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令和２年９月秦野市議会第 3 回定例会(決算議会)が 9 月７日～１０月６日の会期

で開催され、市長提出議案１４件、報告６件、陳情６件（継続審査含む）、議提議

案１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. 令和元年度の決算を認定 
 令和元年度の一般会計及び 3つの特別会計(国民健

康保険・介護保険・後期高齢者医療)と公営企業会計

(上下水道)の決算を認定(承認)しました。 

本市の市税状況については、平成 30年度と比較し、

個人市民税では固定資産税が新築住宅の増加などに

より 5,021 万円(0.5％)増、軽自動車税の新税率適用

などにより 1,306 万円(4.4％)増となりました。一方

で法人市民税は企業業績の低迷により 5,161 万円

(0.6％)減となるなど、市税全体としては 8,815 万円

(0.4％)減となり、一昨年の 1 億 5,835 万円の減収と

比較すると減収額は減ったものの、財政運営は依然

として厳しい状況となっています。また、平成 30 年

度と比較して、扶助費は 6 億 6,927 万円増と一昨年

の増加額の 2 億 6,797 万円増と比較して大きな負担

となっています。 

私は予算決算常任委員会の座長を務める立場か

ら、自ら纏めた審査結果に沿い賛成しました。 

なお、主な会計の金額は、下表の通りです。 
＜令和元年度 主な決算額＞ 

会計名 歳 入 歳 出 
一般会計 500億 6,980万円 485億 1,125万円 

特
別
会
計 

国民健康 

保険事業 
171億 7,095万円 171億 5,662万円 

介護保険 

事業 
124億 3,277万円 123億 1,571万円 

後期高齢者

医療事業 
22億 3,935万円 21億 3,054 万円 

 

２. 市立小中学校学習用端末等の購入 
 教育 ICT 環境の整備(GIGA スクール構想)の一環と

して、学習用タブレット端末等を購入するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により提案がなされ、賛成

多数で可決しました。 

なお、契約先や金額などは下表となります。 
＜契約先や金額、納期、台数など＞ 

契 約 先 株式会社ＪＭＣ神奈川中央支店 

契約金額 554,590,575円(税込) 

納入期限 令和 2年 12月 28日 

台  数 12,495台 

タブレット 

(主な仕様) 

OS: グーグル・クローム OS 

サイズ：10.1インチ(タッチパネル入力対応) 

重量：タブレット本体にキーボード接続時で 960ｇ 

ｿﾌﾄｳｪｱ：ｸﾛｰﾑ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞのﾗｲｾﾝｽ 
 

３.東海大学前駅北口にエレベーター等 

 市道 65号線のエレベーター及び東海大学前駅北口

既存階段へ上りエスカレーターを設置する請負契約

を締結する提案がなされ、賛成全員で可決しました。

なお、契約先や金額、工期などは下表となります。 
＜契約先や金額、工期など＞ 

契 約 先 株式会社関野建設 

契約金額 265,100,000円(税込) 

工  期 ～令和 4年 1月 21日 
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☆☆☆ 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） 

ホームページ：http://www.shinjiyahiro.com  
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伊勢原清掃工場やはだのクリーンセンター、秦野

斎場などを所管する秦野市伊勢原市環境衛生組合議

会第 3 回定例会が、10 月 8 日(木)の会期(一日間)で

開催されました。 

議案1件、報告1件が提案され、賛成全員で認定(承

認)しました。今回、可燃ごみの減量策として、私が

提案した、「ごみ減量状況のホームページへの掲載」

が実施されたことが分かりました。 

令和 7 年度末には伊勢原清掃工場が停止しますの

で、市民の皆様のさらなるご協力をお願い致します。 

秦野市伊勢原市環境衛生組合 議会 
令和２年第３回定例会報告 

完成予想図 
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令和２年９月 第３回定例会 一般質問内容 やひろ伸二 
 

地域コミュニティの活性化には、自治会の力が欠かせないと言われますが、昨今、

自治会への入会者が減り、困っているとの声を自治会役員の皆様からお聞きします。 

また、地元西地区曲松自治会の方々からも問題提起をいただき『自治会の在り方』

について質問を行うこととしました。主な質疑内容は下記となります。 

 
世界を襲った新型コロナウイル

ス感染症により、地域活動や自治

会活動が非常に困難な状況にあ

る。「個人を幸福にしない日本の組

織」の著者 太田肇 氏は、『自治会

は、自発的、自立的を前提とした

組織とされているが、現実的には

全員加入の元に組織化される行政

の下請け組織である』と述べている。しかしながら、

阪神・淡路大震災(25 年前)や東日本大震災(9 年前)

では、災害発生時の初期救助活動や情報の伝達など

地域コミュニティが大きな役割を果たしたことで、

再度注目が高まり、地域住民からも自治会業務が高

く評価された。また、本市でも東日本大震災直後の

自治会加入率が一時的に高くなった経緯がある。 

 
(1)本市におけるこれまでの自治会加入率の推移と

現状分析は？ 

(2)近隣他市の自治会加入率は？ 

(3)今後、どのような対策を講じる予定なのか？ 

(4)デジタル・メール自治会員のような会員制度を検

討しては？ 

 
(1)本市の自治会加入率は、毎年 1％程度ずつ減少し、

令和元年 4月 1日現在では 61.00％となっている。

加入率の減少は、急激な少子高齢化などの社会環

境の変化に伴い市民の価値やライフスタイルが多

様化し、共助の意識が希薄化したことが考えられ

る。また、活動の担い手不足や役員の高齢化、固

定化なども影響し、自然災害や防犯、環境美化と

いった地域課題の解決に向けた取組みを行うこと

が困難な状況になってきていると考えられる。 

 

 
(2)令和元年 4月 1 日現在の近隣他市の状況は、伊勢

原市 78.9％、平塚市 71.7％、厚木市 63.7％、小

田原市 75.3％となっている。 

県内で加入率が最も高いのは三浦市 95.8％、最も

低いのは座間市の 47.7％である。 

 
(3)自治会連合会のホームページを

準備している。さらに、若年層の

地域参加や高齢者の社会的孤立

などの課題を解決するため、小田

急電鉄株式会社が開

発した、自治会内の情

報交換に特化した

SNS『いちのいち』の

実証実験を行っている。 

(4)情報通信技術の活用が苦手な方への対応、なりす

まし、誹謗中傷への対策を講じる必要がある。し

かし、特に緊急時等に必要な情報提供が迅速に行

えるという地域コミュニティの新たな手段でも

あると考える。今後『いちのいち』の検証結果も

併せ、本市でのデジタル自治会の有効性などにつ

いて自治会連合会と協議していく。 

 
本市が昨年度に実施した Web アンケートでは、

20 代の男性と 50 代以上の女性が「自治会加入に

メリットがない」と答えている割合が高い。 

この年代・性別にとっての加入ニーズを調査する

必要があると考える。また、SNS『いちのいち』を

活用できるよう、自治会へ ICT 担当を設置する検討

をしてもらうことや、導入することで可能となる災

害時の安否確認・登録、避難所開設・確認を活用で

きるようデータの管理を市が代行するなどの検討を

行い、コロナ禍のピンチをチャンスに変え、自治会

加入率を上げて欲しい。 

☆☆☆ 市政相談は「やひろ伸二後援会」事務所まで ☆☆☆ 

１．自治会加入率 

質 問 

回 答 

回答(つづき) 

◆◇ 意見・要望 ◇◆ 

 

 

 

６年前のデータでは、 

本市は、県内で 

ワースト４位 

 


