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秦野市議会第４回定例会(12 月議会)が 11 月 24 日から 12 月 14 日の会期で開

催され、市長提出議案 16 件、報告 2 件、陳情 7 件、議員発議の議提議案 3 件

などを審議・議決し閉会しました。主な内容は以下の通りです。 

１．下水道料金５％値上げへ 
下水道料金は、公費負担(一般会計からの繰入)を

是正するため、平成２５年度に約１１％引上げてか
ら３年間が経過しましたが、施設の更新などに伴う
建設費用の財源確保が厳しい状況となっています。 

このような中、国からも健全経営に向けた経営基
盤の強化を図るために、経営戦略の策定の要請があ
りました。有識者で組織する下水道審議会に諮問し
た結果、持続可能な健全経営とするために、下水道
料金を見直すべきとの答申があり、平成２９年度か
ら３２年度までの４年間、５％の値上げを実施する
提案があり、賛成多数で可決しました。 

本市は盆地の地形であることから、他市と共同し
た広域下水道での処理が難しく、市単独で処理せざ
るを得ない状況のため、他市と比較し高単価となっ
ています。一方、水道は地下水を利用していること
から安価で、合計額では県下(１９市)で２位から５
位へとなるものの、依然として安価となっています。
私は、このような状況を踏まえライフラインの将来
的な安定化を強固なものとするため賛成しました。 

なお、本市で利用が一番多い２０㎥/月での県内他
市との比較は下記の通りです。 

県内他市との比較表(平成 27 年度末時点) 

団体名 
料金(円(税抜)) 順位 

水道 下水道 合計 合計 下水道 

南足柄市 1,450 1,618 3,068 1 1 

秦野市(現行) 1,700 2,150 3,850 2 15 

小田原市 1,510 2,398 3,908 2 18 

逗子市 2,281 1,630 3,911 3 2 

海老名市 2,044 1,633 3,914 4 3 

秦野市(改正後) 1,700 2,245 3,945 5 17 

茅ヶ崎市 2,281 1,708 3,989 6 4 

川崎市 2,110 1,960 4,070 7 12 

厚木市 2,281 1,795 4,076 8 5 

大和市 2,281 1,847 4,128 9 6 

平塚市 2,281 1,850 4,131 10 7 

相模原市 2,281 1,850 4,132 11 9 

綾瀬市 2,281 1,908 4,189 12 10 

藤沢市 2,281 1,911 4,192 13 11 

座間市 2,044 2,195 4,239 14 16 

横浜市 2,456 1,850 4,306 15 7 

鎌倉市 2,281 2,093 4,374 16 13 

伊勢原市 2,281 2,120 4,401 17 14 

横須賀市 2,390 2,221 4,611 18 17 

三浦市 2,830 2,656 5,486 19 19 
 

２．小児医療費助成を見直し 
 昨年９月に議会から提出した「小児医療費助成制度
の拡充に関する決議」を受け、平成２８年１０月か
ら対象年齢を小学４年生から６年生へ拡大しまし
た。今定例会では、所得制限の対象を小学生以上に
変更するとともに、所得限度額を神奈川県「児童手
当法」の基準に変更するとの提案があり、賛成多数
で可決しました。 

所得制限額の変更(単位:万円) 

扶養人数 現行基準 新基準 

0 人 532(733.3) 622(833.3) 

1 人 570(775.6) 660(875.6) 

2 人 608(817.8) 698(917.8) 

3 人 646(860.0) 736(960.0) 

4 人 684(902.2) 774(1002.1) 
※( )内は収入目安となります。 

３．市長･副市長が責任を取り減給 
 下水道の誤接続や下水道事業債の過大借入れ、料金
未徴収、また、土地収用手続き瑕疵など、一連の事
務上のミスに関わる責任の一端を表すため、市長・
副市長の給与等を下記とする提案があり、賛成全員
で可決しました。但し再発防止策は、ＩＣＴなどを
利用した人手の介在を少なくするシステムを導入す
るべきと私は考えます。 

給与削減率 

 従来 H29 年 1 月～3月 

市 長 25％ 35％ 

副市長 15％ 20％ 

４．市職員の給与･期末手当などをアップ 
 人事院勧告により、国家公務員の給与改定が行われ
ることに準じ、本市職員の給与月額及び期末手当、
勤勉手当(ボーナス)の支給を引上げるとの提案があ
り、賛成全員で可決しました。 

給与改定内容 

 改定内容 

月 額 400 円～1,500 円 

平均引上げ率 0.25％ 

勤勉手当改定内容 

 6 月期 12 月期 

H28 年度 
期末手当 

1.225 月 
(支給済み) 

1.375 月 
(改定なし) 

勤勉手当 
0.8 月 

(支給済み) 
0.9 月 

(現行 0.8 月) 

H29 年度 

以降 

期末手当 1.22 月 1.375 月 

勤勉手当 0.85 月 0.85 月 
 

☆☆☆ 市政相談は「やひろ伸二後援会」事務所まで ☆☆☆ 

議会だより 
連絡先： 

〒259－1392 秦野市堀山下１番地 

℡．0463－88－2777（後援会事務所） 
http://members2.jcom.home.ne.jp/shinji.yahiro/ 
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平成２８年 第４回定例会 一般質問内容 やひろ伸二 
 

今定例会において、博多駅前の道路陥没事故発生から本市の「道路の安全対策」

について、また、多様化する市民ニーズを背景にした「地域の課題解決」につ

いて質問を行いました。主な内容は下記となります。 

〔質 問〕 
(1)１１月８日、福岡市博多区で大きな道路陥没が発

生したが、本市で発生する可能性は？ 
(2)道路の陥没を早期発見するため、本市はどのよう

な方法を取っているのか？ 
(3)市民の通報があった場合、どのような対応を行っ

ているのか？ 
(4)毎年、どの程度の道路破損が生じているのか？ 
(5)相模原市、座間市は、スマートフォン用アプリに

より道路破損の通報を受付けるシステムを導入
しているが、本市で導入する考えは？ 

〔回 答〕 
(1)本市は、大根・鶴巻地区の一部を除き、強固なロ

ーム層で、福岡市のように地下鉄や地下道はな
く、大きな陥没事故にはつながり難い。なお、路
面下空洞調査については、平成２９年度からの実
施に向け、交付金を要望しているところである。 

(2)過去５年間の発見割合
を平均した場合、市の道
路パトロール５２％、市
民からの通報４０％、道
奉行８％での発見とな
っている。 

(3)通報が平日勤務時間内
であれば、担当職員が現
地を確認し補修する。補修範囲が大きく対応でき
ないものは、工事業者へ連絡し緊急工事対応等を
行っている。なお、土日・休日・夜間などは市の
宿直・日直に電話連絡が入り、宿直・日直から担
当職員へ連絡が入るよう
にしている。 

(4)道路破損数は、過去５年間
を平均すると、道路の穴あ
き等が約３００件、陥没が
２件であった。 

(5)本市も相模原市の運用を
調査し、スマートフォンア
プリによる道路通報シス
テムについて、費用対効果
や運用方法などを検討し
ていきたい。 

これからの時代は、ＩＣＴを利用し市民と行政が
双方向で情報を共有するオープンデータで「協働」
する時代である。相模原市などを参考にし、同等の
アプリの導入をお願いする。 

〔質 問〕 

(1)地域の繋がりを大切にするため、行政が実施し有
効に働いているものは何か？ 

(2)公共施設の利用者負担の適正化を検討する中で、
市民はどのように理解しているか、把握方法は？ 

(3)アンケート結果や自由参加者との意見交換で、市
民相互の理解を深めるためには、どのようなこと
をするべきか？ 

(4)周南市や小金井市は、公共施設再配置の理解を深
めるため、市民参加によるワークショップなどを
実施しているが、本市が行ったことは？ 

(5)「フューチャーセッション」を活用する考えは？ 
〔回 答〕 
(1)地域コミュニティの基礎となる自治会の加入促

進や防犯・防災体制の整備、強化、交通安全の啓
発や環境美化活動の他、観光や農業などの地域の
特性を活かしたイベントへの支援、郷土の伝統文
化の伝承等、様々な取組みを既に実施している。 

(2)「公共施設フォーラム２０１６」や「地区別市政
懇談会」、民館運営協議会など１９団体への説明
と意見聴取を実施したが、自由参加できる場で
は、どうしても反対の意見が強くなる。また、参
加頂けない市民の意識を把握する方法として、ア
ンケート調査を実施している。 

(3)市民相互の理解を深め、特に使用料の適正化のよ
うに直接的な利害が生まれるような場合には、合
意形成は非常に難しい。 

(4)理解を深めたい団体には出前講座を実施し、方針
や計画内容の説明、意見交換を１７回実施し５０
０名以上の参加を得てきたが、自由参加でのワー
クショップは実施した経緯はない。 

(5)公共施設再配置計画をはじめ、様々な計画等を進
めるに当たり、機会があれば検討していきたい。 

ワークショップが進化した

「映画＆フューチャーセッ

ション」を実施し、ステー

クホルダー(利害関係者)た

ちに火をつけ、市民自らが

イノベーションを起こせる

ようにするべきである。 

 

☆☆☆ 市政相談は「やひろ伸二後援会」事務所まで ☆☆☆ 

２. 地域の課題解決について 

・市民と合意形成をする手法等 
１. 道路の安全対策について 

・協働による破損等の発見・通報 

 


