
●議会全般について（質問）

No. 発言内容（要旨）

1
議会基本条例につい
て

質問
・議員間討議を評価する。いつから実施か。
・報告会の頻度は？
・検討会のメンバー構成は？

2
議会基本条例につい
て

質問
・議員による市民の意見収集は、どのように行っているか。
・市民の意見は、ちゃんと集約できているか。

3
議会基本条例につい
て

質問
・本条例は議員個人のレベルを上げると言うことだが、いきさつを教えてほし
い？

4
議会基本条例につい
て

質問
・他の市議会を視察したとの事だが、藤沢の議会基本条例が他市議会と違う
点は。

5
議会基本条例につい
て

質問 ・｢開かれた議会｣とはどういう意味なのか。

6
議会基本条例
議会運営について

質問 ・各常任委員会の人数は、どのように決めているのか。

7
議会基本条例
市民の議会への参画
について

質問
・陳情、請願の他に意見提案とあるが、どのようにできるのか
・陳情について、常任委員会で陳述し、質問された場合、質問に答えられるよ
うな人を同席させられるのか

8
議会基本条例
広報広聴機能の充実
について

質問 ・議会報告会の開催回数について、他市の状況は。

9 議会報告会について 質問
・参加者が少ないようだが、市民の声を聴く場について議会の検討状況はど
うなっているのか？

10 議会報告会について 質問 ・今後開催される回数とその時にテーマを決めてやるのかどうか。

11 議会報告会について 質問
・県議会が開催した報告会は平日に日中でテーマも身近でないものだったの
でやる気があるのかなと思った。

12 議会報告会について 質問 ・次回の開催は決まっているのか。

13 議員間討議について 質問 ・議員間討議とはどういうものなのか、詳しく説明して欲しい。

14 議員間討議について 質問
・賛成と反対に別れて、ディベート型で議論した方がよい議案もあるのではな
いか。

15 請願、陳情について 質問 ・陳情は請願に比べ軽く扱われているのではないか。

16 請願・陳情について 質問
・陳情・請願について、結論を出すのが拙速すぎるので、もう少しフォローが
あるような制度は作れないのか？

17 意見陳述について 質問
・提出者が意見陳述を日曜日に希望した場合は可能なのか。
不可能だと平日の日中に陳述出来る人の意見が通りやすくなっていくと思う
が、それはどうなのか。
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　　議会報告会報告書

●議会全般について（質問）

No. 発言内容（要旨）

18 議会だよりについて 質問

・議会だよりについて、一部議員の名前が掲載されているが、全て載っていな
い。もう少し考えてほしいが如何か？
・各議案などの賛否について、もっと市民が分かるように改善してほしいが如
何か？

19 議長公選制について 質問
・議長公選制は藤沢が初か、珍しいものか。
・今までのやり方との比較。

20 議会について 質問
・議場を議会開催時以外に市民に利用させては。
・善行６丁目100条後の状況は。

21
藤沢市議会の会派に
ついて

質問
・会派の発言と個人の発言の違いが分からない。会派としての発言は誰が責
任をとるのか。（会派が解散した場合）

22 投票率について 質問 ・市議会選挙投票率が低いのは何故か

23 放射能対策について 質問

・放射性物質の排出について、議員個人としてはどんな見解をそれぞれお持
ちか？
・仮に党や会派と議員個人の見解が相違した場合どのような行動をとるの
か？

24
地震・津波など災害対
策について

質問 ・議会での議論はどうなっているか？

25
予算要求とそのプロ
セスについて

質問
・30年前から、六会駅前公園の砂ぼこりが問題となっていて、請願を提出し
た。地域経営会議でも提案書を出して、期待をしていたが半年間何もない。
議会として把握しているのか？今後どうなるのか？

26 放射性物質について 質問
・放射性物質を含む下水道汚泥焼却灰希釈施設建設の予算が議会で認めら
れたと言うのは事実か？希釈するとはいえ、放射性物質を拡散させる事につ
いてどう考えるのか？

発言項目



●市政全般について(質問）

No. 発言内容（要旨）

1 市政全般について 質問
・鈴木市長に感謝している（よいまちづくりを進めている）
・公民連携の撤回を評価（新市庁舎のたてかえについて進み具合は？）

2 倫理規定について 質問 ・職員に関する倫理規定の内容について。

3
防災の地域区割りにつ
いて

質問

・災害時における避難場所等の区割りがバラバラである。
　統一できないか。
　　市民センター　⇔　自治会
　　学区　⇔　避難場所　・・・・など

4
原発事故対策につい
て

質問 ・事故が発生した場合の対策は決まっているか。

5
地震・津波など災害対
策について

質問
・情報をどのように得たらいいのか？（避難場所など）
・ハザードマップ完成後は、どのように受けとれるか？

6 津波対策について 質問
・災害時の行政サービスの停止による復旧は？
・帰宅困難者への対応について。

7 騒音対策について 質問 ・航空機騒音防止の防音工事の予算というのは減少傾向にあるのか？

8 市庁舎について 質問 ・新庁舎建設に向け、市民によるワークショップを行ってはいかがか？

9
地域経営会議につい
て

質問
・今後名称変更されるが昨年度と同様に行われるのか。
・また予算はどうなるのか。

10
地域経営会議につい
て

質問
今回「郷土づくり推進会議」が条例ではなく要領で設置となり法的には一歩
後退だが、自治力、自治制が損なわれるのではないか。

11
要援護者避難対策に
ついて

質問 ・民生委員と協働してできないか。

12
こぶし荘の送迎バス
（スマイルバス）につい
て

質問

・利用しやすいようにできないか。
　①22人以上乗れないので巡回の順番によっては乗れないこともある。
　②巡回の順番を変更（遠隔地から乗車する）できないか。
　（高齢福祉課には要望しているが・・・）

13 独居高齢者について 質問
・独居高齢者についての見守り。
・在宅の看取りについて。

14 ゴミ有料化について 質問
・ゴミ有料化による財政的な影響について聞かせてほしい。また、収集職員
の負担についてどう考えているのか？

15 農業について 質問
・円安による重油の値上がりでハウス経営が厳しい農家があるが、市の考
えは？

16 計画道路について 質問
・善行長後線は、いつ開通するのか？ゴルフ場は他に移るつもりはないらし
い。このまま、計画の見直しはしないのか？
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　　議会報告会報告書

●市政全般について(質問）

No. 発言内容（要旨）

17 都市整備について 質問 ・いずみ野線延伸、村岡新駅にはどのくらいのコストがかかるのか？

18
プレジャーボートにつ
いて

質問 ・３月いっぱいで本当にボートは無くなるのか。（防災の意味から）

19
街路樹のせん定につ
いて

質問
・街路樹のせん定の必要性は、鳥がうるさい、落葉、標識が見えない、台風
時の危険性、があるが、本当にそうであるのか？予算が余っているからで
はないか？

20
健康と文化の森につい
て

質問 ・健康と文化の森に慶応病院を誘致できない理由は？

21

藤沢市辻堂西海岸の
辻堂浄化センター放射
性物質含む焼却灰の
希釈施設について

質問

・希釈し処分するより、ためておくべきである。
・拡散してしまう希釈処理方法より、ほかに様々な処理方法を考えていくべ
きである。
・行政に提言するためにはどのような活動を行っていけばよいのか知りた
い。

22
放射性廃棄物焼却灰
について

質問
・その安全性の確認
・８月から希釈施設は稼動するのか。

23 下水の汚泥について 質問

・下水の汚泥の処理について、市民の声を聴く機会を作って欲しい。また説
明会等を開催して欲しい。
・予算が通ったことで新聞報道のように進んでしまうのか。
・藤沢市内に保管する状況等の議論はあったのか。その議論の末に、予算
は通過したのか？

24 放射能対策について 質問

・神奈川新聞記事に放射能物質含む焼却灰の処理推進へ希釈施設を創設
するとの事が掲載されたが、2月議会で決定されたのか？
・どうして拡散するのか？（ドイツ国ではいけないことになっているが）。
・新潟県泉田知事は大臣あてに国の基準を見直しするよう要請しているよう
だが、藤沢市でも行ったのか？
・この希釈施設を創設するにあたり、パブコメをやったらどうか？

25 道路について 質問 ・自宅近所の道路に関して相談をしたいのだが、どこにすれば良いのか？

26
上下水道の整備につ
いて

質問 ・下水道、上水道が整備出来ていない地域があるがどう考えているのか？
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