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第 7回（11月）定例会  会期 2008 年 11 月 25 日（火）～12 月 12 日（金）
 第 7 回（11 月）定例会は、会期が 11 月 25 日から

12 月 12 日までの 18 日間で開催され、議員発議 2
件、当局議案 14 件を審議し、いずれも原案通り議決

しました。なお、今議会は新市長を迎え、初の開催

となったことから、栗原市長から所信表明がありま

した。この所信に対する質疑を中心に、16 人の議員

が様々な角度から新市長の政治姿勢を質すべく、一

般質問を行い、市長も誠実に答弁されました。 
渡部議員は一般質問で、本市の幼稚園・保育所の

現状認識を質すとともに、幼保一元化の推進と基本

計画（マスタープラン）の策定を迫りました。 12 月から自宅にて“市政相談所”を開設 

１１月議会より“インターネットライブ中継がスタート 

議議会会開開会会中中ははラライイブブでで、、議議会会閉閉会会中中はは録録画画をを楽楽ししむむここととがが出出来来まますす！！

これから“インターネットライブ中継（録画中継）”を閲覧

する操作手順（①～③）についてご説明いたします。 
 

①左図の沼津市ホーム 
ページ（トップ）の中 
の「市政」というバナ 
ーをクリックして下さ 
い。 ②市政トップ画 
面が出たら、下方向に 
スクロールさせ右図の 
選択肢の中から「市議 
会」をクリックして下 
さい。 ③次に、沼津 
市議会の画面が出たら 
「インターネット議会中継」をクリックするとめざす画面に 
辿りつくことになります。議会（本会議）開会中は「ライブ 
中継」のバナーをクリックすると本会議の様子が閲覧できま 
す。また、議会閉会中は「会議一覧」をクリックすると、お 
好みの場面を「録画中継」にて閲覧できます。なお、インター

ネットライブ中継は 11 月議会からサービスを開始したことか

ら、9月議会より以前の録画はありません。

 
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/ 

 
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/sisei/g-sigiki/index. 
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第７回（１１月）定例会の主な議案 ⇒原案通り議決 

前前市市長長のの退退職職手手当当のの額額（（66,,551122 万万円円））をを定定めめるる一一般般議議案案等等をを議議決決

第 7 回（11 月）定例会では、専決処分を含む報告議案が 2 件、一般議案が 3 件、条例改正議案が 5 件、

補正予算議案が 3 件、人事案件が 1 件、議員発議による議案等が 2 件の合計 16 件の議案を審議し、すべ

て原案通り認定・承認・可決されました。 

１．沼津市議会委員会条例の一部改正 
議会運営委員の任期を明確にする。 

２．沼津市議会会議規則の一部改正 
  地方自治法の一部改正に伴い、協議又は調整を行うための 

場（全員協議会、会派連絡会、議会だより編集委員会）につ 
いて新たな規定を設ける。 

３．町の区域の変更 
  独立行政法人都市再生機構による静岡東部拠点第一地区土 

地区画整理事業の進捗に伴い、町の区域を変更（大手町一丁 
目の一部を高島町と米山町へ編入）する。 

４．財産の処分（東椎路） 
  東椎路中尾の市有地（テクノカレッジ跡地、10,337.36 ㎡）を社会福祉法人春風会（理事長：石川
三義、沼津市東椎路 1639 番地の 1）へ、363,875,000 円で売却する。 

５．退職手当の額を定めること（前市長） 
  前市長の退職手当の額（沼津市特別職の職員の給与に関する条例第５条第２項）を 65,124,000 円と

する。 
６．東駿河湾広域都市計画事業大手町地区第一種市街地再開発事業施行条例の廃止 
  東駿河湾広域都市計画事業大手町地区第一種市街地再開発事業が完了したため、条例を廃止する。

７．沼津市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正
                  地方自治法の一部改正に伴い、市議会議員の費用弁償に関する

規定について所要の改正を行う。 
８．沼津市国民健康保険条例の一部改正 

産科医療補償制度の開始に伴い、出産育児一時金の支給額を 38
万円に引き上げる。 

９．沼津市営住宅条例の一部改正 
新たに借上型公営住宅（グリーンヒルズゆたか、ティアラマン

ション）を設置する。 
10．沼津市立病院条例の一部改正 

産科医療補償制度への加入に伴い、分娩料の額を 17 万円に改
める。 

11．平成 20 年度沼津市一般会計補正予算（第５回） 
  今回の補正予算は、1,022,356 千円を追加するもので、その結果予算総額は、71,038,784 千円とな
る。内容としては、財政調整基金積立金 971,531 千円、清掃プラント整備事業費 54,000 千円、市県
民税課税システム改修事業費 50,000 千円が追加する主なもの。減額するものは、職員の異動等に伴う
人件費 203,424 千円が主なもの。財源としては、それぞれの特定財源のほか、一般財源として繰趣金
などをもって充てる。このほか、繰越明許費として災害情報対策事業 200,000 千円を追加するほか、
債務負担行為として小学校耐震化事業費を追加する。 

12．平成 20 年度沼津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３回） 
  今回の補正予算は、22,500 千円を追加するもので、その結果予算総額は、21,920,241 千円となる。

内容としては、コンビニエンスストア収納システム整備事業費を追加するもので、財源としては、一
般会計繰入金をもって充てる。 

13．平成 20 年度沼津市介護保険事業特別会計補正予算（第２回） 
  今回の補正予算は、11,000 千円を追加するもので、その結果予算総額は、10,644,396 千円となる。
内容としては、介護給付システム改修事業費 8,314 千円が主なもの。財源としては、一般会計繰入金
などをもって充てる。 

 
◆その他、交通事故等に関する専決処分の報告が２件、駿豆学園管理組合議会議員の選挙がありました。

解体工事が進むあしたかホームの移転先

産科医療補償制度を導入する市立病院 
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第７回（11 月）定例会の初日、議題説明に先駆けて行われた栗原新市長の所信表明は次の通りです。
市長選挙時に掲げたマニフェストに基づいた意欲的な内容と受け止められます。渡部議員も推薦議員
の一人として連合沼駿地協と連携を密にしながら、しっかりと新市長を支えていきます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．少子化対策の一環としての子育て支援の拡充 
子供たちの健やかな成長を育む環境の整備や、子育て世代への 

支援がさらに必要であると考え、子育て世代の方の負担が少しで 
も軽減されるよう、幼稚園・保育園の保育料や医療費などの助成 
について検討を進める。また、子育ての悩みが解決されるよう、 
相談窓口の充実も図り、安心して子育てができる環境づくりを推 
進する。 

２．低炭素社会実現のための市民運動を推進 
地球温暖化問題について、今何ができるのか、何をなすべきか 

を考え、市民ぐるみで環境問題に取り組んでいく。市民一人ひと 
りが地球温暖化問題を自分たちの問題として捉え、市民運動として低炭素社会実現のため取り組み、沼

津といえばエコのまち（私の夢）と全国にその名を轟かせたい。 
３．広域合併と沼津駅周辺総合整備事業の強力推進 

中部に静岡市、西部に浜松市という２つの政令指定都市が誕生したが、東部では中核市すら実現に至

っていない現状を、まず過去に遡って検証したい。その上で、近隣の首長各位との連絡を密にし、でき

れば政令指定都市を作り上げるという気持ちで努力したい。国は、道州制導入についての手続きを急ぐ

方針と聞いているので、この問題もそれなりのスピードで目安をつけていかねばならず、議員各位や市

内各種団体の協カも切にお願いしたい。また、中核市、さらには政令指定都市の実現を考えた場合、JR
沼津駅周辺は静岡県東部地域の拠点として、さらなる高次都市機能を付加しなければならない。この意

味からも、沼津駅周辺総合整備事業の中核をなす鉄道高架事業については、国、県等と連携を密にしな

がら、最小の費用で最大の効果が図られるよう不断の努力を傾注しつつ、計画どおり事業の進捗に努め

るとともに、東部コンベンションセンターの整備を進めていきたい。このような都市機能の高度化とと

もに、高齢者や車を運転できない人も含め、市民の皆様が居心地の良さを感じながら、安心して生活で

きるまちを形成していくことにより、中心市街地の活性化を目指していく。 
４．常襲浸水地域の治水対策と公共施設の耐震化の推進 

防災対策については、常襲浸水地域の総合的な治水対策に積極的に取り組むほか、公共施設の耐震化

が急務となっている中、とりわけ子どもたちの尊い命を大震災から守ることを最優先の課題とし、現在

取り組みを進めている校舎、屋内運動場などの学校施設及び保育所の耐震化に取り組んでいく。 
 
◆その他、「国の景気対策に対する対応」、「情報公開の徹底と行政改革の推進」、「高齢者福祉の拡

充」、「市民主役のスポーツ振興」、「ものづくりの振興と企業誘致」、「観光行政の推進」なども掲げ
ておられますが、紙面の関係上、割愛します。詳しくは本紙 1 面で紹介している「インターネット
ライブ中継」の「録画」をご覧願います。                                                

◇◆◇◆◇  「渡部かずふみ後援会」に入会しませんか？ 会費は無料です！  ◇◆◇◆◇ 

特典１：会員を対象とした各種イベントに優先的に参加いただけます。 

特典２：ご希望に応じ、議会だよりをお届けします。 

特典３：その他、市政相談について優先的に対応します。 
 

◇◆◇◆◇ 議会だよりのバックナンバー（過去の発行状況）をお知らせします！ ◇◆◇◆◇ 

【創刊号】2007 年 7 月 10 日、 【第２号】2007 年 11 月 13 日、 【第３号】2007 年 12 月 13 日、 

【第４号】2008 年 4 月 10 日、 【第５号】2008 年 7 月 18 日、  【第６号】2008 年 10 月 28 日 

 ＊後援会への入会希望の方、過去の議会だよりが必要な方は、後援会事務局（℡924-7283）まで連絡願います。

浜松市東区の県下初の認定こども園 
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 （３）幼保一元化プロジェクトの進捗状況と今後の展望について 

「質問」国の現状として、これまで認定された“認定こども園”の申請は、本年 4 月現在でわずか 229 件にと

どまっている。県内では本年 9 月 16 日に地方裁量型の“認定こども園・あそびこども園”が浜松市東区に

オープンした。平成 19 年度に「幼保一元化プロジェクト」を立ち上げ、逸早く検討に着手したと聞いてい

るが、一定の結論が出ているようであれば聞きたい。 

「答弁」本市では、平成 19 年度からプロジェクトチームを設置し、本市の子どもが健やかに育つ環境を整備す

るための方針づくりを教育と福祉の枠を超えて研究している。この中で、“認定こども園”は、幼稚園及び

保育所を一体化した施設として考えたものであり、多様化する幼児教育や保育のニーズに対応する新しい

枠組みとして、また、安心して子育てができる環境のさらなる充実という観点からは有効であるが、認定

こども園への移行にあたっては施設改修や職員の勤務形態の変更などについて課題があると考えている。

そのため、本市では現在のところ、認定こども園への移行を具体的に検討している私立の幼稚園・保育園

はない。また、国では、今年度に入り認定こども園制度を普及・促進するための検討を開始したと聞いて

いる。認定こども園は、保護者の就労の有無にかかわらず子どもを預けることができることや、子どもが

通園していない家庭でも育児相談が受けられるなど、子育て支援の充実に有効な方策であるので、プロジ

ェクトではその導入についての具体的な検討を行っている。 
（４）本市の幼児教育と乳幼児保育における中・長期的なマスタープランの策定について 
「質問」少子化に歯止めが掛からず、将来不安を打ち消す光明が見えない現状では、幼稚園から保育所へのシ

フトは加速していくものと認識している。本市の幼児教育、乳幼児保育における全市的な適正配置を基に

した“中・長期的なマスタープランの策定”に向けた市長の考えは？ 
「答弁」本市においては、第 3 次沼津市総合計画の中で、誰もが安心して子どもを産み育てることができるよ

う、幼稚園や保育所のような専門的な子育ての場と家庭や地域との連携を図るとともに、個性にあふれ、
のびやかな子どもを育む教育を進めるとしている。また、現在策定中の「沼津市教育基本構想」の中でも
乳幼児に対する家庭教育や幼児教育の充実は、重要な柱の一つと考えている。この教育基本構想は、私立
幼稚園や民間保育所の園長などの民間の方を含めた幅広い関係者で構成される教育推進会議から意見をい
ただいて策定しているところであるが、今後も、幼稚園、保育園、認定こども園のあり方についても関係
者の皆さんの意見を聞きながら研究していきたい。 

１、本市の幼児教育・乳幼児保育に対する現状認識と今後の施策について 
（１）公立幼稚園及び私立幼稚園の現状認識について 
「質問」幼稚園の児童数は平成元年に 4,753 人だったものが平成 19 年には約 5 分の 4（約 18％減）の 3,924

人に減少している中で、公立幼稚園を含めた幼稚園の入園者の定足状況に対する認識と、多くの課題を抱

える私立幼稚園の経営状況に対する認識は？ 

「答弁」本市には公立幼稚園が 2 園、私立幼稚園が 23 園（休園 1 園を除く）、合わせて 25 園の幼稚園がある。
公立幼稚園では本年度 5 月 1 日現在、定員充足率（在園している園児に対する定員の割合）は 6 割弱であ
った。同様に、私立幼稚園では 23 園全体の定員充足率は 8 割弱で、定員に満たない園は 19 園である。近
年、少子化や共働き世帯の増加、パートタイム労働等の就業形態の多様化など、社会環境が大きく変化し
ており、今後も園児数は減少傾向にあると考えられ、定員を充足するのはなかなか困難である。市として
も、本市の幼児教育を公立幼稚園と共に支えている私立幼稚園に対し、円滑な運営を図るために要する経
費や、園舎改築に要する経費を補助するなど、今後とも引き続き支援を考えていきたい。 

（２）公立保育所及び民間保育所の現状認識について 
 「質問」保育所の対象年齢である 0～5 歳の乳・幼児人口は平成元年に 14,526 人だったものが平成 19 年には

約 4 分の 3（約 27％減）の 10,546 人に大幅に減少している中で、公立保育所を含めた保育所の入所者の

定足状況に対する認識と、民間保育所の量と質を中心とする経営状況に対する認識は？ 
「答弁」現在、本市には公立 8 箇所と民間 23 箇所、合わせて 31 箇所の保育所がある。本年 11 月の入所状況

では全体の定員 2,690 人に対し 2,715 人の児童が入所しており、17 箇所の保育所で定員を上回る児童を受

け入れている。しかし、入所申込者の中には希望する保育所に入所できないケースもあることから、市と

してはこのような状況を改善すべく定員の見直しや施設整備にあたって定員増を図っている。次に、民間

保育所の経営状況については、それぞれの保育所で「健全な心身の発達を図り、豊かな人間性を持った子

どもを育成する」「一人一人の子どもが持っている個性の尊重を大切にする」などの保育方針のもと、概ね

良好な運営が行われていると認識。市としては今後とも質・量の両面において健全な経営が保たれるよう

民間保育所との連携を密にするとともに、適切な助言や指導を行っていく。 


