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平成２２年度当初予算など

条 例 の 制 定

▽地域手当支給率の改正
地域手当の支給率を
から１００分

の６・５ に変更します。た

１００分の

休業に関する条例
だし、経過措置として、平

●碧南市職員の自己啓発等
公務を取り巻く社会環境

歳入歳出総額を３０９億９

５１０万３千円としました。

主な増額は、障害者グルー

プホーム等施設整備費補助

事業、中小企業振興対策補

その他議案等

●第５ 次碧南市総合計画基

本構想について

社会経済環境の動向や市民

の長期的なまちづくりの指針

の意向を十分に踏まえ、平成

「第５次碧南市総合計画基本

助金交付事業等です。

康保険特別会計補正予算

構想」を定めます。碧南市の

日までの間に

おける支給率は、１００分

（第２号）

将来像を「ひとのわで 楽し

年３月

の８とします。平成

歳入・歳出それぞれ１４

成

職員に自発性や自主性を生

は、全会計で８３００万円

７０万円を減額し、歳入歳

の変化に対応できるよう、
かした幅広い能力開発や国

の減額となります。

年間

際貢献の機会を提供するこ

●碧南市職員の公益的法人

さつくる みなとまち へきな

における新たな市民と行政の

年度を目標に今後

とを目的として、職員の自

出総額を６１億４９８３万

ん」と設定し、地方分権時代

年度碧南市国民健

己啓発等休業に関し必要な

等への派遣等に関する条

７千円としました。

年度碧南市交通災

削除します。

６７ 万４千円を増額し、歳

協働の形を形成し、安心・安

部を改正する条例

●碧南市特別職の職員で非

入歳出総額を８５１７ 万５

害共済事業特別会計補正

市長の事務部局の職員の

常勤のものの報酬及び費

千円としました。

● 外国人へ参政権を付与する

福祉事業団の解散に伴い、

減員及び市民病院の医療体

用弁償に関する条例の一

主な増額は、特別会計の

法案提出に反対する意見書

全な環境のもと、楽しさを感

制の充実等による定員の見

部を改正する条例

廃止による余剰金７５３５

予算（第１号）

直しを行います。

婚礼衣しょう貸出事業を

万１ 千 円 を 一 般 会 計 へ 返 還

当該団体を派遣先団体から

●碧南市職員の勤務時間、

廃止することに伴い、婚礼

陳

情

結

果

意見書を提出しました。

衆参両院議長及び政府に

議員提出議案

ちづくりを推進します。

休暇等に関する条例等の

する繰出金です。

年度碧南市介護保

衣しょう専門委員の報酬の

●平成

険特別会計補正予算（第

●碧南市議会への陳情

算

３号）

予

歳入・歳出それぞれ５１

年度碧南市一般会

不採択
･････
●「外国人への参政権を付

●平成

９６万３千円を増額し、歳

採択
･････

計補正予算（第６号）

対する陳情

与する法案」の提出に反

０万２千円としました。

入歳出総額を３３億３９７

正

一部を改正する条例

します。

21
歳入・歳出それぞれ３億

補

規定を削除します。

じることができる創造的なま

●平成

事項を定めるため、条例を

例の一部を改正する条例

●平成

11

歳入・歳出それぞれ７０

年度

制定します。

社会福祉法人碧南市社会

条例の改正

32

職員の勤務時間の短縮及

●碧南市職員定数条例の一

21

21

22
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31

案
議
平成２２年３月市議会定例会は、２月２２日から３月１８日まで、２５日間の会期で開
会しました。会期中に条例議案５件、補正予算議案５件、当初予算議案９件、そ
の他議案２件及び議員提出議案１件の合計２２件を審議しました。
また、陳情を総務部会で１件、経済建設部会で１件、それぞれ審査しました。

23

１３１７万４千円を減額し、

21

び地域手当支給率等を変更
▽勤務時間の改正
分に短縮

職員の勤務時間を１日８
時間から７ 時間
します。

45

３月市議会定例会

議案２２件と陳情２件を審議

そのうち、主な議案等は次のとおりです。

●衛生費

年度に策定した実施設計

修景池、せせらぎ等の親水

を基に第１期工事に着手し、

補助事業

▽住宅用太陽光発電設置費

●総務費

光発電施設を設置した経費

施設の整備を行います。

消費電力が少なく長寿命

に対する補助金の額を、１

設、園路広場舗装、休養施

自己の居住用として太陽

であるＬＥＤ灯を１２０基

ＫＷ当たり４万５千円から

設、植栽等の整備を行い、

▽前浜広場整備事業

設置します。

７万円に増額します。

平成

年３月の供用開始を

第２ 期 工 事 と し て 遊 戯 施

●民生費

▽低公害車購入費補助事業

とした福祉の拠点づくりを進

老朽化に伴い、障害者を中心

心身障害者福祉センターの

５万円補助します。

経費に対して、１台につき

リッド自動車）を購入した

（電気・天然ガス・ハイブ

め、平成

育環境、耐震性の向上のた

本館校舎改築により、教

▽大浜小学校校舎改築事業

●教育費

目指します。

めるため、福祉センター建設

●労働費

年度で実施設計・
の基本設計を実施します。

仮設校舎設置・既設本館校

▽保育園保育室エアコン設

陽光発電を設置します。

対して、補助金を交付しま

より雇用した中小企業者に

を公共職業安定所の紹介に

業を余儀なくされた離職者

基本設計を行います。

め、平成

育環境、耐震性の向上のた

北棟校舎改築により、教

▽新川小学校校舎改築事業

舎解体撤去を行います。

置事業

す。

▽碧南緑地整備事業

厳しい経済情勢の中、失

夏季休業のない保育園に

●土木費

年度で地質調査・
おいて児童の体調管理に配

▽鷲塚下水路築造事業

年の公共下水道整

芝生広場を改修し、市民か

ら要望の強い少年サッカーグ

ランドとして整備します。

平成

▽臨海体育館改修事業

部屋

備に併せて、地域の安全確

屋根の漏水の抜本的対策

保と適正な雨水管の設置を

図るため、雨水既設管の布

として、平成

年度に

設替えを実施します。

屋根改修工事を実施します。

・

対象に、１人につき月額

▽街区公園整備事業

三宅公園について、平成

22

中学校修了までの児童を

▽子ども手当支給事業

４・５ 歳児の保育室

22

新川・中央児童クラブに太

22
慮するため、公立保育園の

ーン化推進事業

▽緊急雇用奨励補助事業

自己が使用する低公害車

23

▽児童クラブ省エネ・グリ

事業

▽
（仮称）福祉センター建設

▽防犯灯整備事業

主 要 事 業

21

にエアコンを設置します。

23
１万３千円の子ども手当を
支給します。
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20

23

増減率
△ 8.6％
△ 1.0％
△ 4.2％
187.4％
△ 2.6％
△ 28.4％
3.2％
10.2％
4.8％
△ 1.8％
6.5％
△ 4.1％
前年度との比較
△２５億４,０７４万円
△１億３,５３２万円
△２億５,６１６万円
６,０００万円
△８，２７８万円
△１，０９１万円
１億 ６２１万円
６，２８２万円
４億８，３９６万円
△３,６１４万円
５億２,０１０万円
△２１億９,２１０万円
平成２２年度当初予算額
２７１億 ８６６万円
１３１億３,５０８万円
５８億１,０７４万円
９,２０１万円
３１億１,３３８万円
２,７５６万円
３４億１,０４９万円
６億８,０８６万円
１０４億８,１８３万円
１９億７,１１１万円
８５億１,０７１万円
５０７億２,５５８万円
会 計 名
一般会計
特別会計
国民健康保険
老人保健
公共下水道事業
訪問看護事業
介護保険
後期高齢者医療保険
企業会計
水道事業会計
病院事業会計
総 合 計

当初予算
平 成 ２２ 年 度

平成２２年度の一般会計、各特別会計、水道事業会計及び病院事業会計を合わせた歳出総額は、
５０７億２,５５８万円で、前年度の当初予算と比較して、２１億９,２１０万円（４.１％）の減額となりました。詳し
い内容は、広報へきなん４月１５日号をご覧ください。
［平成２２年度 会計別当初予算 総括表］

３月市議会定例会に上程された議案等の審議結果
会派別賛否
議 案 等 の 名 称

条
例
補正予算
当初予算
その他
意見書

碧南市職員定数条例の一部を改正
する条例
碧南市職員の勤務時間、休暇等に関
する条例等の一部を改正する条例
碧南市職員の公益的法人等への派遣等
に関する条例の一部を改正する条例
碧南市職員の自己啓発等休業に関
する条例
碧南市特別職の職員で非常勤のも
のの報酬及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例
平成２１年度碧南市一般会計補正予
算（第６号）
平成２１年度碧南市国民健康保険特
別会計補正予算（第２号）
平成２１年度碧南市交通災害共済事
業特別会計補正予算（第１号）
平成２１年度碧南市公共下水道事業
特別会計補正予算
（第１号）
平成２１年度碧南市介護保険特別会
計補正予算（第３号）
平成２２年度碧南市一般会計予算
平成２２年度碧南市国民健康保険特
別会計予算
平成２２年度碧南市老人保健特別会
計予算
平成２２年度碧南市公共下水道事業
特別会計予算
平成２２年度碧南市訪問看護事業特
別会計予算
平成２２年度碧南市介護保険特別会
計予算
平成２２年度碧南市後期高齢者医療
保険特別会計予算
平成２２年度碧南市水道事業会計予算
平成２２年度碧南市病院事業会計予算
第５次碧南市総合計画基本構想に
ついて
愛知県後期高齢者医療広域連合を
組織する地方公共団体の数の減少
及び愛知県後期高齢者医療広域連
合規約の変更について

採決結果

新政会12名
日本共産党
（議長・欠席
３名
１名を除く）

公明党
２名

市民クラブ
２名

無会派
１名

原案可決

○

×

○

○

○

原案可決

○

○

○

○

○

原案可決

○

×

○

○

○

原案可決

○

○

○

○

○

原案可決

○

○

○

○

○

原案可決

○

○

○

○

○

原案可決

○

○

○

○

○

原案可決

○

○

○

○

○

原案可決

○

○

○

○

○

原案可決

○

○

○

○

○

原案可決

○

×

○

○

○

原案可決

○

×

○

○

○

原案可決

○

×

○

○

○

原案可決

○

×

○

○

○

原案可決

○

○

○

○

○

原案可決

○

×

○

○

○

原案可決

○

×

○

○

○

原案可決
原案可決

○
○

×
×

○
○

○
○

○
○

原案可決

○

×

○

○

○

原案可決

○

○

○

○

○

外国人へ参政権を付与する法案提
原案可決
出に反対する意見書

○

×

×

×

×

○……賛成
2010.5

×……反対
へきなん議会だより



市政を問う
３月市議会定例会総括質疑

３月定例会では、３月４日・５日の２日間、12人の議
員が平成22年度の施政方針、教育行政方針及び当初予算
などに対し総括質疑を行いました。その質疑と答弁の一
部を要約して掲載します。（総括質疑については、質疑
者から提出された原稿で掲載しています。）
質疑・答弁の詳細は、碧南市ホームページ内の市議会
のページ「市議会の映像」か、市民図書館、各公民館に
配布する５月下旬発行予定の「３月市議会定例会会議
録」でご覧ください。

業について
３ 油渕都市公園について
４ 地域自殺対策緊急強化に
ついて
５ 面整備事業について
石 川 長 海︵新政会︶
１ 平成 年度の最重点事業
について
２ 平成 年度の教育行政方
針について
板 倉 虎 彦︵新政会︶
１ 商工業振興費について
石 川 輝 彦︵市民クラブ︶
１ 平成 年度施政方針と予
算編成の考え方について
２ 教育行政について
３ 安心・安全に向けた諸施
策の強化について
４ 市営墓地政策について
杉 浦 和 彦︵清和会︶
１ 第５ 次碧南市総合計画基
本構想の策定
２ 教育行政方針について
石 井
拓︵新政会︶
１ 施政方針の内、産業基盤
の充実について
岡 本 守 正︵日本共産党︶
１ 地球温暖化防止と自然エ
ネルギー利活用、及び生
ごみ、剪定枝の資源化
２ 碧南市藤井達吉現代美術
館・碧南海浜水族館運営
について
３ 住宅リフォーム助成制度
について

22

22

22

質疑者と質疑事項
山 口 春 美︵日本共産党︶
１ 第５次総合計画について
２ 碧南市住生活基本計画に
ついて
下 島 良 一︵日本共産党︶
１ 道路整備計画と官民の境
界画定について
２ 橋梁長寿命化と耐震計画
について
３ あおいパークの拡張計画
について
４ 市長・副市長の公用車廃
止について
杉 浦 哲 也︵新政会︶
１ 教育行政方針について
宮 田 裕 之︵公明党︶
１ 行財政改革について
２ 安心・安全対策について
３ 地球温暖化防止対策につ
いて
４ 環境整備について
５ 産業基盤の充実について
６ 福祉対策について
大 竹 敦 子︵公明党︶
１ 平成 年度施政方針につ
いて
２ 雇用施策について
３ 平成 年度教育行政方針
について
原 田 ちよ子︵新政会︶
１ 西端地区の雨水幹線の整
備事業について
地域内連携まちおこし事
２

へきなん議会だより
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5

22

22

14

75

32

・ 道路整備と官民境界確定

・あおいパーク拡張計画

・市長の公用車廃止

積の方向は決まっているか。
敷地面積は５２２５ ㎡で、
建設面積は１０００㎡で検討。
運営主体はＪＡが中心か。
基本設計の中でＪ Ａの参加
を検討したい。
加工施設や冷凍冷蔵施設を。
特産品の製造販売の中で
バックヤードとして検討したい。
税収の減収で婚礼衣装、車
山、 交通共 済など 廃止とな る。
レクサスなど廃止する考えは。
副市長の公用車２台を順次
廃車する。レクサスは使用する。
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・住民主役の総合計画を
・宮下住宅の建替え計画

26

・若者用住宅の確保を

22

35

日本共産党

下 島 良 一

市道大道平七線は道路整備
が行 われ 年が 経つ が、名 鉄線
立体交差工事計画を明らかに。
億円を上回る工事費が予
想される。今暫く検討が必要。
市道潮見亥新田線の舗装修
繕の早期実現を求める。
年度は前浜町地内を行い、
よしおい
年度 は 葭 生 町の 局部 的な 補修
を考える。
江口中田線は、西尾・岡崎
方面 からあ おいパー クへ の利用
が多 い、拡 幅工事を 行い 利用者
の安全を。
要望もあり検討したい。
市道霞浦９号線は境界確定
により 道路幅 員が狭 くなり 車の
出入 りが困 難とな った。通 行権
が守られる事を求める。
しかるべき手続きの上で、境
界の位置確認をしたので正しい。
あおいパークの拡張計画は
肉・ 魚・野 菜加工 品など 品ぞろ
えが 必要、 建設候 補地や 建設面

▲検討される江口中田線の拡幅

10

21

24

25

入居の促進を求めるべき。
機会をみて言う。
市営住宅の入居応募は競争
率 倍。 宮下 住宅 は、 Ｈ ・
設計 。 Ｈ ～ 年建 設の 計画 。
工事 区分を 明確 にし、 現在 戸
の空家への入居再開を。
工事計画は明確に したい。
一定の空家は必要。
市営住宅申込みの、多数落
選者に救済措置を行うべきでは。
心苦しくは思っている。近
隣市 の状況 を見な がらなん らか
の方法を検討したい。
10

日本共産党

山 口 春 美

わずか半年で策定した総合
計画 。基本 計画の具 体的な 施策
や年 次目標 数値も ない。 行政の
上位 計画とし て自 治基本 条例、
子どもの権利条例の実施を。
進めていく中で、必要があ
れば策定する。
大企業の法人税 ・７％に
し ２億円の増収を。年金削減、
医療 介護の負 担増 から高 齢者の
命と くらし を守る ため 、 歳以
上の医療費無料化も実施を。
行わない。
Ｈ 年度に１千万円の委託
費で作成する「住生活基本計
画」に、雇用促進住宅の保全を。
京都 府宮津 市では 民間社 宅の寄
付を 受け若 者用住 宅に活用 。碧
南市でも実施を。
調査し、ニーズを把握する
が容易ではない。
愛知県は、計画の中間見直
しを ・ 年で行う。金山県営
住宅のエレベーター設置。空家
23

18

▲建替えが計画される宮下住宅

22

22

20

22

22

・教育行政方針について

給食費の未納分を子ども手
当から天引きしてはどうか。
国に おいて法律等が整備さ
れれば十分可能と思われる。
中学生の携帯電話所持率は。
一昨年の調査では、約 ％
で３年生になると ％以上。
安全に使わせる為の対策は。
生徒・保護者への各種啓発
パ ンフレット の配 布、教師に は
情報 モラル 教育に 関 する研 修会
等、様々な対策をとっている。

公明党
50

70

・ＬＥＤ防犯灯

・地域振興補助金

・三宅公園整備

・あおいパーク拡張

ご指摘の要望は承知してい
る。その様な課題を解消する為、
産直 施設の 拡張が 求めら れてお
り、 新たな 拡張用 地を隣 地で確
保できればと考えている。
八村川幹線上部整備内容は。
伏見町から日進町まで総延
長約８００ｍ を整備していく。
暗渠部分と住宅の間に下水
路がある。一括整備の考えは。
歩道整備や必要な排水路、
下水路も含め同時に考えている。

へきなん議会だより
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22

35

宮 田 裕 之

年度から ＬＥＤ防犯灯整
備が計画されている。Ｗ数、照
明器具の形状、設置本数は。
Ｗ 以下のもので光が拡散
し全 体的に 明るく なる形 状の機
種を選び１２０基設置する。
年度から地域振興事務事
業補 助金が町 内会 加入世 帯実人
数に なる。 激変緩和 や町内 会加
入率アップについての考えは。
年度は市全体平均加入率
を下限として補助金を交付する。
今後は、行政も町内会と連携し、
魅力 ある町 内活動 が行わ れるよ
うな支援や加入率向上に努める。
三宅公園整備内容について。
多目的広場は ｍ × ｍ で
外周は高さ５ｍ の防球ネットを
設置 する。 調整池 は半分に 縮小
し、芝生広場等を整備していく。
あおいパークの産直市を広
くし てほし い。施 設を拡 張し産
直市 を別の場 所に移 して は。等
利用者からの声がある。対策を。

▲本年度120基設置されるＬＥＤ防犯灯

60

▲「生きる力」を育成する学校教育

新政会
55

杉 浦 哲 也

「生きる力」の育成とは。
思いやりと向上心があり、
社会に役立つ人間の育成である。
教育長が望む「社会に役立
つ人間」の理想像とは。
人格の完成を目指す意思を
持ち ながら 、自分 の適性に 即し
て、自立した生活ができる人間。
家庭、学校、地域が連携し
て支 援をし ていく 体制づ くりの
為の具体的な役割分担とは。
家庭では生活習慣や善悪の
判断 を培い 、学校 では確 かな学
力、 豊かな 人間性 、健康 な体を
育て 、地域 の中で 社会性 や他人
を思いやる心を養う事である。
不登校児童・生徒の現状は。
小学校８名、中学校 名の
合計 名で昨年よりやや多い。
不登校問題への対応策は。
新年度から市の単独事業と
して 、教員 を目指 す大学生 が相
談員 となり 小中学生 を支 援する
ハートフレンド事業を実施する。
63

20

50

60

21

・西端地区の雨水幹線

・中田川排水整備事業と
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・市政方針について
・雇用施策について

水質浄化について

事業 油ヶ渕 浄化デ ーや水 質モニ
タリ ング調 査、市 民の自 主的な
活動 、葦の 刈り取 り、ご み拾い
など 継続的に なさ れた結 果、全
国の 湖沼で 、水質汚 濁が 、かつ
て は ワ ー ス ト３ 位 か ら５ 位 で
あったものが、平成 年度では、
全 国ワー スト 位に なる まで 改
善している。
今後の展開について。
新たな目標に向けた計画を
検討し、地域住民や関係団体と、
実効的な取り組みを進めたい。

20

・教育行政方針について

業のねらいと効果は。
現状の支援では課題が多い。
専門 的な知 識を持 った支 援員に
よる長期的な視点で実施する。
児童への支援は学校と連携して
進路への課題に取り組んでいく。
「家庭教育」で子どもたち
が人 間性の 育成の 基礎を育 てて
いくための取り組みとは。
家庭・学校・地域の連携を
図り、きまりを作るなど家庭が
親子 の話し 合いの 場とな るよう
なきっかけ作りに努めていく。

16

原 田 ちよ子

21

新政会

西端地区の雨水排水の整備
を要 望して きたが 、これ までの
経緯について問う。
年に 都市計画決定の変更
をし 、今後 都市計画 法と下 水道
法の 事業認 可の変更 手続き をす
る予 定であ る。陣 屋排水 区は
年度で整備完了し今後稼動する。
年度の事業費内容を問う。
中田川排水区は、約
４０００万余円の事業費で、ポ
ンプ 場基 本設計 と管渠 詳細設 計
をする。
ポンプの能力について問う。
陣屋ポンプ場の４倍の排水
能力が必要で、ポンプの台数は、
４基を想定していきたい。
完成予定について問う。
中田川排水区は、県営油ヶ
渕水 辺公園 の第一 期開園 予定の
平成 年度を目標としている。
油ヶ渕の水質浄化について。
下水道の整備や、川底の浚
渫等 継続し てきた。 市民 参加の

▲整備が進められる中田川

22

22

21

22

28

大 竹 敦 子

12

公明党
生活習慣病予防健診事業の
女性専用日を増やす考えは。
この５年間で６回から 回
に増やしている。１回増やすご
とに 約 万円 かか るので 、今 後
の状況を見て検討する。
年度、 歳から 歳まで
５歳刻みで実施された乳がん・
子宮 頸がん 検診無 料クー ポンの
国庫補助率が 年度は ％に削
減されるが、その継続実施は。
結果として受診率がかなり
増え、効果があった。 年度は
市が残りの半分を負担し、 年
度と同じ形式で継続実施する。
「碧南市らしい市民協働の
しくみの構築」の将来像は。
まだ見えていないが、「へ
きな んの協 働を考 える会 」で検
討中 であり 、新年 度中に 提 言を
まとめる。会議の内容は随時
ホー ムペー ジ・広 報などで 周知
する。
自立支援プログラム実施事
▲へきなんの協働を考える会

30

21

・平成

年度の最重点事

業について
・教育行政方針について

新政会

板 倉 虎 彦
信用保証料補助事業につい
て、今後の増額予定は。
中小企業を取り巻く経済状
況が 厳しい 中、経 済環境 適応資
金の セーフ ティネ ット資 金や、
景気 対応緊急 保証 制度に よ る融
資の 利用が 非常に 多 く、 年度末
に 向かっ てさら なる融 資の利用
があ るもの と考え ている。 実績
を見 ながら 不足する 場合は 、補
正で対応したい。
利子補給事業について。
経営強化資金の長期資金の
利用 が多く 、また 融資金 額も高
額と なって いる。 経済状 況に よ
る補 助金の 見込み が難し い状況
です ので、 実績を 見なが ら補正
で対応していきたい。
償却資産新規取得 補助事業
について。
ほとんどすべての業種に わ
たっ て「売上 高が減 少し た」と
いう 状況で あり、 新たな「 設備
投資 は行わ なかっ た」と 回答し

・商工業振興費について

た企業が増加している。平成
年度 をピー クに 、申 請件 数・補
助額とも減少している。
商工業振興資金預託事業に
ついて。
県預託額に対して２分の１
の金 額を碧南 市が 預託する 事業
です が、他 資金が 主に 利 用され
減少しているのが現状である。
商工 業振興 費に つ いては 、実
績を見ながら、柔軟に対応する。

へきなん議会だより
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盤の 充実」 中小企 業の活性 化に
向け利子補給の補助等支援する。
⑸「 行財政 改革」 職員一人 一人
の能力のレベルアップを目指す。
⑹「 協働社会 の構 築」市民 参加
のイ ベ ント を支援 する。⑺ 「発
信力 の強化 」開か れた行 政を目
指し 積極的 な情報開 示や情 報提
供を目指す。
平成 年度の教育行政方針
について。
環境を考える教育を推進し、
思い やりと 向上心 があり 、社会
に役立つ人間の育成を目指す。

▲求められる教育施設の耐震化

18

▲求められる中小企業の支援

22
22

新政会

石 川 長 海

ＣＳ 市( 民満足度 を) 高める
ための職員研修と実績について。
市役所は常に 市民の満足を
考え 、それ を高め ていく という
視点に立たなければならない。
あらゆる機会を通じてＣＳミー
ティング、ＣＳマナー講習会、
ＣＳ メール 等を実 施して いる。
成果としてＣＳメールで受けた
アイディアから約５千万円のコ
スト 削減に 成功し た。職 員に は
市民に 感動 を与える 職員に なっ
てほしいと要望している。
平成 年度の最重点事業に
ついて。
第５次碧南市総合計画を策
定し 計画実 現に 向け 取り 組む。
７つの約束（マニフェスト）
⑴「 安心安全 」教 育施設 の耐震
化を 進める。 ⑵「 福祉」 子育て
家庭の経済的支援をする。⑶
「教育」小中学校にスクール
アシ スタ ント を配置 し生 徒の学
校生 活を支 援する。 ⑷「 産業基
22

年度予算編成と

・第５次市総合計画

・教育行政方針及び学校

10

へきなん議会だより

2010.5

・平成
教育行政方針の考え方

給食費の未納問題

累積滞納額は４１３万余円。今
年度の未納額は 月分までで
３３２万余円で合計７３２万余
円となっている。
未納滞納を絶滅させる努力
と方 策が必 要。未 納滞納 は受益
者負 担の原 則、公 平の原 則、教
育的見地からも許されない。
特に 今年度分の給食費に つ
いては、収納率１００％を目指
して 教育委 員会、学 校も 努力し
ていく。

▲未納滞納が増えている学校給食

・市営墓地政策について

▲増設が求められる市営墓地

と考えるが、教育長の見解は。
少年少女発明クラブで、児
童が活動しており、専門技術を
持つ指導員に指導を受けている。
美術館では、来館してもらい、
本物の作品を見てもらっている。
市営墓地は、市内に５ヶ所
あるが、空きがなく、墓を持つ
ことは難しい。今後の計画は。
平成 年度までに、１１３
６区画から１３００区画に増や
す計画で取り組む。

20

清和会

杉 浦 和 彦

２０２０年を目標年次とし
た碧南市総合計画が策定された。
市の将来目標と指針を示せ。
「ひとのわで、楽しさつく
る みなと まち へきな ん」を
目指 して、 住むこ とが楽 しい、
楽し さを創造 する ことが 出来る
町づくりを目指している。
計画策定にあたっての留意
点と推進の心構えは。
市民憲章を基本にして、７
つの理念を掲げ、将来人口を
７万７千人とし、計画の達成度
を理解し易く目標値を設定した。
長期展望に立ち財政や社会変動
に対応しながら推進する。
新年度の特色ある教育施策
は何か。
「生きる力」をつけるため
の教育が大切である。
学校給食費の未納滞納が
年々 増えて いる。 昨年ま での累
積滞納額と今年度の未納額は。
平成８年から 年度までの

12

22
32

市民クラブ

石 川 輝 彦

景気後退で市税収入が落ち
込む 中、財 政維持・ 回復 に向け
た取 り組み と、雇 用に向 けた就
労支援策、中小企業振興政策は。
事 業 の 見 直 し と ムダ の 排 除 、
コス ト意識 の徹底 等を進 め、経
常経 費の削減 を行 い、新 たな工
業用 地の確 保を図る 。市 内失業
者を雇用した中小企業に１人当
たり 万円を補助する緊急雇用
奨励 補助事 業や償 却資産 新規取
得補助金制度等を実施する。
救急医療、福祉バス、美術
館運 営の広 域化を 提案し ている
が、今後の検討状況は。
医療は、西三河南部医療圏
に おいて 、救急 医療や圏 域に つ
いて 検討。 美術館は 、全 国的な
企画 展の実 施。福祉 バスは 、議
題に は出さ れてな いが、 有効的
な事業なため、順次、検討する。
ものづくりセンターと美術
館運 営を市 民から理 解を もらう
ため、教育委員会の協力が必要
30

・市長施政方針の「産業
基盤の充実」について

い、次年度の６月から７月にか
けて本舗装する。
工事競争入札改善は。
最低制限価格の改善で抽選
での 落札が 増加。 今後も 事例検
証し、有効な方法を探って行く。
臨海工業地帯の緑化基準は
緩和 しない か。地 球温暖化 対策
で企業への規制はないか。
緑化基準改正は検討課題と
する 。地球 温暖化 対策実行 計画
は経 済活動に 大き な影響 を及ぼ
さないよう配慮し策定する。

・地球温暖化防止

・美術館、水族館リニュ

ーアル

・住宅リフォーム

私の気持としては、碧南の
美術・文化の向上に助力したい。
水族館のリニューアル計画
の内容と、今年度入館者数は。
平成 年水族館リニューア
ル計画策定委員会を設置。水生
動物の展示と生物多様性の確保、
自然 環境の 保全と 、これ らを利
用した教育活動と増改築である。
入館者は 万１５００人である。
住宅リフォーム助成制度を。
助成制度は考えていない。

へきなん議会だより
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日本共産党

日本は２０２０年にＣ
％削減を世界に約束した。化石
燃料 を減らし 、自 然エネ ルギー
やバ イオマ スを増 さなく てはな
ら な い 。 中 電 碧 南 火 力 はＣ 排
出量 が全国一 である 。燃 料に日
本の 間伐材 の利用 とメガ ソーラ
発電所建設の申し入れを。
市は県と一緒に なり自然エ
ネル ギーや バイオ マス利用 を中
電に申し入れたい。
太陽熱温水器、小型風力発
電設置の補助制度の創設を。
住宅用太陽光発電の設置促
進で１ＫＷ補助単価を７万円に
引き 上げる ので、太 陽熱 温水器
補助は今後の検討課題である。
（仮称）美術館友の会はど
んな形か。今年度の入館者数は。
友の会は、ボランティア活
動が中心になるよう考えている。
入館者は４万２０００人である。
美術館長は来年退職である。
進退をどのようにされるのか。

▲リニューアルが計画される水族館
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岡 本 守 正
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拓
石 井

農・漁業振興策はどうか。
農・漁業経営の近代化支援
のた めに 利 子補給 事業など 継続
する 。あお いパー ク拡張は 地産
地消 の拠点 、農商 工連携 の活動
の場 と位置 付ける。 地域農 政総
合推 進事業は 新たに 認定農 業者
支援 事業補 助金を 実施す る。農
地利 用集積 円滑化 事業も 県の基
本方針に合わせ進める。
商工業振興策はどうか。
緊急雇用奨励補助事業はＰ
Ｒを促進。新築住宅建設促進等
補助 事業は 市内企 業への 経済効
果を 促す。農 商工 連携促 進事業
を新 規に 予 算化し た。商 店街活
性化 支援は 継続し 、商店街 の再
編も視野に入れ対策を講じる。
道路整備はどうか。
矢作川堤防補強に 合わせた
道路 整備は アクセ ス道路 として
有効で、今後も関係各所と協議、
連携を図り事業推進する。下水
管埋設後の仮舗装はその都度行
▲大浜漁港

新政会

まちづくり事業特別委員会
の終了

▶大浜地区提案事業 旧大浜警察署
事業費４，５００万円
（うち交付金２００万円充当）

◀西端地区基幹事業 湖西公園
事業費１億４，３９０万円
（うち交付金 ２，８４０万円充当）

▲大浜地区基幹事業 臨海公園
事業費17億6,180万円（うち交付金５億9,610万円充当）

日（木）開会予定

６月市議会定例会
６月

故・石川長海議員
を悼む

▲故 石川長海議員

４月 日、石川長海議員
が逝去されました。
平成 年に初当選以来１
期２年余、享年 歳でした。
石川氏は、臨海対策特別
委員会副委員長の要職にあ
りました。
ここに哀悼の意を表し、
謹んでご冥福をお祈りいた
します。
葬儀では、倉内成幸議長
が弔辞を述べました。

12

へきなん議会だより

2010.5

６月市議会定例会の本

日
（木）

日
（金）
まで

時に開会します。

会 議 第１ 日 は 、
６月
午前

会 期 は６ 月

日間の予定で、左記の

員の活動や市政の方針など

市民の代表である市議会議

どなたでも傍聴できます。

特別）等は一般に公開され、

本会議及び委員会（常任・

議会を傍聴しましょう

日程で開会します。

の

10

を直接みなさんの耳や目で
お確かめください。

66

一般質問の様子は、「碧南市議会ホームペー
ジ内の議会の映像」又は、「キャッチネット
ワーク（アナログ放送は１6ｃｈ、デジタル放送は
107ｃｈ）」で次の日時に視聴できます。
６月14日午後６時から（６月10日分）
６月16日午後６時から（６月11日分）

窓

本特別委員会は、平成
年度から、大浜地区及び西
端地区のまちづくり交付金
に関する事項の調査研究を
進めてきました。
事業終了に伴い、議会で
の委員会活動が終了しまし
た。
今後、市民との協働体制
のもと、本市のまちづくり
をさらに推進することを市
長に要望しました。

13

20

25

10

５月31日
（月） 請願・陳情提出締切
６月10日
（木） 本会議第１日
		 一般質問
11日
（金） 本会議第２日
		 一般質問
14日
（月） 本会議第３日
		 議案上程など
		 （予算審査特別委員会）
16日
（水） 総務委員会
17日
（木） 福祉文教委員会
18日
（金） 経済建設委員会
22日
（火） 臨海対策特別委員会
23日
（水） （予算審査特別委員会）
25日
（金） 本会議第４日

17

▲大浜地区提案事業
碧南市藤井達吉現代美術館
総事業費７億6,090万円
（うち交付金２億9,640万円充当）

16

６月市議会定例会の予定

議会の

