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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６件、報告５件、諮問３件、議提議案４件、委員会

提出議案１件、陳情６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．みなみがおか幼稚園を無償譲渡へ 

 平成３１年４月から、市立みなみがおか幼稚園を公
私連携幼保連携型認定こども園へ移行するにあたり、
市有財産である幼稚園の建物を、こども園を運営する
社会福祉法人へ無償譲渡する提案がなされ、賛成多数
で可決しました。 
 昨今は、共働き家庭が増加していますが、本市でも
公立幼稚園の園児数が減少する一方で、高まる保育園
ニーズなどに対応した子育て支援策の充実が必要と
なります。そこで、「秦野市公立幼稚園あり方検討委
員会」からの提言を踏まえ、平成２８年１月に「秦野
市公立幼稚園運営・配置実施計画」を策定し、公立幼
稚園の配置を見直すと共に、利用者負担の見直しや子
育て支援策の拡充が取組まれています。 

私も待機児童ゼロ化へ繋がる施策の一つであると
判断し賛成しました。 

U＜主な内容＞ 

項 目 詳 細 

住 所 秦野市南が丘二丁目 1 番地 

建物の概要 

 

(1)管理教室棟 

構  造：鉄筋コンクリート造 2 階 

延床面積：1,080.31 ㎡ 

建 築 年：昭和 57 年 

残存価格：48,253,428 円 

(2)教室棟 

構  造：鉄筋コンクリート造 2 階 

延床面積：424.00 ㎡ 

建 築 年：平成 6 年 

残存価格：62,433,000 円 

譲渡先 
平塚市田村二丁目 11 番 5 号 

社会福祉法人惠伸会 理事長 竹内惠司 

２．火災予防条例を一部改正 
自動火災報知機や屋内消火栓等、消防法令で定める

消防用施設が設置されていない建物(不特定多数の者

が利用する建物のみ)について、火災時の危険性情報

を市ホームページ等を通じて利用者へ提供する「違反

対象物公表制度」を導入する提案があり、賛成全員で

可決しました。 

３．軽自動車などの税率を期間限定で軽減へ 
地方税法の一部改正により、固定資産税の課税標

準の変更(保育事業、ノンフロン類使用、被災市街地

復興推進地区)並びに軽自動車税について、平成３０

年度または３１年度分に限り、環境性能に応じ軽減

する提案があり、賛成全員にて可決しました。 
U＜軽自動車の適用条件＞ 

区  分 軽減率 

①  
電気自動車・天然ガス軽自動車 

(平成 21 年排ガス基準 10%低減) 

概ね 75%

軽減 

② 

乗

用 

平成 17年排ガス基準 75%

低減達成かつ平成 32 年

度燃費基準＋30%達成車 
揮発油

(ｶﾞｿﾘﾝ)

を内燃機

関の燃料

とするも

のに限

る。 

概ね 50%

軽減 
貨

物 

平成 17年排ガス基準 75%

低減達成かつ平成 27 年

度燃費基準＋35%達成車 

③ 

乗

用 

平成 17年排ガス基準 75%

低減達成かつ平成 32 年

度燃費基準＋10%達成車 概ね 25%

軽減 
貨

物 

平成 17年排ガス基準 75%

低減達成かつ平成 27 年

度燃費基準＋15%達成車 

＜軽自動車の適用税率＞ 

車種区分 

税率(年税額) 

標準 

税率 

概ね

75% 

軽減① 

概ね

50% 

軽減② 

概ね

25% 

軽減③ 

三輪車 3,900 1,000 2,000 3,000 

 

四
輪
車 

乗

用 

営業用 6,900 1,800 3,500 5,200 

自家用 10,800 2,700 5,400 8,100 

貨

物 

営業用 3,800 1,000 1,900 2,900 

自家用 5,000 1,300 2,500 3,800 

＜軽自動車の取得期間および適用期限＞ 

取得期間 適用期限 

平成 29 年 4月 1日 

～平成 30年 3月 31 日まで 
平成 30 年度 

平成 30 年 4月 1日 

～平成 31年 3月 31 日まで 
平成 31 年度 

４．平成２９年度一般会計補正予算 
歳入歳出それぞれに２億７，６２３万２千円を追加

し、総額５２４億３２４万８千円とする補正予算の提

案がなされ、賛成多数にて可決しました。 
＜補正された主な追加事業＞ 

事業名 金額（円） 

生活保護費(医療付与費の増加による) 299,861,000 

児童福祉・発達支援給付費事業 51,385,000 

放課後児童健全育成推進事業費 11,753,000 
 

☆☆☆ 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） 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.shinjiyahiro.com/  

みなみがおか幼稚園 
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平成２９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、働き方改革として「教職員の多忙化」、また、市民活動の活性

化として「活動拠点の充実」についての質問を行いました。主な内容は下記となり

ます。 

〔質 問〕 
(1)政府は、２０１６年９月より、働き方改革に取組

んでいるが、本市の教職員の勤務状況は、全国平
均等と比較してどのような状況にあるのか?  

(2)本市では、生徒のＩＣＴ化は進みつつあるが、教
職員のＩＣＴ化も進めるべきではないか? 

(3)平塚市のように教職員個人にメールアドレスを付
与してはどうか? 

〔回 答〕 
(1)１２月の５日から１１日の１週間を調査期間とし

て、市内小中学校全２２校の教職員７０６名を対
象に実施したアンケート結果(教職員の勤務実態
等調査報告書)では、週６０時間以上勤務していた
教諭は、全国平均と比較した場合、若干下回った。 

(2)現在、小学校の校務支援ソフトの導入に続き、中
学校においても校務支援ソフトが導入され、通知表や
指導要録の作成が行われている。 

本来、校務支援ソフトの導入は、通知表と出席簿、
指導要録の作成を目的としてきたが、中学校では
更なる負担軽減を図る為、評定を含む進路指導に
関わる資料の作成に活用できるよう検討を進め
ている。 

(3)学校に付与されている１つのメールアドレスを
全教員がグループで共有し利用する形態等、メー

ルを付与
した場合
の経費や
効果、現
場の教職
員の意見
や課題を
見極めな
がら検討
を進めた
い。 

これまでの授業は、各教師の特徴を活かしたもの

で、教師個人・個別の内容となっている。 

その為、教師それぞれが同じ量の苦労をすることに

なっている。今後は模範となる授業の画像を共有し、

その映像を教師や生徒が観れる環境をＩＣＴで実現

し、チームとしての働き方改革をすべきである。 

〔質 問〕 
(1) 年々、超少子高齢社会の進行により、本市の財政

状況は厳しさを増しており、今後は「協働」によ
るまちづくりが求められている中で、「協働」を
支援する「市民活動サポートセンター」としての
課題や問題点は何か? 

(2) 「市民活動サポートセンター」はどこに置くべき
だとお考えか?  

(3)多くの市民が集う大手スーパーや企業、団体等と
連携協定を結ぶべきではないか? 

〔回 答〕 
(1)「市民活動サポートセンター」の問題点は、利用

者が１日平均で約１０人と利用率が低いことに
ある。原因は、駅からの徒歩圏でないことや開館
時間が午後６時までと、学生や社会人等の若い世
代が利用しにくい環境となっていることだと考
えている。 

(2)岐阜県各務原市のように、イオンモールのような
場所へ拠点が設置で
きれば、多くの人の
目に触れ、様々な立
場の人が集まり交流
する、新たな地域コ
ミュニティの核とな
りうる可能性がある
ので、今後研究して
いきたい。 

(3)市民の価値観やニーズも複雑・多様化する中で、
行政には、今まで以上にきめ細かい対応や地域の
特色を生かした対応が求められている。市民の主
体的な活動やボランティア活動をまちづくりへ
どう生かしていくのか更に検討し、企業等との連
携・協定については関係部署とも連携して研究し
ていきたい。 

大手スーパーに拠点が設置できれば、市民活動の
支援に加え、市外からの移住促進や市民の投票所と
しての利用も可能となる。庁内各部署と横断的に連
携し、十分な研究及び検討をお願いしたい。 

☆☆☆ 市政相談は「やひろ伸二後援会」事務所まで ☆☆☆ 

１．働き方改革 

・教職員の多忙化について 

２．市民活動の活性化 

・活動拠点の充実について 


