
教育委員会４月定例会
教育長報告（１）

平成２５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２４年度議案等上程説明聴取
２月１８日 月 平成２５年度予算等上程

１０：００ 本 会 議 市長大綱説明・条例等説明

１９日 火 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
２０日 水 平成２５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）

２１日 木 ９：３０ 建設経済常任委員会

２２日 金 ９：３０ 厚生環境常任委員会

２３日 土 休 会

２４日 日 休 会

２５日 月 ９：３０ こども文教常任委員会

２６日 火 ９：３０ 総務常任委員会

２７日 水 ９：３０ 議会運営委員会

２８日 木 休 会

１３：００ 議会運営委員会 常任委員会等報告・議決
３月 １日 金

１３：３０ 本 会 議 代表質問

２日 土 休 会

３日 日 休 会

９：３０ 議会運営委員会
４日 月 代表質問

１０：００ 本 会 議

９：３０ 議会運営委員会 代表質問

５日 火 １０：００ 本 会 議 平成２５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

６日 水 ９：３０ 予算等特別委員会

７日 木 １３：３０ 予算等特別委員会

８日 金 １３：３０ 予算等特別委員会

９日 土 休 会

１０日 日 休 会



１１日 月 ９：３０ 予算等特別委員会

１２日 火 ９：３０ 予算等特別委員会

１３日 水 ９：３０ 予算等特別委員会

１４日 木 ９：３０ 予算等特別委員会

１５日 金 休 会

１６日 土 休 会

１７日 日 休 会

９：３０ 議会運営委員会 平成２５年度予算等特別委員会報告・
議決

１０：００ 本 会 議
追加議案上程説明・議決

本会議休憩中 建設経済常任委員会
１８日 月

本会議休憩中 厚生環境常任委員会

本会議休憩中 総務常任委員会

本会議終了後 議会報編集委員会

会 期 ２月１８日（月）～３月１８日（月） ２９日間



教育委員会４月定例会

教育長報告（１）

こ ど も 文 教 常 任 委 員 会 日 程

日時 平成２５年２月２５日（月）

午前９時３０分

場所 議会議場

１ 議案第８３号 藤沢市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正について

２ 報 告（１） ふじさわ子ども・若者計画２０１４の策定について

（２） 藤沢市中学校給食検討委員会検討結果報告について

（３） 学校事故防止検討委員会の検討状況について

（４） 市民との協働による公民館の運営について



教育委員会４月定例会

教育長報告（１）

質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

(1)　自治体制度と藤沢市

(2)　執行体制

(3)　財政

(4)　都市計画

(5)　市民参加

(6)　福祉

(7)　教育

(1)　シティプロモーションの戦略的展開について

(2)　経済の市内循環について

(3)　地域分権と市民参画の仕組みづくりについて

(4)　新たな市政運営の総合的な指針について

(5)　財政計画について

(1)　自転車走行の環境整備について

(2)　公文書管理の取り組みについて

(3)　地域ＰＦＩ事業の導入について

(4)　ペットと共生するまちづくりの推進について

(5)　本市独自の「婚活」支援事業の取り組みについて

(1)　小児医療費助成について

(2)　保育環境の整備について

(3)　不育症支援について

(4)　発達障がい児への支援対策について

(5)　ニート・ひきこもり対策について

平成２５年２月市議会定例会　代表質問の件名及び要旨

１　郷土愛あふれる藤沢づくり
について

２　市民・地域・行政で創造す
る藤沢づくりについて

３　子どもたちが健やかに育
つ藤沢づくりについて

かわせみクラブ
柳田　秀憲　議員

1　市長の政治姿勢について

藤沢市公明党
塚本　昌紀　議員



質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

(1)　防犯対策の強化について

(2)　耐震改修促進計画の進捗について

(3)　災害時要援護者への支援策について

(4)　総合的な防災対策の強化について

(1)　福祉の総合相談について

(2)　シニアライフの充実について

(3)　高齢者の買い物弱者支援について

(4)　成年後見制度の普及について

(5)　市民の健康づくりについて

(6)　自殺防止対策について

(7)　障がい者の自立，就労支援の取り組みについて

(1)　地球温暖化対策への取り組みについて

(2)　ＬＥＤ化によるエネルギー効率の向上について

(3)　生物多様性の保全について

(4)　バイオガス化による資源循環の構築について

(1)　聶耳記念事業の戦略的展開について

(2)　海水浴場の治安対策について

(3)　農業支援と農に親しむ環境整備について

(1)　誰もが親しむスポーツ環境の整備について

(2)　男女共同参画社会の推進について

(3)　ドメスティック・バイオレンス防止対策について

(4)　多文化共生のまちづくりについて

(1)　いじめ・不登校への支援策充実について

(2)　児童生徒の安全・安心対策について

(3)　中学校給食の実施について

９　未来を担う教育環境の整
備について

藤沢市公明党
塚本　昌紀　議員

４　犯罪・災害に強い，安全･
安心の藤沢づくりについて

５　思いやる福祉と，医療・健
康の藤沢づくりについて

６　地球にやさしい環境と共生
する藤沢づくりについて

７　活力ある産業・観光を創出
する藤沢づくりについて

８　人権尊重と芸術・文化振興
の藤沢づくりについて



質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

(1)　地域経済の活性化について

(2)　子育て支援策について

(3)　環境政策について

(4)　市民協働，文化，スポーツについて

(5)　福祉，健康について

(6)　都市基盤整備について

(7)　災害対策について

(1)　市長就任後の取組とその成果について

(2)　平成２５年度における主要な政策課題について

(1)　地域経済を循環させる「ふじさわ元気バザール」につい
て

(2)　子どもたちを守り育む「保育・教育環境の整備計画」につ
いて

(3)　豊かな環境を創る「地球温暖化対策」と「ＰＭ２．５対策」
について

(4)　文化・スポーツに親しむ「特定非営利活動法人との協
働」について

(5)　市民が元気になる「高齢者･障がい児者施策」について

(6)　都市基盤を充実する「道路台帳のデジタル化による総合
的な情報管理」，「下水道耐震化」について

(7)　災害に備える「ふじさわ防災ナビ」について

(1)　組織改正について

(2)　権限移譲について

(3)　国際交流について

(4)　「郷土づくり推進会議」について

4  「存在感」を高める政策に
ついて

(1)　新たな市政運営の総合的な指針について

ふじさわ自民党
山口　幸雄　議員

1　市長の政治姿勢について

自由松風会
加藤　一　議員

１　「郷土愛あふれる藤沢」づ
くりについて

2　「実感」を高める７つの重点
政策について

3　「共感」を高める政策につ
いて



質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

(1)　一年間の市政運営について

(2)　総合計画の廃止と今後の指針策定について

(3)　職員給与の引き下げをやめることと綱紀粛正について

(1)　地震・津波対策を市民と共に充実することについて

(2)  脱原発を宣言し，再生可能エネルギーを地産地消で

(3)  災害復興支援策の拡充について

(1)　国民健康保険料の激変緩和措置の継続と保険料引き
下げについて

(2)  特養ホームの大量建設など介護保険制度の充実を

(3)  公共住宅の増設と借り上げ住宅の対策を急ぐこと

(4)  きめ細かくコミュニティーバス網を創り，市民が安心して
利用できる足の確保を

(5)　「骨格提言」に沿った，真の障がい者施策の充実を

(6)　ごみ行政のあり方について

(7)  一昨年の武田薬品湘南研究所事故の対処結果につい
て

(1)　マンモス校の解消と少人数学級の拡大を

(2)  中学校給食は自校方式で実施を

(3)　子育て支援の柱である保護者の経済的負担軽減を

(4)  認可保育園を増設し待機児の解消を

(5)　社会教育のあり方について

(6)　いじめ，体罰の根絶にむけて

(1)  ＴＰＰ参加に反対し，農漁業策の振興を

(2)  住宅リフォーム助成制度が地域経済の振興策になるた
めに

(3)  住民と共に地域商店街の振興策を

１　市長の政治姿勢について

２　災害から市民のいのちを
守ることについて

３　市民の福祉，くらし環境を
守ることについて

４　教育環境整備と子育て支
援策の拡充を

日本共産党藤沢
市議会議員団
柳沢　潤次　議員

５　産業政策は地域経済の振
興につながる地元中小業者と
農漁業が元気になる対策に



質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

(4)  下請け業者の単価切り下げをやめさせ，公契約条例の
制定を

(5)  雇用対策は中小企業支援と福祉施策の充実で

(1)　核兵器廃絶平和都市宣言と「条例」を生かし，平和事業
の拡充を

(2)  厚木基地撤去，原子力空母母港化撤回を表明し，オス
プレイの厚木基地への飛来に反対し，ジェット機爆音被害の
解消を

７　税金の使い方を市民の福
祉・くらし応援に切り替えるこ
とについて

(1)  大型開発や不要不急の道路建設は見直し，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

(1)　市政運営１年目 の総括について

(2)　２年目の市政運営について

(1)　地域経済を循環させるについて

(2)  子どもたちを守り育むについて

(3)  豊かな環境を創るについて

(4)  文化・スポーツに親しむについて

(5)  市民が元気になるについて

(6)　都市基盤を充実するについて

(7)　災害に備えるについて

(1)　藤沢市新・行財政改革基本方針について

(2)　藤沢市郷土づくり推進会議について

４　郷土愛あふれる藤沢づくり
の「存在感」を高めるについて

(1)　新たな市政運営の総合的な指針について

５　財政計画について (1）　平成２５年度予算編成について

(1)　財政計画について

(2)　行財政改革について

(3)　安心・安全について

さつき会
浜元　輝喜　議員

１　市長の政治姿勢について

２　郷土愛あふれる藤沢づくり
の「実感」を高めるについて

３　郷土愛あふれる藤沢づくり
の「共感」を高めるについて

１　市長の政治姿勢について
みんなの党藤沢
友田　宗也　議員

６　憲法九条を生かし，平和で
爆音がない藤沢を

日本共産党藤沢
市議会議員団
柳沢　潤次　議員

５　産業政策は地域経済の振
興につながる地元中小業者と
農漁業が元気になる対策に



質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

(1)　地域経済を循環させるについて

(2)  子どもたちを守り育むについて

(3)  豊かな環境を創るについて

(4)  文化・スポーツに親しむについて

(5)  市民が元気になるについて

(6)　都市基盤を充実するについて

(7)　災害に備えるについて

(1)　農業への諸施策の現状と課題について

(2)　６次産業化の推進について

(3)　農水産物の生涯学習体験について

(4)　有機質資源再生センターについて

2　藤沢市の産業政策につい
て

(1)　市内経済活性化について

３　藤沢市の環境政策につい
て

(1)　循環型社会の構築とエネルギーの地産地消について

(1)　財政計画について

(2)　藤沢らしさ，藤沢ファンづくりについて

(1)  市民センターを軸とした地域自治再生について

(2)  地域分散型エネルギー自給へのシフトについて

(3)  藤沢再生への残された課題について

(1)  「子どもたちを守り育む」について

(2)  「豊かな環境を創る」について

(3)  「市民が元気になる」について

(4)  藤沢市郷土づくり推進会議について

(5)　財政計画について

神奈川ネットワーク
運動・藤沢
青木　仁子　議員

１　市長の施政方針について

自民クラブ藤沢
佐藤　春雄　議員

１　藤沢市の農業政策につい
て

4　市長の政治姿勢について

アクティブ藤沢
原田　伴子　議員

１　市長の政治姿勢について

2　郷土愛あふれる藤沢づくり
について

みんなの党藤沢
友田　宗也　議員
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