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A：避難地や避難所として校舎等の学校施設を使用し、

区の実情に合わせた実践的な訓練を実施することは
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可能な範囲で避難所に指定している学校へ備蓄する事を検討する。
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民クラブ」として公聴会が開催されました。以前から、定例会（年４回）が

終了する度に「議会報告と意見交換」を実施してきましたが、今回は議会報

告を簡潔にし、意見交換を重視した「公聴会」として開催されたため、地域

住民と様々な課題について議論を交わしており、実りある会でした。

てきており、巷

ている

沼津市、初！議員立法による政策条例の制定「空き家条例」！

て、

た。この条例の目的は、

の施設

日本大震災を契機

空き家がさらに増

自己の責任において自主的に管理することが原則ですが、様々な事情から適正な管理が行われ

ていない状況が見受けられ

や災害発生時の倒壊による影響が危惧される

進と共に、空き家の有効活用の促進を図るため、条例を制定

望書を提出いたしました。

反映し

すが、

会及び

要望書を作成しております

ら

フェイスブックにもご注目っ！

会派として

今どきの「話題」特集！

会派「市民クラブ」として

梶議員の日々の活動や市政、

ャンルでアップして

１０月３１日

民クラブ」として公聴会が開催されました。以前から、定例会（年４回）が

終了する度に「議会報告と意見交換」を実施してきましたが、今回は議会報

告を簡潔にし、意見交換を重視した「公聴会」として開催されたため、地域

住民と様々な課題について議論を交わしており、実りある会でした。

会派として今シーズンでトータル１１回の報告及び意見交換会を実施し

てきており、巷

ている会派です！

沼津市、初！議員立法による政策条例の制定「空き家条例」！

梶議員が第５回定例会にて

て、「沼津市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例

た。この条例の目的は、

の施設入所などの社会現象・社会変化に伴い全国的に空き家が増加しており、沼津市

日本大震災を契機

空き家がさらに増

自己の責任において自主的に管理することが原則ですが、様々な事情から適正な管理が行われ

ていない状況が見受けられ

や災害発生時の倒壊による影響が危惧される

進と共に、空き家の有効活用の促進を図るため、条例を制定

１１月１２日（水）に会派として、栗原沼津市長へ

望書を提出いたしました。
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具体的な要望内容は
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会及び公聴会
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ら感謝いたします。

フェイスブックにもご注目っ！

会派として

今どきの「話題」特集！

会派「市民クラブ」として

梶議員の日々の活動や市政、

でアップしてお
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