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９月定例会 会期９月８日火～１０月１日木
９月定例会の概要
決算審査
市政に対する一般質問
議会報告会開催のお知らせ
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定例会概要

平成２
７年９月定例会
９月８日～１
０月１日 会期２４日間
今回の議案は…
市長提出議案

２
７件

議員提出議案

１件

請願・陳情

０件

今号では、この中から
次の３件を Pi
ckUp☆
決算審査の詳細はｐ４～５をご覧ください。
すべての議案名と結果など詳細は、三島市議会
ホームページをご覧ください。

計２８件
＜議第５
６号＞

Pi
ckUp

０1

平成２７年度三島市一般会計補正予算（第３号）

【全会一致】

一般会計予算を増額補正します。

地方の積極的な取り組みを支援する国の地方創生先行型交付金を活用
し、５事業を実施します。また、三島市へのふるさと納税が増加したこと
に対応するため、増額補正します。
【一般会計補正予算（第３号）

３億８,
３２７万円】

（歳出の主な内容）
●地方創生先行型事業の上乗せ分（３課５事業）

６２４万円
５,

●ふるさと納税推進事業

０４１万円
４,

●税収入還付金

２００万円
４,

●社会福祉施設整備費等補助金（いづテラス）

０３０万円
１,

●施設補修事業（清掃センター）

９００万円
１,

●市道維持修繕事業

５５０万円
６,

●一般市道整備事業

５３０万円
６,

●三島市、
裾野市及び長泉町消防広域化推進協議会負担金
●小・中学校施設修繕

２１２万円
６６０万円
２,

ふるさと応援謝礼品カタログ

地方創生先行型住宅マスタープラン推進事業
（住宅取得資金助成事業費補助金 ２,
３
５０万円）
夫婦のどちらかが４
０歳以下で三島市に移住する場合には、住宅取得費用について県外
からの移住者に１００万円、市外からの移住者に５０万円を補助します。

（既存住宅診断業務委託料 ２２
５万円）
市外からの移住者の住宅を確保するため、売却予定の中古住宅の建物の状況を市が無
償で診断する取り組みを始めます。

［２］

みしま市議会だより

平成２７年１１月１日

定例会概要

＜報第１
４号＞

Pi
ckUp

０2

平成２６年度健全化判断比率及び平成２６年度資金不足比率の報告

財政の健全化判断が報告されました。

平成２６年度決算に係る４つの健全化判断比率が報告され、三島市の財
政は国の基準を下回り、健全で良好であることが示されました。
【平成２
６年度健全化判断比率】

（単位：％）

実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

平成２５年度

ー

ー

7.
2

2
１.
9

平成２６年度

ー

ー

6.
6

15.
2

早期健全化基準

12.
4
３

17.
4
３

25.
0

350.
0

財政再生基準

20.
00

30.
00

35.
0

三
島
市

実質公債費
比率

将来負担
比率

将来負担比率とは、財政規模に
対する借金残高の割合です。昨
年度に比べ６.
７ポイント改善され
ています。

※ 実質赤字額、連結実質赤字額がない場合は、
「－」で表示しています。三島市は黒字のため「－」となります。

実質公債費比率とは、収入
に対する借金返済の割合で
す。昨 年 度 に 比 べ０.
６ポ イ
ント改善されています。

＜議第６
８号＞

Pi
ckUp

０3

三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 【賛成多数】

清掃センターにごみを持ち込む際の処理手数料が
有料化されます。

平成２
８年４月１日からごみの減量化やごみ処理費用の負担の公平化
などを目的に、生活系持ち込みごみの処理が有料化されます。
事業系一般廃棄物の処理手数料についても、値上げされます。
また、新たに粗大ごみの戸別収集も、有料にて開始されます。
鞄市民がごみを持ち込む場合
１００㎏以下は１,
０００円となります。１
００㎏を超す場合は１０㎏ごとに１００円が加算されます。

鞄事業者がごみを持ち込む場合
１００㎏以下は１,
２００円となります。１
００㎏を超す場合は１０㎏ごとに１２０円が加算されます。
NEW

鞄粗大ごみの戸別収集（有料）
１００㎏以下の粗大ごみについて、１回につき２,
０００円で収集に
うかがいます。
※１回の回収量は、１００㎏までとなります。

みしま市議会だより
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［３］

平成２
６年度決算審査 茄禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾荷
一般会計決算
収

入

支

３６４億９,
５９３万円

出

３５６億７,
１８９万円

総務、福祉教育、経済建設の各常任
委員会では、平成２６年度一般会計ほか
各種会計歳入歳出決算について、計６
日間にわたり詳細な審査を行いました。
各委員長による審査経過の報告の主
な内容をお知らせします。

総
務

（９月１
６日、１
７日）
所

管

一

般

会

計

自主運行バス運行委託事業

Ｑ委託金額は前年度実績に応じて算出され、
中郷北部ふれあい号に対する委託料は利用者
１人あたり約３１６円であったが、これに対する見解は。

Ａ運行委託事業は県からの補助金があるので、中郷北部ふれあい号
について市が実質的に負担している金額は約４
００万円となり、1人当
たりでは２１６.
９円となる。国土交通省中部地方整備局の調査結果では
定時定路線型バスに対する自治体の平均負担額は 1人当たり４００円で
あり、三島市の負担はかなり少ないものである。

意見 他の自治体との比較は、三島市と同規模や似たような地形の
自治体と比較すべきではないか。また、赤字路線の補填だけで
なく、将来の公共交通のあり方の検討を進めてほしい。

人件費の時間外勤務手当

Ｑ平成２５年度と比較して時間外勤務手当が増えているが、子育て中
や介護をしている職員への職場配置に関する配慮はあるのか。

Ａできる限り子育て中や介護をしている職員への配慮はしている
が、限られた人員のため完全とは言い切れない。また、例外的な事業
などに対する人員配置はしていないため、部長の判断により、同じ部
内で職員を一時的に異動させる制度を活用していく。

［４］

茄禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾荷

茄禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾荷

教福
育祉
放課後
児童クラブの整備

Ｑ 北小学校に第二放課後児童
クラブを新設したが、ファシリ
ティマネジメントの推進に取り
組む中、空き教室の利用は検討
したのか。

Ａ北小学校は児童数も大変
多く、空き教室もなかったた
め、学校と協議し、第二放課
後児童クラブを新設した。今
後の整備については、学校側
でも教室をいろいろな用途で
利用しているが、放課後児童
クラブが開設できるよう、学
校などにもお願いしていく。
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茄禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾荷

公営企業会計決算
（水道事業会計）

特別会計決算
会

計

収

入

国 民 健 康 保 険 １２８億６,
５７４万円

支

出
区

１２６億８０６万円

分

収

入

支

出

険

６９億４,
８０４万円

６７億６,
３５８万円

収 益 的 収 支

１３億９,
０７５万円

１４億２,
９２５万円

後期高齢者医療

１１億９６５万円

１１億５４６万円

資 本 的 収 支

１億９,
３２０万円

１０億５,
３７７万円

業

１,
０２２万円

５７３万円

下 水 道 事 業

３０億４,
１６９万円

３０億４５８万円

園

３１１万円

３１１万円

駐 車 場 事 業

７,
８６２万円

６,
９４１万円

介
墓
楽

護

保

園

事
寿

合

計

２４０億５,
７０７万円 ２３５億５,
９９３万円

茄禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾荷

茄禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾荷

（９月１４日、１５日）
所 管

一
般
会
計
国民健康保険特別会計
介 護 保 険 特 別 会 計
後期高齢者医療特別会計

小中学校の
非構造部材耐震事業

Ｑ平成２６年度は、屋内運動場
や柔剣道場の天井材および照
明器具などの落下防止対策工
事が実施されたが、耐震化率
はどのようになったのか。

Ａ平成２５年度に文部科学省
から平成２７年度末までに屋内
運動場などの天井材および照
明器具などの落下防止対策を
完了させるように要請があっ
た。三島市では対策工事を平
成２６年度と２７年度に実施し、
屋内運動場などの非構造部材
の耐震化率は１
００パーセント
となった。

みしま市議会だより
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建経
設済

（９月１
０日、１１日）
所

管

一
般
会
計
墓園事業特別会計
下水道事業特別会計
楽 寿 園 特 別 会 計
駐車場事業特別会計
水 道 事 業 会 計

公園借地料

Ｑ公園借地料が前年度と比較して約３００万円増えている。温水池公
園の公園借地料が増えているが、借地料が増えていく中で、どのよう
な経緯で温水池公園を借りることになったのか。

Ａ温水池は源兵衛川から松毛川まで続く回
遊ルートの中継地点として、重要な場所と位
置づけている。
しかし、温水池公園は中郷用水組合の用地
であり、購入するのが難しいため借地してい
る。公園内の一部だけ借地料を支払い、温水池全体を公園として借
地している。

市営駐車場の起債償還後の経営のあり方

Ｑ平成２６年度で起債の償還が終わったが、今後の経営のあり方につ
いてどのような検討をしてきたか。

Ａ老朽化の進む市営駐車場については、売却できるならば、それを
新たな財源として活用し、まちづくりに生かせると考えている。そ
れ以外には、効率のいい運営の仕方や、市営駐車場の利用の向上につ
いて検討している。

［５］

一般質問

一 般 質 問
一般質問とは…
市議会議員が市に対して質問を行い、
適切な市政運営を進めているか、チェッ
クや提案をするものです。

発言順

藤江

１
６人の議員が行った主な質問について、寄せられた原稿を掲載します。

康儀
(改革みしま )

９月２４日～２９日

■マイナンバー制度の
セキュリティ対策

■長期休暇明けの
児童生徒の状況

Ｑマイナンバー制度における個人

Ｑ児童生徒および教師の心理カウ

情報保護に関して、サイバー攻撃

ンセラーなどへの相談状況を伺う。

などへのセキュリティ対策につい
て伺う。

野村

諒子
(フォーラム三島 )

【他の質問事項】
□三島総合病院お産センターへの
今後の関わり

女性就労支援事業「はたらこーざｆ」講座

［６］

Ａ三島市情報セキュリティポリ

Ａ学校は日頃から児童生徒や保護

シーにより、管理体制は構築して

者が教職員に気軽に相談できる体

いる。個人情報を取り扱うネット

制づくりに努めており、スクール

ワークの適切な管理と定期的に職

カウンセラーへの相談も多い。平

員研修を実施することで、サイバー

成２６年度は児童生徒６６５件、保護

攻撃による情報漏えいなどを起こ

者５６９件、児童生徒の指導に関す

すことがないよう対応していく。

る教職員の相談は１１４件であった。

■女性活躍推進法への
取り組み

■介護保険の対象から
外れる人への対応は

Ｑ女性が活躍するために、地方公

Ｑ要支援１・２の認定者は介護保

共団体である三島市が率先して対

険の対象から外れるが、新たな担

応すべきと考えるが、市の人事に

い手と期待されるＮＰＯや地域の

関して今後の取り組みを伺う。

組織の育成について伺う。

Ａ女性活躍推進法では、平成２８年

Ａ要支援者のサービスの一部が、

４月１日までに行動計画の策定を

介護保険制度内の地域支援事業に

求めている。法の趣旨にのっとり、

移行するが、その新たな担い手と

積極的な女性の登用を念頭に置き

期待されるＮＰＯなどの人材や組

ながら、将来に向けた適切な数値

織の育成については、自治会やコ

目標などを定めていきたい。

ミュニティ協議会、サロンなどと
連携し養成に向けて研究していく。

みしま市議会だより
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一般質問
１６人の議員が行った主な質問について、寄せられた原稿を掲載します｡

服部

■誰もが快適に移動ができる
公共交通

正平

(日本共産党議員団 )

Ｑ路線バスおよび自主運行バスが

■買い物支援対策の検討を

Ｑ買い物弱者の増加が見られるが、

利用できない地域がある。この空

地域活性化にもつながるような買

白地域へどのような対応を検討し

い物弱者対策関連事業を導入でき

ているのか伺う。

ないか伺う。

Ａ路線の新設を含むバス路線の運

Ａ商工会議所や商店街連盟と協議

行に関する要望は、三島市地域公

する中で、実施に向けて意欲のあ

共交通会議で審議し、県協議会の

る事業者や協力団体を模索してい

承認を得て、翌年度の運行が許可

きたいと考えている。

される。空白地域の自治会などか
ら寄せられる要望についても当会
議で検討している。
きたうえ号

岡田

(新未来２１)

個人番号カード（イメージ）

伊丹

■障がいを持つ人の
就業・雇用促進

■マイナンバー制度に対する
取り組み

Ｑ障がいを持つ人の一般雇用は依

Ｑ個人番号カードは自治体独自の

然厳しい状況にあるが、市内に就

使用が可能となる。当市でも地域

労支援を専門に扱うワークセン

の特性を活かした取り組みにより、

ターを設置してはどうか。

カードの普及を図ってはどうか。

美喜子

Ａ実際に雇用、就労などの支援を

Ａ本市における個人番号カードの

行っている雇用相談員やハロー

独自利用については、個人番号

ワーク三島、駿豆地区自立支援協

カードを利用するためのシステム

議会就労部会委員などと協議し、

の整備などに多額の経費が必要と

ワークセンターの設置が可能かど

なるので、市民のニーズとカード

うか、今後も継続して検討してい

の利用効果も十分踏まえながら協

く。

議・検討していく。

■子どもたちの学びと育ちにおける課題と対策

雅治
(改革みしま )

Ｑ携帯電話・スマートフォンによ

Ｑ子どもの貧困問題に対しもっと

るいじめやトラブルの実態につい

早く適切に対処するために、ス

て把握しているか。

クールソーシャルワーカーを増員
できないか。

Ａ子どもたちが抱える複雑な問題

Ａネットトラブルについて各学校か
ら毎月報告を受けている。
学校では

に対処するためにスクールソーシ

速やかに対応しているが、
ＬＩＮＥ

ャルワーカーの専門的な知識や技
能が必要とされていることから、

（ライン）
を中心に外部に出にくい
要素も多く、
すべてを把握するのは

現在実施しているスクールソーシャ

難しい状況にある。
家庭とも連携し、

ルワーカー活用事業の充実を図り、

未然防止、
早期発見に努めたい。

積極的に活用していく。

ここがききたい！

みしま市議会だより

平成２７年１１月１日

一 般 質 問

［７］

一般質問
ここがききたい！

弓場

重明
(フォーラム三島 )

一 般 質 問

■駅前再開発と周辺市町の
動向

■あきんどくん元気クーポン
の課題

Ｑ近隣市町の商業施設の動向に注

Ｑ国庫補助により発行したクーポ

意が必要であるが、三島駅南口東

ン券だが、枚数の過不足や、購入

街区の再開発および活性化を推進

できなかった市民が多数いた。販

するためのコンセプトを伺う。

売方法について伺う。

Ａ訪れたい・住みたいまちとして、 Ａ三島商工会議所が発行した元気
市民の皆様にも喜ばれる健康医療

クーポンは前回までの販売状況や

機能、郊外店と差別化したにぎわ

他市の状況、新たな消費喚起の観

い機能、質の高い住環境などをコ

点などから購入の上限を１０冊とし

ンセプトの柱に据え、商店街との

たが、各販売所に長蛇の列ができ、

つながりを重視し、街中に人の流

購入することができなかった方が

れを生む起点としていきたい。

多数出る結果となった。

三島駅南口東駐車場

下山

■三島市の住宅政策の再構築のための諸課題

一美

(日本共産党議員団 )

Ｑ市営住宅の入居待機者は毎年多

Ｑ市営住宅入居の高齢者などを支援

数に及ぶが、高齢者世帯、障がい

するため、高齢者支援ネットワーク

者世帯などの待機者の実態につい

を、介護・健康などの部署と連携

て伺う。

して構築してはどうか。

Ａ９月１０日現在、市営住宅入居待

Ａ高齢単身世帯が増える市営住宅

機者は９８世帯であり、その内訳は

では住民相互の見守り支援が有効

高齢者世帯が５
１世帯、高齢者を含

な手段であることから、今後も入

む世帯が７世帯、単身世帯が１
７世

居者の協力を得ながら、既存事業

帯、ひとり親世帯が１
２世帯、一般

の充実を図る。また、高齢者見守

世帯が１１世帯である。そのうち障

り支援ネットワークなどについて

がい者世帯は２
１世帯である。

も庁内で連携し調査研究していく。

■中郷地区の整備基本計画の
策定

■２市１町による消防広域化

Ｑ西間門新谷線の早期完成に向け

Ｑ法定協議会設立前に、消防職員

市営光ヶ丘住宅

大石

一太郎
(改革みしま )

【他の質問事項】
□多子世帯への出産祝い金と育休
退園の見直し

て、総合計画などと整合性を取り、

の給与、福利厚生など処遇につい

中郷地区市街地整備基本計画の見

て検討し、職員に説明すべきと考

直しと検討委員会を発足しては。

えるがどうか。

Ａ人口減少や高齢社会への対応と

Ａ職員には平成２６年１２月に、消防

して、都市機能や居住区域を集約

広域化にあたって身分や給与など

した立地適正化計画と、公共交通

で不利益が生じないことを基本と

網形成計画を平成２
９年度までに策

する市の姿勢を説明している。今

定予定のため、基本計画の見直し

後も、職員の不安を払拭できるよ

や検討委員会の発足は２～３年後

うに協議結果について、丁寧な説

を目途に取り組んでいきたい。

明をしていく。

西間門新谷線

１６人の議員が行った主な質問について、寄せられた原稿を掲載します｡

［８］

みしま市議会だより

平成２７年１１月１日

一般質問
１６人の議員が行った主な質問について、寄せられた原稿を掲載します｡

堀江

■公共施設委託業務の
一括発注への取り組み

■消防事務の広域化による
中郷地域の消防力

Ｑ施設の保守管理・点検業務につ

Ｑ三島市・裾野市・長泉町の消防

いて、民間からの提案を受けるこ

広域化により、中郷地域の消防力

とによる三島市のメリットと克服

は定量的にどのように変わるのか。

和雄
(公明党 )

すべき課題は何か。

Ａメリットは１社に長期一括発注

Ａ現在、中郷分遣所は１０人の職員、

することによりノウハウの蓄積と

消防車１台で運営している。広域

効率化ができ、今後発生が想定さ

化後１０年以内に、中郷分遣所の移

れるリスクを把握できることであ

転改築が行われ、また救急車が配

る。課題は現在の分離発注により

備されることが協議会で合意され

受託している市内業者の受注機会

ており、中郷地域の消防救急力の

が失われる恐れがあることである。

向上につながるものである。

■介護人材不足の現状に
対する改善策

■難病患者リフレッシュ事業
の条件緩和

生涯学習センター

村田

耕一
(公明党 )

Ｑ介護職の腰痛予防対策として、

Ｑ対象者は特定疾患であることが

介護支援用ロボットスーツ腰タイ

利用条件となっているが、特定疾

プの導入に向けて、検証を進めて

患以外の方も利用できるように、

はどうか。

適用の拡充を図れないか伺う。

Ａ市が単独で介護ロボットのリー

Ａ本事業は静岡県の事業実施要綱

スに支援することは、その運用形

に基づいて実施しており、適用の

態や費用面などから、現時点では

拡充を図る場合は、市の単独事業

難しいものと考えるが、今後も介

として、サービスを厚くして実施

護人材の育成確保については関係

することとなるため、財政負担な

機関と連携し取り組んでいく。

どを考慮しつつ、今後調査・研究
していく。

介護支援用ロボットスーツ（腰タイプ）

佐藤

寛文
(フォーラム三島 )

■性的マイノリティーの
方々への理解と支援へ

■消防の広域合併に向けて

Ｑ同性愛や性同一性障害などの性

Ｑ中長期計画における中央消防署

的マイノリティーに対する理解は

整備の位置づけについて伺う。

学校教育の中でこそ必要と考える
が、本市の取り組みについて伺う。

渦嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘唄
欝鞄用語解説鞄
欝
欝性的マイノリティー（性的少数者）欝
欝
欝
「性」のあり方が非典型的欝
欝とは･･･
欝な人のことをいいます。一般的に欝
欝同性愛者、両性愛者、性同一性障欝
欝
欝
欝害者などが含まれます。
欝
蔚嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘鰻

Ａ平成２７年４月に文部科学省から

Ａ中長期計画は、今後１０年以内の

学校における支援や体制、教育委

計画として、３市町消防署の耐用

員会などによる支援などが示され、

年数や財政計画を考慮しつつ、必

各学校に通知した。今後も性的マ

要な装備や施設の整備をしていく

イノリティーも含め、児童生徒の

こととしているが、この中に中央

心情に配慮した対応をするよう指

消防署の整備は含まれていない。

導していく。

ここがききたい！

みしま市議会だより

平成２７年１１月１日

一 般 質 問

［９］

一般質問
ここがききたい！

瀬川

一 般 質 問

■総合計画前期基本計画の総括及び後期計画と総合戦略

元治
(緑水会 )

Ｑ国道１３６号沿線の調整区域で導

Ｑ西間門新谷線の今後の道路整備

入予定の地区計画に関して、進捗

の見通しと沿線の地区計画の導入

状況と今後の計画について伺う。

予定について伺う。

Ａエリアの設定や立地可能な建築

Ａ道路整備は平成３０年代後半の完

物の用途について県と協議してい

了を予定している。道路周辺には

る。都市計画法の立地基準に適合

農振農用地や農業施策受益地があ

した沿道サービス施設などが隙間

り地区計画による土地利用ができ

なく立地しているため、地区計画

ないので、道路整備の進捗を踏ま

により用途の転換が可能かどうか、

えて、沿道および周辺の土地利用

調査・研究を進めていく。

の方向性を画一化していく。

国道１
３
６号

佐野

■ふるさと納税で夢のある多様な財源確保を

淳祥
(改革みしま )

Ｑ寄附であるふるさと納税は寄附

Ｑ寄附金の活用分野を４つから選

者の意向に沿った使途がふさわし

択するが、市外者には分かりにく

いと考えるが、利潤を特定財源化

い。寄附者の意思を明確に把握す

し、予算に上乗せしてはどうか。

るために項目を増やしてはどうか。

Ａ寄附額から謝礼品代などの必要

Ａふるさと納税の使い道をわかり

経費と三島市民が他市町村へ寄附

やすく伝えるため、湧水の保全、

した場合の税額控除分を除いた純

文化財の改修など具体的な項目１０

利益について、寄附者の意向を考

事業程度を掲載し、希望するもの

慮し、決算額確定後、次年度当初

を選んでいただく。また、指定事

予算の新規事業などに充当してい

業以外の提案についても今後のま

きたいと考えている。

ちづくりの参考としていきたい。

■４
０歳以上の女性の
三島市職員採用

■三島市、裾野市および
長泉町の消防広域化

Ｑ子育てが一段落した、能力ある

Ｑ消防広域化に向けて議論がされ

女性を社会はもっと活用すべきと

ているが、市民への周知は十分で

考えるが、まずは三島市役所から

ないと感じる。広域化への進め方

積極的に採用してはどうか。

に対する問題点はないのか伺う。

三島うなぎの蒲焼き（真空パック）

土屋

利絵
(改革みしま )

Ａ人材の有効活用という点で有益

Ａ消防広域化は消防行政、消防事

だと認識しているが、今後は退職

務の取り扱いに大きな変化を伴う

職員数が減少し、採用職員数自体

ことから、市民への周知や意見を

も減少が見込まれることから、雇

伺うことは必要と考えており、パ

用機会の均等な提供や若年層の未

ブリックコメントの実施や市ホー

就労問題などとも合わせ、慎重に

ムページなどでの情報発信を行っ

検討していきたい。

ていく。

１６人の議員が行った主な質問について、寄せられた原稿を掲載します｡

［１０］

みしま市議会だより

平成２７年１１月１日

一般質問
１６人の議員が行った主な質問について、寄せられた原稿を掲載します｡

中村

■公共施設マネジメント
についての現状と計画

■三島市の人事・市単独事業
の状況と将来計画

Ｑ２０４０年には日本の空き家・空き

Ｑ職員が大変疲弊している現状を

室率は４０％になるといわれる。そ

踏まえて、人事と事業のバランス

れらへ家賃補助などを行い、市営

の取れたマネジメントを早急に考

住宅を削減してはどうか。

え、作成する必要性について。

仁
(緑水会 )

Ａ公営住宅に代わる受け皿として

Ａ次期行政改革大綱や行政改革実

期待される空き家などを活用した

施計画においても、既存事業の廃

国の住宅確保要配慮者あんしん居

止や統廃合の可能性を検討しなが

住推進事業や、サービス付高齢者

ら、業務量に見合う職員計画を立

向け住宅整備事業の今後の動向を

案し、サービスの質的低下を招く

見ながら、市営住宅の建て替え計

ことのないよう、臨時職員なども

画などを検討していく。

含めた適正な人員を配置していく。

■楽寿園西門の出入口整備の
検討結果

■不登校・いじめ問題

市営光ヶ丘住宅

杉澤

正人
(改革みしま )

Ｑ楽寿園西門を一般来園者用出入

Ｑ文部科学省の平成２７年度学校基

口として整備することについての

本調査で、不登校が理由の長期欠

検討結果および方向性を伺う。

席者の割合が小学校では過去最高
となったが、当市の状況はどうか。

Ａ西出入口の設置については検討

Ａ小中学校ともに増加傾向にある。

が必要との楽寿園運営委員会の提

平成２７年７月現在、小学校０.
２４％、

言を踏まえ、今後の楽寿園を取り

中学校１.
９６％で、昨年度比で小学

巻く環境の変化を注視しつつ、楽

校０.
０７ポイント増、中学校０.
３４ポ

寿園の全体計画や入園者の動線に

イント増である。全小中学校で取

も配慮し、西門のあり方について

り組むべき重要課題と捉えている。

更なる検討を進めていく。
小浜池

臆桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶牡
乙
乙
乙
乙
の
乙
乙
乙〔７月〕
乙
〔８月〕
１０日 各派代表者会議
乙 １日 議会だより編集委員会、社会 １５日 平和都市推進事業街頭啓発
乙
１０・１１日 経済建設委員会
乙
乙
２
０日 議会報告会運営会議
１４・１５日 福祉教育委員会
を明るくする運動街頭宣伝
乙
乙
１６・１７日 総務委員会
乙１０日 夏の交通安全県民運動事前一 ２１日 総務委員会
乙
２
６日 議員説明会
１８日 議会報告会運営会議
斉街頭広報
乙
乙
乙２１日 総務委員会
３
０日 総合防災訓練
２４日 各派代表者会議、議会運営委 乙
乙２２日 議員説明会、議会報告会班会 〔９月〕
乙
員会
乙
乙
１日 各派代表者会議、議会運営委
２４～２９日 本会議（一般質問）
議、東部地区６市４町議会議
乙
乙
員会、議案説明会、議会報告
２８日 各派代表者会議
長連絡会（清水町）
乙
乙
会班会議
２９日 議会報告会運営会議
乙２７日 静 岡 県 市 議 会 議 長 会 会 計 監
乙
乙
乙
２日 経済建設委員会
３０日 議員説明会
査・正副会長・監事会議（磐
乙
乙
８～１
０月１日 ９月定例会
田市）
乙
乙
８日 各派代表者会議、本会議（議案
乙２８～３０日 総務委員会行政視察
乙
審議）
乙
乙
俺桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶卸

議会

みしま市議会だより

活 動

平成２７年１１月１日

［１１］

議会のことをおしらせします
みなさんの声をお聞かせ下さい
市議会９月定例会の主な審議内容の報告ほか、今年度は常任委員会ごと
に設定したテーマによる意見交換も行います。 市民活動センターでは託児

議会
報
告
会

サービス（無料）もありますので、希望する場合は事前に議会事務局（電話９８３２６００）へお申込み
下さい。

南口駅前
南口駅前
の再開発は、
の再開発は
、
どうある
どうあ
る
これからの
これから
の
未来の
未来の
べきか
べき
か
子育て支援
子育て支
援
公共交通
公共交
通
を考える
を考え
る
１
１月６日（金）
を考える
を考え
る
１４：０
０～１５：３０
中郷文化プラザ

１
１月６日（金）
１０：０
０～１
１：３
０ 託児
市民活動センター あり

１
１月７日（土）

（本町タワー４階）

１９：０
０～２０：３０
錦田公民館

１
１月７日（土）
１４：０
０～１
５：３
０
北上文化プラザ
担
当

１１月６日（金）
１９：００～２０：３０
消防庁舎

１１月７日（土）
１０：００～１１：３０
総合防災センター

子育て支援（福祉教育委員会）：野村、岡田、土屋（俊）、藤江、中村、鈴木、下山
駅前再開発（経済建設委員会）：土屋（利）、川原、伊丹、瀬川、弓場、村田、服部
公共交通（総務委員会）：佐野、堀江、大石、杉澤、大房、松田、石渡、佐藤

議員の寄附は
禁止されています !
議員は、選挙

１
１月定例会の予定
１１月２６日木 本会議（議案審議）
１２月３日木～１
２月８日火
本会議（一般質問）
１
２月１０日木 本会議（議案審議）

区内にある者に
対して寄附をす
ると処罰されま
す。有権者が寄附を求めることもできません。年賀状やあ
いさつ状を出すことも禁止されています。
（答礼のための
自筆によるものは除きます。）
市民の皆様のご理解をお願いします。
編集／議会だより編集委員会
発行／三島市議会 三島市北田町４－47 TEL0559832600

議会だより編集委員会
（委員長） 岡田 美喜子
（副委員長） 中村
仁
（委 員） 伊丹 雅治
（委 員） 野村 諒子
（委 員） 村田 耕一
（委 員） 服部 正平

市議会ホームページ ht
t
p:
/
/
www.
ci
t
y.
mi
shi
ma.
shi
zuoka.
j
p/
gi
kai
/

みしま市議会だよりは再生紙を使用しています
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