災対策強化実行計画について（２）茅ヶ崎市の津
波ハザードマップの見直しについて（３）浜岡原発・横須賀の原子力空母等について

２介護保険の

２

永瀬秀子

６月６日（月）

１ 市役所本庁舎再整備基本方針について
（１）今春行われた市長選挙結果について
（２）厳しい財政状況下での建て替えによる市民生活への影響につい
て
（３）Ｉｓ値０．９という数値の根拠について
１ （４）Ｉｓ値０．７５以上確保可能な制震補強工法について
２ 市の津波対策について
（１）津波ハザードマップ策定の取り組みについて
（２）津波時の緊急一時避難場所について
（３）防災無線の改善について
（４）３．１１地震発生時に市民がとった行動の追跡調査について

見直しにあたって（１）保険料率の段階区分の見直しについて（２）安心して受けられる介護認定の
あり方について

３

３本庁舎建て替え問題について

１

総合防災計画の見直しについて（１）大災害及び激甚災害への対応の仕方

２

茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例の見直しについて

新倉真二

４

１
２

国が定める市役所の建物について
市役所本庁舎建て替えの住民投票の必要性について

５

１
２

障がい者の地域生活支援について
難病患者への支援について

６ １防災対策について ２行政改革に対する市長の考え方について ３相模川河畔スポーツ公園跡地利用について

１ 市役所本庁舎の建て替えについて
（１） 市長選の結果をどうとらえているのか（２）財源の問題
（３）現庁舎の３Ｆ以上の安全性確保
７
２ 大規模災害時の買い物難民対策について
（１） 買い物難民になる可能性の市民の数の把握
（２）民間事業者等との買い物難民対策の仕組みづくり
小学校、保育園等の防災対策について
中学校給食について
待機児童対策について

１ 防災対策について
（１）茅ヶ崎の防災計画の見直し
（２）災害弱者への対応
（３）本市の放射線量の測定
（４）児童・生徒（幼稚園児・保育園児を含む）の被曝量
９
２ 交通安全について
（１）新湘南バイパスの社会実験による本市内交通の変容
（２）「ちがさき自転車プラン」の実施状況
（３）自転車にかかわる本市内の事故状況
（４）今後の取り組み

和田

慎

清

小島勝己

海老名健太朗

早川

仁美

よしかわ和夫

６月９日（木）

１
８ ２
３

花田

山崎広子

１１ １

中尾寛

１

１２

市長の政治姿勢について問う
命を守る防災対策について （１）緊急時の情報伝達について（特に地域ＦＭの効用） （２）津波対策につ

いて （３）ペットの保護・アニマルテラピーについて

２ 液状化対策について （１）公共施設の地盤強化に

長谷川由美
ついて（特に市庁舎） （２）免震施設と液状化について （３）一般家屋の地盤調査について（みずき地区） ３
下水道等の安全性について

（１）道路冠水時の市の対応について

（２）千ノ川の冠水と遊水池について

１３ １ 災害対策と危機管理について
１４

白川静子

１

防災行政用無線放送難聴地域対策について

３

東日本大震災被災地域支援について

２

幼稚園へのＡＥＤ設置について
滝口友美

市の男女共同参画推進について
自治基本条例の推進について
地籍調査について
行谷地区の環境について

１

大震災時の防災対策について

２

て

（１）今秋辻堂駅前ＳＣオープンの対応について

こいそ妙子

放課後児童健全育成事業について

３

市内商業活性につい
岡崎進

（２）商店街活性について

１市庁舎は耐震補強で十分ではないか（１財政見通しから建て替えは不可能ではないか（２一般住宅
や橋などの耐震化（全国平均より低い）を優先すべきではないか

１７

６月１０日（金）

１
１ ２
５ ３
４
１６

６月９日（木）

１０ １ 安全・安心なまちづくりについて

２防災について（１）安全な避難

経路の確保について（２）火災から身を守ることについて（３）防災放送の改善について

３子育て
松島幹子

支援について（１）保育園・保育ママを増やすことについて（２）小児医療費補助アップについて

４

中学校給食の実現について（１）子どもの健康と教育、雇用創出、地域活性化につながる中学校給食
を！

１８

１

香川駅周辺の都市拠点整備への取り組み

２

福島原発事故による影響とその対応について

３
伊藤素明

信頼される自治体経営を目指して

４

市民への良質な医療サービスの提供と充実に向けて

岸

２０ １東日本大震災と選挙後の市長の考えについて ２建築物の耐震化向上について３ 夏の節電対策について

正明

岸高明

主な議案についてご紹介します。

公平委員会委員の選出

山田悦子

委員の任期満了に伴い、市長より、以
下の２名の推薦がありました 。
神埼正陳（かんざきまさのぶ）氏
石田光代（いしだみつよ）氏

監査委員の選任について

先日、ご報告しましたように、議会に
お い て 、 推 薦 を得 まし た岸正明 氏 が
推薦されます。他の専門委員ととも
に、茅ヶ崎市の財政等の執行状況等が
適正に行われているか審査する重要
な役目です。我が会派より選出された
事は、大変重要な人選であり、しっか
りとチェック機能を果たしてまいり
ます。

精神科産業医の面接日を増加

市の職員の中 でも 、メンタルヘル
スケアの重要性が高まっています。早
期発見のためにも、また職場復帰を早
めるためにも、精神科の専門医の面接
は重要となります。近年、その必要性
は、利用者の増加に伴い、面設日を増
やすために報酬の増額を図るもので
す。職員の職場環境向上のためにも、
長年訴えてきたことなので、一歩前進
と捉え、賛成したいと思います。

２１ １「茅ヶ崎の防災」等について ２まちづくり「強いちがさき」等について

６月１３日（月）

１ 茅ヶ崎海岸浜降祭について
（１） 開催について
１ （２）海岸の安全確保について
９ ２ 茅ヶ崎市防災対策強化実行計画について
（１） 本庁舎３階以上の安全性について
（２）その他計画について

７８２１万円！
民間の法人が整備し、開設する認知症高齢者
グループホ ーム及 び小 規模多機能 型居宅 介護
事業所への補助金を増額するためのもの。
【注】高齢 化が進 む中 で、老々介 護や独 居高
齢者の増加 が進ん でい ます。現在 、低所 得者
が入居でき る生活 施設 （特別養護 老人施 設や
認知症対象 のグル ープ ホームなど ）は著 しく
不足しています。
特に、茅 ケ崎市 を含 め た湘南東 部地域 は、
特別養護老 人ホー ムの 不足が指摘 されて いま
す。そうし た、支 援の 不足を補う ために 、施
設整備促進 が望ま れて いる訳です が、ご 存じ
のとおり、 介護報 酬の 低さや介護 従事者 の不
足などから 、その 設置 は進んでい ません 。市

市立中海岸保育園の指定管理者は

（
福）
西久保福祉会！

来年（平成２４年）４月に開設する中海岸保
育園の指定 管理者 選定 等委員会に 於いて 、西
久保保育園 を経営 して いる（福） 西久保 福祉
会が選定されたため、その指定を行うもの。
【注】待機 児童対 策が 緊急な課題 として 取り
組まれてい る中、 旧図 書館跡地に 建設中 の私
立保育園の 運営を 民間 の法人に指 定管理 者と
して委託するものです。
東海道線 の南側 は地 価 も高く、 広い土 地を
探すのも大 変な中 で、 待望の保育 園がオ ープ
ンします。 茅ケ崎 市で 初めての公 設民営 の保
育園であり 、民間 のノ ウハウを活 用した 子育
て支援の充実が期待されます。

放課後児童健全育成事業費５００万円！

に於いても、積極的な支援策が望まれます。
本年１１ 月から 香川 第２児童ク ラブに 市営
社会福祉法人施設整備費補助金
管理制度を 導入す るた め委託料を 増額補 正す
るもの。
６２２１万円！
【注】共稼ぎ家庭や一人親家庭の増加に伴い、
社会福祉 法人が 整備 する保育園 への補 助を 特にマンモ ス校で の学 童保育を利 用する 児童
行うため補助金を増額するもの。
が増え、受 け入れ が難 しいクラブ が増え てき
【注】茅ケ崎市の保育園待機児童数は全国的 ました。
に見ても非 常に多 く、 早急な保育 園を含 めた
一つの学 童保育 所の 定 員は決ま ってい るた
育児支援体制の整備が望まれます。公設では、 め、第２・第３のクラブの増設が必要になっ
とても間に 合わな い状 況なので、 民間の 整備 ています。 クラブ の増 設も大切で すが、 指導

また、映像配信は、同「茅ケ崎市議会」→「会議映像配信」→「生中継・録画中継」でご覧になれます。

議員報酬及び手当等１億１３４３万円！ 公的介護施設等整備推進事業補助金
地方議会議員年金制度の廃止に伴い、退職年
金などの給 付等に 必要 な費用の財 源措置 とし
て地方公共 団体が 負担 する負担金 を増額 補正
するもの。
【注】議員 のみを 対象 とした議員 年金制 度の
廃止に伴い 、既得 権の 一部を補償 し、清 算す
るための負 担分を 地方 自治体へも 求める もの
です。すで に国会 で議 決されたと は言え 、議
員年金に対 しては 、市 民感情から も根強 い反
発があり、 政治に 対す る不信にも つなが って
いました。
この厳し い財政 状況 の 中で、税 金によ る一
部負担に関しては、
「今までの制度の〟つけ〝
を、現役世 代に求 める のはどうか ？」と いっ
た視点から 、公費 負担 軽減の請願 が提出 され
ています。

防災対策強化実行計画推進事業費
１６１９万円！
東日本大震 災に伴 い、 災害用備蓄 物品を 補充
するための 消耗品 費、 緊急消防援 助隊派 遣に
必要な消耗品、資機材の補充などの経費。
【注】当面 必要な 物品 の購入のた めの補 正増
額であり、 今後は 、防 災対策の抜 本的な 見直
しを受け、早急な対応装備・備品などの整備
が必要とな るもの と思 われます。 財政の 厳し

い状況下で 、効率 よく 、また迅速 な対応 が要 を待つしか ありま せん が、なかな か進み ませ 員の処遇改 善を含 めた 内容の充実 もまた れま
求されます。しっかりチェックしていきます。 ん。更なる支援策の充実が必要です。
す。

今議会の日程及び内容は、「茅ケ崎市のホームページ」→「茅ケ崎市議会」→「トピックス」よりご覧になれます。

