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令和２年１２月秦野市議会第４回定例会が１１月２６日～１２月１５日の会期で開

催され、市長提出議案１６件、報告３件、陳情８件、委員会提出議案３件、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. 市特別職、市議会議員、市職員の 

ボーナス0.05月分引き下げ 
 人事院勧告により国家公務員のボー

ナスが 0.05 月分引下げられたことを受

け、本市では特別職(市長、副市長、教

育長)、市職員、市議会議員の期末勤勉手当(ボーナ

ス)を 0.05 月分引下げ、年間 4.45 か月とする３議案

が出され賛成全員で可決しました。 

 人事院によると、新型コロナウイルス感染拡大の

影響により、民間事業所におけるボーナスは昨年８

月から本年７月までの直近１年間の支給割合が、国

家公務員の支給数を 0.05月分下回ったことから同月

分を引き下げる勧告を出しました。なお、特別職と

市議会議員の報酬につきましては、５月１日の臨時

会で市長 20％、副市長 10％、教育長７％、市議会議

員７％の今年度の報酬を削減済みですので、その報

酬に対しての期末手当の支給となります。 
＜12 月の期末勤勉手当額 昨年との比較＞ 

職 名 昨年の支給額 今年の支給額 
市 長 2,595,070円 2,004,468円 

副市長 2,124,748円 1,846,332円 

教育長 1,892,354円 1,699,203円 

議 長 1,451,160円 1,303,041円 

副議長 1,263,240円 1,134,302円 

議 員 1,158,840円 1,040,558円 
 

２. 予算を補正 
市職員などの期末勤勉手当(ボーナス)の引下げな

ども含めた予算の補正案が出され、賛成多数又は賛成

全員にて可決しました。下記に一般会計と特別会計の

人件費を除いた主な事業を記載します。「中学校施設

改修事業費」は、給食運搬用のエレベーター未設置校

４校分５基を設置するため高額となっています。ま

た、中学校の給食費を公会計化し、「学校給食費管理

システム賃借料」として令和２年度から８年度までの

合計 5,033 万円を債務負担行為として設定しました。 
＜補正予算で金額が大きい主な事業＞ 

事業名 予算額 

中学校施設改修事業費(エレベーター) 4億 6,390万円 

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 1億 1,029万円 

通学路整備工事費 2,550万円 

国庫支出金等返納金 1,611万円 

公務災害補償等経費 985万円 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 270万円 
 

３.電気自動車の急速充電施設の基準変更 
 国の省令の一部が改

正されたことにより、急

速充電施設の出力の上

限が 50kW から 200kW ま

で拡大されたことに伴

い、設置基準や設置する

場合の届出を義務付け

る内容の提案がなされ、

賛成全員で可決しました。地球環境問題に伴い、欧州

などが先行して電気自動車の普及を進めています。本

市のエコカー率が高まることを期待致します。 
＜新たな火災予防上必要となる処置内容＞ 

対象部位 処置の内容 

機器本体 建築物からの離隔距離の確保 

コネクター 不時の落下防止 

充電用 

ケーブル 

① 漏れた冷却液が内部基盤等の機器に影響

を与えない構造 

② 冷却液の流量及び温度の異常の自動検知 

③ 異常検知時の自動停止 

開閉器 
① 開閉器の異常の自動検知 

② 異常検知時の自動停止 

蓄電池 
① 温度及び制御機能の異常の自動検知 

② 異常検知時の自動停止 
 

４.総合計画 基本構想を可決 
本市の長期的展望に基づき総合的かつ計画的に市

政を推進する指針となる「秦野市総合計画基本構想」

が議案として提案され可決しました。 

なお、都市像と実現のための基本目標は下記とな

ります。 
 

 

 

 

 

 

☆☆☆ 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  

 
▲市内のコンビニにある急速充電設備 

 

＜都市像＞ 

「水とみどりに育まれ誰もが輝く暮らしよい都市
ま ち

」 
 

＜都市像実現のための基本目標＞ 

1. 誰もが健康で共に支えあうまちづくり 

2. 生涯にわたり豊かな心と健やかな体を育むまちづ

くり 

3. 名水の里の豊かな自然と共生し安全･安心に暮らせ

るまちづくり 

4. 住みたくなる訪れたくなるにぎわい･活力あるまち

づくり 

5. 市民と行政が共に力を合わせて創るまちづくり 
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令和２年１２月 第４回定例会 一般質問内容 やひろ伸二 
 

少子高齢化や人口減少など、社会情勢の変化により、本市の市税の約４０%を占め

る個人市民税の税収は減少しています。将来の街を担う世代「若年層」に選ばれる街

となるためには、税収の確保が必要であると考え「『選ばれるまち』若者世代に選ば

れる施策」について質問を行いました。主な質疑内容は下記となります。 

 

 
(1) 本市の自主財源「市税」は、2012 年度から７年

間で約４億円減少し、特に市税の 40％を占める

個人市民税の減少は顕著であり、将来を担う若

者世代が暮らす場所として本市を選ばれるよう

にしなければならない。本市の生産年齢人口の

推移と傾向は？ 

(2)近隣に東海大学があり、市内にも多くの学生が暮

らしているが、現在、本市役所で働いている同大

学の出身職員は何人か？ 

(3)本市の人口

一人当たり

の個人市民

税額は、鎌倉

市、厚木市、

伊勢原市と

比較しても

低い状況に

ある。本市が行なっている若者世代に選ばれるた

めの取組みは何か？ 

(4)コロナ禍をチャンスと捉え、表丹沢野外活動セン

ターを「ワーケーション」ができるスポットとし

移住などのＰＲをできるようにしては？ 

(5)静岡県牧之原

市では、「対話

による協働の

街づくり」を市

政運営の柱の

一つとし、高校

生ファシリテ

ーター育成に

より地域リー

ダー育成と郷土愛が醸成されているが、本市の中

高生に対する郷土愛の醸成策は何か？ 

 
(1)本市の生産年齢人口(15 歳～64 歳)は、2000 年の

約 123,500 人をピークに減少し、2015 年までの

15 年間で約２万人が減少している。また、本市

は高齢者の増加も相まって、医療・福祉分野や情

報通信業が拡大し、産業別就業者の割合における

第３次産業就業者は、1990 年の 59％から 2015 年

の 71％へと増加し、製造業を中心に発展してき

た本市は、電機・自動車メーカー等の事業再編に

より働く場所の減少及び働く世代が大都市へと

転出し、生産年齢人口が減少している。 

 
(2)本年４月１日現在で、東海大学並びに東海大学大

学院を卒業して入庁した職員は、常勤職員 1,091

名中 108 名で出身大学別では最多となっている。 

(3)現在、大学の教育課程との連携強化を進め、東海

大学の教育課程との提携事業では、2019 年 5 月

から、教職課程を履修している学生が、市内の全

小・中学校において学習支援を行う教科学習支援

員の派遣を行っている。2019 年度からは学生が

秦野の浮世絵を活用した企画展示を行う取組み

も始めた。また、市内小学校で学生が講師役とな

り食育指導や不法投棄ごみを減らすための研究

を、現在、実施に向けた検討を進めている。さら

に、上智大学短期大学部とは、外国籍児童・市民

への学習・日本語支援を行う「カレッジフレン

ド」、「コミュニティフレンド」事業のほか、社会

活動を通じて市民性を育む授業、「サービスラー

ニング入門講座」において、本市職員が講師とな

り、「秦野」について学んでもらっている。 

(4)現在作成中の第２期秦野市観光振興基本計画

(案)の中で野外活動センターをワーケーション

対応施設として盛り込み、調査を始めた。 

(5)市外から通学する生徒もいる高校生を対象とし

た効果的な施策は、なかなか継続していくことが

難しい。昨年２月に結成された学生団体Ｅ４は、

「私たちの秦野に良い影響を与えられるよう活

動しよう」という思いで市内在住、在学の高校生

を中心に市のイベントや自主企画で、高校生なら

ではの視点を活かした活動などを続けている。街

づくり活動としての地域と高校生の交流の第一

歩を踏み出すことができれば、団体から学校全

体、地域から市域全体へと将来的な広がりも期待

できる。そうした多くの若者が地域に愛着と誇り

を持てるように繋げていきたい。 

 
これまで、高校生世代に対する施策は非常に少な

く残念である。私はキャリアプランが芽生える高校

生へのアプローチが効果的だと考える。また、学生

団体Ｅ４の活動報告「インハ

イ」を拝読し、皆さんの秦野愛

を感じた。高齢化率が 30％を

超えた今、本市の将来を支える

若者世代に選ばれるよう本市

で育つ高校生や大学生に郷土

愛を感じてもらう施策と、若者

が交流できる拠点の設置を同

時に実現して欲しい。 

☆☆☆ 市政相談は「やひろ伸二後援会」事務所まで ☆☆☆ 

１．若者世代に選ばれる街 
質 問 

回 答 

回答(つづき) 

◆◇ 意見・要望 ◇◆ 

 

 

 

 


