
教育委員会４月定例会
教育長報告（２）

平成２３年２月定例会運営日割

月 日 曜 時 間 会 議 名 備 考

９：３０ 議会運営委員会 平成２２年度議案等上程説明聴取
２月１６日 水 平成２３年度予算等上程

１０：００ 本 会 議 市長大綱説明・条例等説明

１７日 木 休 会（議案等質疑通告正午まで）

９：３０ 議会運営委員会 議案等質疑 一部議決 委員会付託
１８日 金 平成２３年度予算等特別委員会委員氏

１０：００ 本 会 議 名報告（正午まで）

１９日 土 休 会

２０日 日 休 会

２１日 月 ９：３０ 建設常任委員会

２２日 火 ９：３０ 民生常任委員会

２３日 水 ９：３０ 文教常任委員会

２４日 木 ９：３０ 総務常任委員会

２５日 金 ９：３０ 議会運営委員会

２６日 土 休 会

２７日 日 休 会

２８日 月 休 会

９：３０ 議会運営委員会 常任委員会等報告・議決
３月 １日 火

１０：００ 本 会 議 代表質問

９：３０ 議会運営委員会
２日 水 代表質問

１０：００ 本 会 議

９：３０ 議会運営委員会 代表質問

３日 木 １０：００ 本 会 議 平成２３年度予算等特別委員会設置・
付託

本会議終了後 予算等特別委員会

４日 金 ９：３０ 予算等特別委員会

５日 土 休 会

６日 日 休 会

７日 月 ９：３０ 予算等特別委員会

８日 火 ９：３０ 予算等特別委員会

９日 水 １３：３０ 予算等特別委員会 （中学校卒業式）



１０日 木 ９：３０ 予算等特別委員会 （市立看護専門学校卒業式）

１１日 金 １３：３０ 予算等特別委員会 （白浜養護学校高等部卒業式）

１２日 土 休 会

１３日 日 休 会

１３：３０ 予算等特別委員会
１４日 月

予算等特別委員会終了後 議会運営委員会

１５日 火 休 会

９：３０ 議会運営委員会 平成２３年度予算等特別委員会報告・
議決

１６日 水 １０：００ 本 会 議
追加議案上程説明・議決

本会議終了後 議会報編集委員会

会 期 ２月１６日 ～３月１６日 ２９日間



教育委員会４月定例会

教育長報告（２）

文 教 常 任 委 員 会 日 程

日時 平成２３年２月２３日（水）

午前９時３０分

場所 議会委員会室

１ 陳情２２第３６号 子供手当ての地方負担廃止を求める意見書提出について

の陳情

２ 陳情２２第３８号 「子ども・子育て新システム」に反対し、現行制度に基

づく保育制度の拡充を求める意見書の提出に関する陳情

３ 報 告 （１） 藤沢市教育振興基本計画の策定について

（２） 平成２２年度全国学力・学習状況調査の結果について

（３） 生涯学習ふじさわプランの改定について

（４） 子ども読書活動推進計画の改定について

（５） ふじさわスポーツ元気プランの改定について



順 質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

1
ふじさわ自民・
無所属の会

松長泰幸　議員
５　生涯学習施策について （１）　文化発信の事業について

（２）　明日の藤沢を担う「藤沢の子どもたち」を育む
環境について

（３）　市民力・地域力による安全で安心して暮らせる
まちについて

４　さらなる可能性を追求す
る創造発信都市について

（３）　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」の創
出について

3
自由松風会

渡辺光雄　議員
２　新総合計画について （１）　新年度における諸施策について

（３）　中学校給食の実施について

（４）　全小中学校施設の猛暑対策について

（５）　いじめ，不登校への支援策について

（６）　学校図書館専門員について

（７）　学校における医療的ケアの支援について

４　障がいを支え合う温かな
藤沢のまちについて

（２）　障がい者スポーツの振興について

5
かわせみ会

竹村雅夫　議員
１　市長の政治姿勢について （１１）　教育費について

１　住民自治と公共のあり方
について問う

（４）　公共施設の運営と市民負担のあり方について

（１）　教育環境の早急な整備を

（２）　中学校給食は直営での実施を

（３）　子育てに関する経済的負担の軽減を

（１）　学校を支援する地域団体活動について

（２）　教育委員会と学校の関係について

（３）　これからの学校経営について

（４）　スポーツ施設について

8
ふじさわ自民・
無所属の会

諏訪間春雄　議員
２　教育施策について

平成２３年２月市議会定例会　教育委員会に関する代表質問一覧表

6
日本共産党

藤沢市議会議員団
高松みどり　議員

３　子どもたちの発達を保障
する教育環境整備と子育て
支援策の拡充を

2
さつき会

原輝雄　議員

２　市民の力が育てる生活充
実都市について

4
藤沢市公明党
大塚洋子　議員

２　「藤沢のこどもたち」を育
む環境の充実について



順 質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

（１）　統一地方選挙と市長選挙について

（２）　マニフェストの進捗状況と課題について

（３）　新総合計画と地域経営会議について

（１）　地域包括支援センター事業について

（２）　高齢者いきいき交流事業について

（３）　高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業について

（４）　難病対策について

（５）　ショートステイの拡充について

（６）　看護師養成事業について

（７）　市民病院の再整備について

（８）　待機児童対策について

（９）　消防力の強化について

（１）　地域経済の活性化について

（２）　農水産業の活性化について

（３）　観光振興について

（１）　地球温暖化防止策について

（２）　公園の芝生化について

（３）　バイオガス化施設の整備の検討状況について

（４）　資源品目別の戸別収集について

５　生涯学習施策について （１）　文化発信の事業について

（１）　マニフェストの進捗状況について

（２）　財政運営について

（３）　行財政改革について

（１）　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまちについて　①
地域経営会議について

（１）　地域自律型の「藤沢づくり」を育むまちについて　②
団塊世代の定年退職者の受け入れについて

（２）　明日の藤沢を担う「藤沢の子どもたち」を育む環境
について

（３）　市民力・地域力による安全で安心して暮らせるまち
について

（１）　共に生き，共に創る地域社会の創出について

（２）　豊かな地球資源の次世代への継承・発展について

（３）　地球温暖化防止など未来の地球環境への投資につ
いて　①

（３）　地球温暖化防止など未来の地球環境への投資につ
いて　②～⑤

（３）　地球温暖化防止など未来の地球環境への投資につ
いて　⑥

（１）　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築と地域経済
の活力再生について　①，②

（１）　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築と地域経済
の活力再生について　③～⑥

（１）　「藤沢づくり」を支える都市構造の再構築と地域経済
の活力再生について　⑦～⑫

（２）　公共資産の維持管理と有効活用について

（３）　「藤沢ライフスタイル」と「湘南カルチャー」の創出に
ついて

平成２３年２月市議会定例会　代表質問一覧表

1

ふじさわ自民・
無所属の会

松長泰幸　議員

１　市長の政治姿勢につい
て

2
さつき会

原輝雄　議員

３　地域から地球に拡がる環
境行動都市について

４　さらなる可能性を追求す
る創造発信都市について

２　市民の力が育てる生活
充実都市について

３　地域から地球に拡がる環
境行動都市について

２　安全・安心のまちづくりに
ついて

３　産業・観光について

４　環境施策について

１　市長の政治姿勢につい
て



順 質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

（１）　地区別まちづくり計画に基づく事業について
①鵠沼地区　観光拠点（海の家等）開発研究事業につい
て

（１）　地区別まちづくり計画に基づく事業について
②藤沢地区　横須賀水道路検証事業について

（１）　地区別まちづくり計画に基づく事業について
③明治地区　歴史散策・南北縦断観光事業について
④六会地区　市民センターの多機能化事業について

（１）　地区別まちづくり計画に基づく事業について
⑤湘南台地区　湘南台７丁目の交通安全対策について

（１）　地区別まちづくり計画に基づく事業について
⑥御所見地区　ファーマーズパーク構想推進事業につい
て

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　１財政計画について－①

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　１財政計画について－②

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　１財政計画について－③

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　１財政計画について－④

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　２地域分権及び地域経営の推進に関する条
例の制定について－①

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　２地域分権及び地域経営の推進に関する条
例の制定について－②

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　２地域分権及び地域経営の推進に関する条
例の制定について－③

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　２地域分権及び地域経営の推進に関する条
例の制定について－④

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　２地域分権及び地域経営の推進に関する条
例の制定について－⑤

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　２地域分権及び地域経営の推進に関する条
例の制定について－⑥

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　３緊急経済対策・ＴＰＰについて

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　４藤沢検定について

（１）　３年間の諸施策の展開における諸課題と今後の展
望について　５副市長３人制の検証について

（１）　新年度における諸施策について
①新総合計画と個別分野計画について

（１）　新年度における諸施策について
②各部門別計画と総合計画の整合性について

（１）　新年度における諸施策について
③公正職務執行確保条例について

（１）　新年度における諸施策について
④湘南Ｃ－Ｘ内の事業について

（１）　新年度における諸施策について
⑤市境について

（１）　新年度における諸施策について
⑥看護学校について

（１）　新年度における諸施策について
⑦相鉄いずみ野線延伸，藤沢駅周辺について

（１）　新年度における諸施策について
⑧救急行政について

１　市長の政治姿勢につい
て

さつき会

原輝雄　議員
2

3
自由松風会

渡辺光雄　議員

５　１３地区ごとの特色ある
まちづくりについて

２　新総合計画について



順 質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

（１）　新年度における諸施策について
⑨国際化協会について

（１）　新年度における諸施策について
⑩温室ガス，サスティナブル・スマート・タウンについて

（１）　新年度における諸施策について
⑪ 終処分場について

（１）　新年度における諸施策について
⑫学校の改築における地域での活用，中学校給食，国
旗・国歌，「めざす子ども像」について

（１）　共に支えあう藤沢づくりについて

（２）　今後の財政運営について

（１）　地域ぐるみの子育ての支援について

（２）　中学３年生までの小児医療費助成について

（３）　中学校給食の実施について

（４）　全小中学校施設の猛暑対策について

（５）　いじめ，不登校への支援策について

（６）　学校図書館専門員について

（７）　学校における医療的ケアの支援について

（８）　青少年対策の充実について

（１）　暮らしの安心施策について

（２）　特別養護老人ホームの整備について

（１）　障がい児者を支える施策について

（２）　障がい者スポーツの振興について

（１）　命を守るがん検診とワクチン接種について

（２）　こころの健康と自殺防止対策について

（１）　自然災害への備えについて

（２）　犯罪機会論に基づく防犯対策の推進について

（３）　歩行者と自転車の空間整備について

（４）　バリアフリー事業の促進について

（１）　産業の賑わいについて

（２）　地域ブランドの確立について

（３）　観光都市ふじさわの成長戦略について

（１）　地球温暖化対策の具体的取り組みについて

（２）　生物多様性の自然環境保全について

（１）　財政について

（２）　総務費について
①地域分権及び地域経営の推進に関する条例の制定に
ついて

（２）　総務費について
②地域経営会議について

（２）　総務費について
③善行地区における地域コミュニティ活動事業用地につ
いて

（２）　総務費について
④職員のモチベーションについて

（２）　総務費について
⑤庁内連携について

（２）　総務費について
⑥「仮称・公正職務執行確保条例」の制定について

5
かわせみ会

竹村雅夫　議員

４　障がいを支え合う温かな
藤沢のまちについて

５　市民の健康を守保健医
療の充実について

６　安全で安心して暮らせる
藤沢のまちについて

１　市長の政治姿勢につい
て

８　命を育む地球の環境保
全について

3
自由松風会

渡辺光雄　議員

７　地域経済の活力と発展
について

4
藤沢市公明党

大塚洋子　議員

１　いまも未来も住み続けた
いまち「湘南ふじさわ」につ
いて

３　高齢期も安心して暮らせ
る藤沢のまちについて

２　「藤沢のこどもたち」を育
む環境の充実について

２　新総合計画について



順 質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

（２）　総務費について
⑦米軍ジェット機の騒音について

（２）　総務費について
⑧ワークライフバランス推進会議の概要について

（３）　環境保全費について

（４）　民生費について

（５）　衛生費について

（６）　労働費について

（７）　農林水産業費について

（８）　商工費について

（９）　土木費について

（１０）　消防費について

（１１）　教育費について　①，②，③

（１）　藤沢市地域分権及び地域経営の推進に関する条例
制定はやめることについて

（２）　「都心部再生と公共施設再整備」のあり方と公民連
携について

（３）　善行６丁目の土地取得に関わる疑惑の真相解明を

（４）　公共施設の運営と市民負担のあり方について

（１）　国民健康保険料の引き下げについて

（２）　特別養護老人ホームの大量建設と介護保険の充実
について

（３）　ゆめカードの復活など高齢者福祉の充実を

（４）　ごみ処理有料化はやめ，当面は袋の値段を半額に
下げることについて

（５）　公共住宅の大量建設と家賃補助制度の創設を

（６）　要望が強い地域コミュニティバスの早急な実施を

（７）　障がい者施策の削減はやめ，地域作業所への支援
の拡充を

（８）　武田薬品との安全協定は住民を加えたものに

（９）　命を守る 後の砦，生活保護行政の充実を

（１）　教育環境の早急な整備を

（２）　中学校給食は直営での実施を

（３）　子育てに関する経済的負担の軽減を

（４）　待機児解消に向け保育園の大量建設と保育の質の
向上を

（１）　ＴＰＰに反対し農漁業の振興策を

（２）　公契約条例の制定と住宅リフォーム助成制度の創
設を

（３）　安心して買い物ができる商店街の振興策を

（１）　核兵器廃絶平和都市宣言と「条例」を生かした平和
事業を充実することについて

（２）　米軍基地撤去・母港化撤回とジェット機爆音解消の
積極的取組について

（１）　呼び込み型の開発はやめ，真に雇用確保と地域経
済の振興に役立つ産業政策に切り替えることについて

（２）　大型開発や不要不急の道路計画はやめ，公共事業
は生活密着型に切り替え，税金は市民の福祉・医療など
くらし優先に使うことについて

5
かわせみ会

竹村雅夫　議員

１　市長の政治姿勢につい
て

２　市民のいのち・健康・くら
しを守ることについて

４　地元中小業者と農漁業
の振興策を拡大し，地域経
済の活性化を

6

日本共産党
藤沢市議会議員団

高松みどり　議員

５　憲法９条を生かし，平和
で爆音がない藤沢を

６　大型開発はやめ，市民の
福祉・医療・くらし優先に税
金の使い方を切り替えること
について

３　子どもたちの発達を保障
する教育環境整備と子育て
支援策の拡充を

１　住民自治と公共のあり方
について問う



順 質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

（１）　財政について

（２）　新総合計画について

（３）　地域経営会議について

１　本市の財政状況につい
て

（１）　財政状況の認識と今後の財政運営に対する財源確
保等基本的な考え方について

（１）　学校を支援する地域団体活動について

（２）　教育委員会と学校の関係について

（３）　これからの学校経営について

（４）　スポーツ施設について

（１）　広域道路ネットワーク構築について

（２）　市内拠点間道路ネットワーク形成について

（３）　旧松下電器産業関連工場跡地の都市再生について

（４）　公共資産の維持管理と有効活用について

藤沢民主党

柳田秀憲　議員

ふじさわ自民・
無所属の会

諏訪間春雄　議員

7
１　市長の政治姿勢につい
て

8

２　教育施策について

３　都市計画について
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