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次回は１２月１２日です。
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（要予約）

２００９年１１月２２日発行

次期環境事業センター整備・運営の
事業者（優先交渉権者）が決定
11 月 1３日、平塚市次期環境事業
センター（ごみ焼却場）の整備・運
営を行う事業者選定委員会が開か
れ、18 日にその結果が公表されまし
た。
非価格
代表企業

処理方式

要素点
60 点
満点

（株）荏原製作所 流動床式
首都圏営業所
焼却炉
日立造船 （株 ） ストーカ式
東京本社
焼却炉
（株）タクマ
ストーカ式
東京支社
焼却炉

37.61
40.87
38.44

予定価格（上段税抜き価格
下段税込価格 ）

下の表の結果から、平塚市・大磯町で
発生する可燃ごみ等を焼却する施設を
整備・運営する事業者は、「（株）荏原
製作所首都圏営業所」に決定したと報
告がありました。
価 格 点

総合

提案金額
上段税抜金額

40 点

評価
点
100
点
満点

下段税込価格
満点
193 億 7891 万 2000 円
40.00 77.61
203 億 4785 万 7600 円
219 億円
35.40 76.27
229 億 9500 万円
252 億円
30.76 69.20
264 億 6000 万円
273 億 9038 万円
287 億 5989 万 9 千円

総合
審査結果
優先
交渉権者
次点
交渉権者

電話・ファックス・メールで皆さんからのご意見・ご要望をお寄せください。
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焼却炉の規模：３１５ｔ／ 日
（１０５ｔ／日×３炉）
３０年間使用することを
前提とした設計・施工・運営

年間処理量：８４，３８８ｔ
施設完成予定：平成２５年３月
事業者の運営期間：平成２５年４月~
平成４５年３月（２０年間）

整備・運営：ＤＢＯ方式
（Design：設計、Build：施工、
Operate：運営を一手に担う方
法）

処理方式：流動床式焼却炉
焼却炉内に砂が入っており、これ
を高温に温め、風圧により流動さ
せる。高温で流動した炉内に破砕
ごみを投入し、短時間で燃焼する
焼却炉。（現在も流動床式）

税込み価格 ：２０３億４７ ８５ 万
７６００円
（予定価格は約２８７億６千万円）

次期環境事業センターの事業者決定について、
皆さんからのご意見をぜひお寄せください。

平塚市も８月に「仕事の点検作業」を実施

その結果から
８月２９日（土）、教育会館で一日かけて「仕事の点検作業」が行われました。
平塚市が実施している事業のうち、
（１）人件費を含めた事業費が
５００万円以上の事業
（２）事業の実施について、市に
裁量の余地がある事業
（３）外部の視点から意見を聞く
必要があると思われる事業
の３条件にあった事業を洗い出し、
今回、１４事業の点検作業が行わ
れました。

平塚球場の木々も色づき始めました。

点検作業メンバーである学識経験者：８名、県職員：２名、市政モニター：４名の計１４
人が２組に分かれ、市の担当課から事業内容や問題点、この点検作業に出してきた理
由などを聞き、「不要」「事業内容等の見直し」「現行どおり」等のどれに該当するか意
見を出し合い、今後の方向性を示しました。
市は「仕事の点検作業の結果を踏まえて検討し、次年度以降の事業の見直し及び
予算編成に活用します。」としていますが、作業メンバーの選考経過や、各事業が始ま
った経緯をどう考え、それに代わる事業の具体案は何かが示されないと、市民の協力
によって継続してきた事業までもが、市民不在の議論で打ち切られる恐れがあると危
惧します。
今回の結果は以下の通りです。
作業名
1

市民文化啓発事業

担当課

仕事の点検作業結果

行政総務課

事業内容等の見直し

みどり公園・水辺課

不要

防災危機管理課

事業内容等の見直し

障がい福祉課

事業内容等の見直し

文化・交流課

不要

環境業務課

市以外が実施

学務課

不要

広報・情報政策課

現行どおり

高齢福祉課

不要

青少年課

現行どおり

11 合併処理浄化槽普及促進事業

土木総務課

事業内容等の見直し

12 新しい七夕まつり創出事業

商業観光課

現行どおり

建築指導課

不要

2

（平塚市文化振興基金活用事業）
総合公園管理庶務事業
（湘南ひらつか大盆おどり）

3

自主防災組織支援事業

4

心身障害者福祉手当支給事業

5

6

市民文化啓発事業
（平塚市文化振興基金活用事業）
ごみ収集運搬事業
（事業系ごみ（特定ごみ制度）
幼稚園運営補助事業

7

（私立幼稚園教材教具購入費

１２月議会に国民健康保険税の納付額を平準化する条例改正案が！
他の自治体では、国民健康保険税の納
付は平成２０年１０月から「特別徴収」
を開始していますが、平塚市は他のシス
テムとの関係で来年の１０月から始め
ることになっています。
国民健康保険税の徴収は、地方税法
で、「保険税額を徴収する回数で割った
とき、『千円未満』の端数はすべて最初
の回に入れる」ことになっているため、
1 回目が非常に高額になっています。
ところが、「特別徴収」になると、「千
円未満」ではなく「百円未満」となるの
です。
定例行政報告会で、例をあげて説明が
ありました。
《保険税が年額 66,600 円の場合》
10 回払いで割ると１回は 6,660 円。
しかし、1,000 円未満は初回に入れるの
で、1 回目は 6,660 円＋（６６０円×９
＝5,940 円）で 12,600 円。
2 回目からは 6,000 円となり、1 回目
は 2 回目以降の２倍強になります。

《特別徴収になると》
10 回払いで割ると１回は 6,660 円。
しかし、100 円未満を初回に入れるので、
1 回目は 6,660 円＋（６０円×９＝５４
０円）で 7,200 円。
2 回目からは 6,600 円となり、1 回目
との差が小さくなり、1 回目の負担が少
なくて済みます。
今までも、「なんで１回目がこんなに高
いの？年金は同じ額しか入らないのに、
こんなに差をつけないでほしい！」とい
う声が出ていました。
今度の 12 月議会で、地方税法の「但
し書き」を運用し、普通徴収でも「百円
未満」を 1 回目に入れるよう条例改正を
行うことが提案されます。

及び健康管理費補助金事業）
8

広報紙発行事業

9

高齢者ふれあいバス事業

10 海洋少年団交流事業

13

14

建築確認事業
（専用住宅等の中間検査制度）
地区公民館事業
（市民体育レクリエーション）

社会教育課
（中央公民館）

現行どおり

生活保護受給者、さらに急増！ ５億円の補正予算
昨年度の生活保護費の総額は、決算額
で４１億８５００万円でした。
今年度は、当初予算で４２億２２００
万円組んでいましたが、１２月議会に５
億５００万円の補正予 算が計上 されま
す。
高校では「授業料を払えず、将来ある
生徒が高校をやめざるを得ない」状況が
起こっているといいます。

これから冬に向かうというのに、住
む家もない状況で首を切られた人が
次々と相談にきます。
皆さんと一緒に、
平塚でも「派遣村」
の準備をしていけ
たらと考えていま
す。お力をお貸し
ください！（Ｍ）

