
                                   
                                                                                                                                   

                                  

 

 

                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                               

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                    

                                             

 

 
  

 

 

 

日本共産党平塚市議会議員団                         

団 長  渡 辺 敏 光                                     
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w-toshi@agate.plala.or.jp                 
松 本 敏 子                                               

電話・fax  59-4607          
mail@matsumoto-toshiko.jp 

  高 山 和 義 
 電話・fax  31‐4638  

k.takayama@mb.scn-net.ne.jp 日本共産党平塚市議会議員団 

電話 0463－23－1111（内線 2375） 

平塚市浅間町９－１  平塚市議会控室 

No.１１３４  ２０１１年８月２８日発行  

９月議会の 

会期日程示される 

● 議案第４７号 平塚市特別職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例 

平成２３年１０月１日～平成２５年３月３１

日までの間の市長の給料月額の５０％を

減額するための条例改正 

 

● 議案第４８号 議会の議員その他非常

勤の職員の公務災害補償等に関する条

例の一部を改正する条例 

 障害者自立支援法の一部が改正されたこ

とにより、同法を引用する規定の部分を

変更するもの。 

 

● 議案第４９号 平塚市のデイサービスセ

ンターの設置及び管理等に関する条例

等の一部を改正する条例 

 介護保険法の一部が改正されたことに伴

い、同法を引用する規定の部分を変更す

るもの。 

 

 

日本共産党議員団の法律相談 

次回は９月３日（土）です。 

午後１時から  （要予約） 

● 議案第５０号 平塚市小児の医療費

の助成に関する条例の一部を改正

する条例 

 これまで小児医療費の無料化は小学３

年生まで（所得制限は就学前まで）だ

ったものを、平成２４年度より小学６年

生まで（所得制限は変わらず）とする

条例改正。 
 
● 議案第５１号 平塚市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例 

 地方税法に一部が改正されたことに伴

い、同法を引用する規定を整備するも

の。 
 

● 議案第５２号 平塚市まちづくり条例

の一部を改正する条例 
 都市計画法施行令の一部が改正され

たことに伴い、同令を引用する規定を

整備するもの。 

 

  

◆平成２３年９月第３回定例会の日程 

月  日 会  議  等 

８月２６日（金）  本会議第１日（提案説明等） 

９月６日（火）  本会議第２日（総括質問）   請願締切り 

９月７日（水）  本会議第３日（総括質問） 

９月８日（木）  本会議第４日（総括質問） 

９月９日（金）  本会議第５日（総括質問） 

 総務経済常任委員会 
９月１３日（火） 

 都市建設常任委員会 

 教育民生常任委員会 
９月１４日（水） 

 環境厚生常任委員会 

９月２１日（水）  本会議第６日（委員長報告、採決等） 

  

◎開会の時間は午前１０時の予定ですが、都合により変更となる場合もあります。 

９月市議会定例会 提出案件  

 

今年も、市役所の緑のカーテ

ンが窓を覆い、残暑をさえぎっ

てくれています。 

● 議案第５３号 平塚市自転車の放置防止に関する条

例の一部を改正する条例 

  自転車の放置防止に対する措置の対象に、原動機付

き自転車を加えるとともに、自転車の移動、保管等に係

る費用を新たに徴収するなど、見直しを行うもの。 

 

● 議案第５４号 工事請負契約の締結について 

（市庁舎・平塚税務署新築工事 庁舎棟・建設） 

 

工事請負金額 ６９億５９４０万円 

契約の相手  竹中・成瀬特定建設工事共同企業体 

代表    株式会社竹中工務店  横浜支店 

       

● 議案第５５号 工事請負契約の締結について 

（市庁舎・平塚税務署新築工事 庁舎棟・電気） 

 

工事請負金額 １３億４４００万円 

契約の相手  栗原工業株式会社  横浜支店 

 

● 議案第５６号 工事請負契約の締結について 

（市庁舎・平塚税務署新築工事 庁舎棟・機械） 

 

工事請負金額 ２２億３６５０万円 

契約の相手  第一工業・エルゴテック特定建設工事

共同企業体 

代表   第一工業株式会社 横浜支店 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                                                   

１１３４号      ２０１１年８月２８日号                                      日本共産党平塚市議会議員団ニュース 

９月定例会 提出案件 つづき 

所得制限をなくすには、あとこれだけあればできる 

     単位：円 

財源 
扶助費 

一般財源 
年度 

小学３年生まで 小学６年生まで 
県補助金 小学３年生 

まで 

小学６年生 

まで 

２１年度 561,940,775 － 128,083,000 433,857,775 － 

２２年度 637,625,415 － 137,541,000 500,084,415 － 

２３年度 678,370,000 － 147,472,000 530,898,000 － 

２４年度 695,751,000 837,744,000 152,995,000 542,756,000 684,749,000 

２５年度 695,751,000 866,143,000 152,995,000 542,756,000 713,148,000 

 

● 議案第５８号 市道路線の認定について 

市内の一般路線、２３路線を認定するというもの。 

 

● 議案第５９号 平成２３年度平塚市一般会計補正

予算 

補正額  △１億１１１３万１千円 

国県支出金の内定、指定寄付金の運用、当初予算

で措置できなかった経費、不足が見込まれる経費な

どを計上。 

 

● 議案第６０号 国民健康保険事業特別会計補正予

算 

補正額  １２０３万９千円 

事業の清算等に伴って発生した国県支出金等の返

還金。 

 

● 議案第６１号 介護保険事業特別会計補正予算 

補正額  ６５１万９千円 

高齢者人口の増加により、地域包括支援センター委

託料の増額、H２２年度の事業の確定に伴い超過交

付された金額の返還を措置。  

 

● 議案第６２号 農業集落排水事業特別会計補正予

算 

土屋浄化センターの排出汚泥から国の基準値内で

はあるものの放射性物質が検出されたことから、計

画していた資源循環施設の建設を一時延期し事業

費を減額するとともに、管渠（かんきょ）を布設す

るための経費を措置するもの。 

小児医療費助成：来年度から小学６年生まで  予算で見ると 

＊ 平成２２年度までは

決算額、２３年度以

降は予算額を計上。 

＊ 小学６年生まで実施

した場合の一般財源

の金額は、支払いが

２ヶ月遅れるため１年

目（H２４年度）は 

１０ヶ月分の金額と

なり、２年目（H２５年

度）は丸１年分の額

となります。 

 平成２５年度でみる年齢別 医療扶助費の概算    

  ６歳 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 

６１００万円 ６５００万円 ６５００万円 ６５００万円 ５７００万円 ５７００万円 ５７００万円 

       ３学年で５８８２人 医療費無料の児童 

  ３学年でかかる費用は１億９５００万円 ３学年でかかる費用は１億７１００万円 

― ６５０万円 ６５０万円 ６５０万円 ５００万円 ５００万円 ５００万円 

  ３学年で５１８人 ３学年で５２９人 所得オーバーの 

家庭の児童 
  所得制限をなくすには計１９５０万円 所得制限をなくすには計１５００万円 

 

 

９月議会で提案されている「自転車放置防止」のための条例改正 
 

 

● 自転車だけでなく、原動機付自転車

も対象とする。 

● 放置自転車等は、纏にある放置自転

車保管所に保管されます。 

その際に要した費用として 

 自転車１台につき  ２０００円徴収 

原動機付自転車１台につき ４０００円を 

徴収するというものです。 

県内横浜・川崎を除く１７市中、現在保管

料を徴収していないのは、平塚市、三浦市、

厚木市、南足柄市、綾瀬市の５市となってお

り、保管の徴収額は他市を参考にしたとのこ

と。 

この条例改正が可決すると、H２４年４月１

日から施行されます。 

 

 


