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日本共産党議員団の法律相談

平塚市浅間町９－１

No.１１５８

平塚市議会控室

２０１２年２月１９日発行

次回は３月１０日（土）です。
午後１時から （要予約）

地方分権改革で平塚市は
地方分権改革
２００９年１２月に政府は「地域主権
改革推進計画」を閣議決定し、昨年（２
０１１年）５月に「第一次一括法」が、８
月には「第二次一括法」が公布されまし
た。
これは、民主党が掲げる「地域主権
改革」にもとづいて、国が国民生活を守
る基準を廃止・緩和し、それぞれの自
治体に任せるというものです。
日本共産党は、国の責任で守るべき
ナショナルミニマム（国民生活の最低保
障）を各分野で放棄し、行政サービスを
後退させることになると指摘し反対しま
したが、可決されたものです。
改革の方針では「住民に身近な行政
はできる限り地方にゆだねる」とし、
検討項目では①地方への権限移譲
②国の関与の整理・合理化 ③税源
配分のあり方 となっています。

この地方分権改革は「地域の自主性及
び自立性を高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関する法律」と
よび、第一次一括法では４２の関係法律
が、また第二次一括法では１８８もの法律
の整備が行なわれます。
基礎自治体への権限移譲（４７法律）
（例）＊未熟児の訪問指導
＊区域区分、都市再開発方針等に係る都
市計画決定
＊ 騒音・振動・悪臭に係る規制地域の指
定
＊理・美容所などの衛生措置基準の設定
など

＊協議、同意、許可、認可、承認（地方債の
発行に係る総務大臣・知事協議の一部見直
し、福祉事務所設置の知事同意協議の同意
を廃止、計量法の立ち入り検査に係る県・市
町村の協議を廃止）
＊計画等の策定及びその手続き（山村振興
計画の策定義務の廃止など）

地方分権一括法によって
今回改正が行なわれる主な条例
◎ 平塚市営住宅条例の一部改正
◎ 平塚市の図書館の設置及び管理等に関
する条例の一部改正
◎ 平塚市博物館の設置及び管理等に関す
る条例の一部改正

◎ 平塚市美術館の設置及び管理等に関す
る条例の一部改正
◎ 平塚市病院事業の設置等に関する条例
の一部改正
◎ 平塚市墓地等の経営の許可等に関する
条例制定

平塚市では地方分権改革により、新年度から始まる権限移譲、条例改正など様々
な業務が押し寄せています。実際にどれだけの業務量の増加となるか始まってみな
いとわからない部分もあり、新年度の職員体制はそのまま維持したいとしています。
行財政改革で毎年職員を削減してきたところに、国・県の業務が移譲されるため、職
員のさらなる過重負担が懸念されます。しっかりと職員体制を整え、円滑な業務、市
民への福祉向上に努めて欲しいと切に願います。

達上ヶ丘公園で放射能測定をしました

義務付け・枠付けの見直しと
条例制定権の拡大（１６０法律）
（例）＊施設・公物設置管理の基準(公立高
校の収容定員の基準廃止、公園等のバリ
アフリー化構想基準の条例委任)

地方自治体の条例や体制整備が必要なも
のは、平成２４年４月１日を施行期日とするこ
とになっており、関係するものは
●内閣関係
●総務省関係 ●厚生労働
省関係 ●農林水産省関係 ●経済産業
省関係 ●国土交通省関係 ●環境省関
係 ●文部科学省関係 に及びます。

達上池では、のどかに鴨が羽づくろいを
していました。

２月８日、市民の方からの要望があり達上ヶ丘公園の放
射能測定を行いました。この公園は地域の方々や子どもた
ちが憩う場です。市民病院の入り口方面から達上池に向
かって、２６か所で測定した結果０．０３５～０．０８５マイクロ
シーベルトと、平塚市が除去対象としている０．２３マイクロ
シーベルトよりいずれも低い値でした。
平塚市では２０日から測定器の貸し出しを始めます。は
がきによる申し込みを行なった結果、１０日間で３００名の
申込みがありました。みんなで地域の安全を確かめ、子ど
もたちが安心して外で遊べる環境を作って行きたいです
ね。
（松本）

市営住宅駐車場の
の使用料値上げについて
ぜ値上げか？」という意見も出されまし
されまし
た。また、駐車場の維持管理は利用者
利用者に
任されており、草ぼうぼうのところもあ
ぼうぼうのところもあ
るとして、「値上げはするが、管理は
は利
用者任せではまずいのでは・・。」との
との
意見も出されました。市は民間の金額
金額を
考慮しながら改定を検討していますが
していますが、
民間はそれなりの努力をして金額を設定
設定
しているという点が指摘された格好とな
とな
りました。まだまだ議論が必要ではない
ではない
でしょうか。

平塚市では、平成９年度から既存の市営
市営
住宅に駐車場の整備を開始し、使用料は
は平
成１２年に改定されました。その後改定をし
をし
ていないとして、今回「使用料の改定」が
が示さ
れたものです。
市営住宅の方々にお知らせが行ってか
ってか
ら、困惑の声が起こっています。
車離れ
市営住宅運営協議会でも、「今、車離
が進み、民間の駐車場は余り気味。そのた
そのた
め料金の引き下げが起こっている時に
に、な
市営住宅駐車
場使用料

駐車場使用料
現行

近傍の
民間駐車場

改定案

民家の周りの木々をなぎ倒し、餌
をあさったあと

平均値

田村宮の前住宅

５,０００円

５,０００円

５,８７５円

虹が浜西住宅

７,５００円

９,０００円

１０,２５０円

虹が浜住宅

７,５００円

９,０００円

１０,２５０円

虹が浜東住宅

８,５００円

１０,０００円

１１,８３３円

中原下宿住宅

５,０００円

５,０００円

６,２５０円

田村植竹住宅

５,０００円

５,０００円

６,４７５円

中原上宿住宅

５,０００円

５,０００円

６,２５０円

出縄中谷戸住宅

５,０００円

５,０００円

５,３３３円

龍城ヶ丘住宅

８,５００円

１０,０００円

１１,８３３円

公所谷戸住宅

５,０００円

５,０００円

５,０００円

万田貝塚住宅

５,０００円

５,０００円

6,000 円

他市の状況
状況を見てみると
鎌倉市・・・６０００円～８０００円

海老名市・・・軽５０００円～普通６４００円
海老名市

厚木市・・・４０００円～８４００円

座間市・・・一律６０００円
座間市

秦野市・・・４０００円～４５００円

大和市・・・８８００円～１１０００円
大和市
（Ｈ２１年度改正）

藤沢市・・・４０００円～７０００円

伊勢原市・・・２５００円～６０００円
伊勢原市

小田原市・・・５５００円～７０００円

高麗山周辺 イノシシ被害続出
イノシシ

（そ
それぞれＨ２３年度現在の額）

万田に設置された檻に入った時のイ
ノシシ

日本映画界の至宝
新藤兼人監督が９９年の人生
をかけた そして最後の傑作

映画「１枚のはがき」
上映日時：２月２４日（金）
①午前１０：００～
②午後２：００～
③午後７：００～

上映場所：平塚市中央公民
館 大ホール
入場料：前売り１０００円

高麗山を中心とした万田・高根に出没す
る「イノシシ」被害については、これまでに
もお知らせしてきました。
今年もこの地域の方々から「困った」と
いう声をいただき、農水産課にも相談に行
ってきましたが、狩猟禁止区域であり、檻
を設置してそこにかかるのを待つだけとい
った状態で、手をこまねくばかり。
民家のすぐ横の倉庫のまわりの木の根
っこまで掘り起こされてしまいました。
最初に檻を２基設置したのは２００６年１
２月のこと。現在平塚市内に設置されてい
る檻は、万田に３基、西小磯に３基、下吉
沢に１基、上吉沢に１基の計８基になった
といいます。
５年で２基から８基に増えたわけですが
人に何かあってからでは大変です。
さらに設置個所を増やし、農作物への被
害を食い止めることが必要になってきてい
ます。
しかし、イノシシにも民家まで危険を冒し
て下りて来なければならない「つらい事情」
があるのも事実。人間がそうさせてしまっ
ている現実を考えると、ただ「居なくなれ」
でいいのか・・辛いところです。

チケット扱い所
中央公民館レストラン「くすの木」、平塚ＹＭＣA
生協岡崎・中原・河内店、自然食品「麦」等
問い合わせは：湘央建設組合まで

当日１３００
１３００円

高校生以下８００円

