４

１

か、市民の命を守り、被
害を軽減するための備え
について伺いたい。
Ａ 市 長 近年、各地で毎
年のように豪雨災害が発
生していることから、本
市においても、市民の皆
様が迅速かつ適切に避難
行動をとっていただくこ
とは重要である。
本市では、河川の洪水
などの水害から市民等の
安全を確保することを目
的として、市水防計画を

定めており、関係法令の
改正や国からの指針など
をもとに、毎年見直しを
行っている。水害等の発
生のおそれがある場合に
は、河川の水位情報や今
後の気象予測等を総合的
に判断し、地域防災計画
に定める避難勧告等の判
断基準をもとに、避難勧
告や避難指示等の情報を
発令し、防災行政無線な
どによって情報の伝達を
行うことにしている。

Ｑ 篠 原 国では、東日本
大震災で多数の犠牲が発

を求めているが取組はど

別計画」を策定すること

難方法等についての「個

委員の地区会長の両者が

自治会長と民生委員児童

への参加の働きかけや、

ンティアによる地区行事

難行動要支援者の避難行
示されている５項目のう

Ａ 市 長 国の取組指針に

現況の確認などを行う取

自宅を訪問し、顔合せや

過しているが、同指針に
ていないが、重要性は認

「個別計画」は策定し

の円滑かつ迅速な避難の

避難することが困難な人

がある場合などで、自ら

避難行動要支援者
災害が発生するおそれ

■子 ども の貧 困対策 の取 り組 みに つい て
厳しい環境に置かれ、学
困の状況にある子どもや家

ているように、本市も、貧

不可欠である。他市が行っ

Ｑ 篠 原 深刻な社会問題
となっている子どもの貧困

校生活や進学、健康などに

されている。

が及ぼす影響について、加

きではないか。

庭の支援ニーズを把握する

にも制約を受ける不安があ
Ａ 部 長 国民生活基礎調査

課題を抱える子どもたちに

本市における子どもの貧困
る状況にあり、活気に満ち
における子どもの貧困に関

藤市長は、どのように受け

の実態をどのように捉え、
た持続可能な地域社会の実
する数値は、本市において

ための本格的調査を行うべ

その対策をどのように進め
現に向けての脅威であると

止められているのか。また、 とっては、その将来の選択

られているのか伺う。
も、その傾向を参照すべき

り組みを進めるためには、

Ｑ 篠 原 子どもの貧困解決
に向けて、実効性のある取

りたい。

ら内容の把握に努めてまい

果については、注視しなが

ものであり、今後もその結

懸念している。

Ａ 市 長 平成 年の国民
生活基礎調査によれば、

子どもの貧困の実態調査は

17

カ所の支所 も得られる。
Ｑ篠原
等を全て廃止することに、 これにより、一定のサー
に対する拠り所的な意識

まって、地域住民の支所

コミュニティの推進と相

ビスが代替できることか

急きょ方針決定した理由
Ｑ 篠 原 コンビニや郵便

は薄らいできている。

と経緯について伺う。
Ａ 市 長 施設の老朽化が

局では対応できない支所
の相談対応機能について
は、どのようになるのか。

カ所の支所

等の廃止方針を定めるに

Ｑ篠原

あたって、利用者である

Ａ市長 相談への対応は、
書類等の内容をわかりや

地域住民の思いを、どの

夫を図りたい。

い合せいただけるよう工

で各所管課へ気軽にお問

ようにつかんでいるのか。 すくすることや、電話等

スの導入を促進しており、 Ａ 市 長 近年では、地域
と行政が協働して地域課
題の解決に取り組む地域

した上で会議に臨んでい

■今後の方向

メリットによる財政削減

▽財政削減が主眼
財政面では、スケール

ことは全くなかった。

かのような様相を深めた）

した（合併が目的である

途中で協議の内容が変質

な連携と良好な関係を維

くため、これからも緊密

共に県西地域を支えてい

らない。南足柄市とは、

断行していかなければな

された以上、これまでに

確保という選択肢が否定

よる強固な行財政基盤の

小田原市長は、合併に

行財政改革・中核市

主眼であり、新たな歳入

持発展させていきたい。

沿って進められており、

増加策まで議論すること

年間で約１５０億

していく県西地域８町の

▽警察 病･院行政への影響
今後も広域行政を推進

あり、新規の安定財源確

歳出削減のみの効果額で

円と推計したが、それは

果が

レーションでは、財政効

は当初より想定しておら

また、合併後としていた

理解を得ることができな
いのではないか。とりわ

ない厳しい行財政改革を

ず、協議の全体を通して

ず、効果は限定的である 。 効果の規模を図ることが

保の方策は示されておら

も、そうした課題が南足

中核市への移行につい
ては、２０２０年３月
年間で１

柄市長から提起されたこ

け足柄上地区１市５町に
対する神奈川県の警察行
政や医療病院行政への影

果を限定的と一蹴したこ
とは理解に苦しむ。
▽警察 病･院行政への影響
警察行政と病院行政へ

早急に判断するとしてい
ます。
中核市 人 口 万 以
上の指定都市以外の都市
の事務権限を強化する都

与えられます。小田原市

など、さまざまな権限が

の影響や懸念については 、 市制度で、保健所の設置
▽合意のもとで協議
任意協での協議の進め

のように特例市であった

協議会で議論したことは
方は、両市長間で合意し 、 一切なく、少なくとも私

都市は、２０２０年３月
る。県からも具体的な指

を受けることができます 。

あっても、中核市の指定

ての発言なのか不明であ

万未満で

は、そのような認識はな

任意協議会でも了承を得
ている。会議開催に際し
ては、その都度、市長が
事務局職員と綿密に調整

摘などは全くなかった。

日まで人口

い。どのような根拠をもっ

小田原市長の主張

■理解に苦しむ

響と懸念も極めて大きい 。 ５０億円もの歳出削減効

合併により、

日までの期限があるため 、

▽合併の効果は限定的
合併を想定したシミュ

南足柄市民を困惑させた 。 両市長間の合意に忠実に

一人としても残念であり 、 る。協議は全体を通して

めた」ことは、当事者の

た場合は、国の財政支援

平成 年度までに導入し

ニでの証明書交付サービ

カードを活用したコンビ

方、国ではマイナンバー

約化を検討してきた。一

以前から施設の再編や集

進んでいる多くの支所は、 の再編の方針を定めた。

状況等を考慮し、支所等

ら、施設の老朽化や利用

■新 たな 住民 窓口 サービ スと 支所 等の 再編 につ いて

１人が貧困の状況にあると

は ・９％であり、７人に

歳以下の「子どもの貧困率」

28

■ 局地化、集中化、激甚化する豪雨から市民を守る対策について
Ｑ 篠 原 近年の豪雨は、
局地化、集中化、激甚化
が特徴であり、想定外の
被害が拡大している。本
市も最悪の水害を想定し
た上で、小田原市水防計
画を含めた対策のチェッ
クを行うべきである。
そこで、本市が記録的
な豪雨に襲われた際、市
水防計画をはじめとする
現行の対策で対応してい
くのか、あるいは新たな
水害対策を講じていくの

生したことの教訓を踏ま
うか。

■災 害時 にお ける 避難 行動要 支援 者の 支援 体制 につ いて

え、平成 年 月に「避
動支援に関する取組指針」
組が始まっている。

支援者の支援体制整備が、 識しており、地域での共
確保を図るため、特に支

既に実施している。

どこまで進んでいるのか。 助の意識を高めることを

沿って本市の避難行動要

目的に、民生委員児童委
援を要する人

その後、４年余りが経

を市町村に通知している。 ち、３項目については、

また同指針では、避難行
員を主体とした地域ボラ

11

平成29年12月定例会
平成29年12月定例会
－ できるだけ詳細にお伝えするため文字が多くなっていますが、重要な部分は太文字で掲載しています。どうぞお読みください。－

13

ともなかった。ましてや

31

動要支援者の具体的な避

南足柄市長「合併すべきでない」
小田原市長「理解に苦しむ」
加藤修平・南足柄市長は、 月の南足柄市議会定例
会において、合併に向かうことの正当性や大義、合理
性を見出すことができず「小田原市と南足柄市は合併
すべきでないと判断した」と表明しました。これを受
け、加藤憲一・小田原市長は、市議会 月定例会で南
足柄市長が判断した理由には「理解に苦しむ、まった
く異なる認識、発言の根拠が不明」と述べた上で「当
面は南足柄市との間で、これ以上、合併に関する協議
を進めることはない」と打ち切りを言明しました。こ
れにより、両市の合併に関する協議は終結しました。

協議の途中から、議論が

めのものである。しかし
■合併すべきでない

「あたかも合併が目的で
あるかのような様相を深

南足柄市長の主張
▽議論の様相が変わった
「小田原市と南足柄市
の中心市のあり方に関す
る任意協議会」 （以下
「任意協」）は、合併を
目的にしたものでも、合
併の是非を判断する場で

20

12

平成29年9月定例会
を行い、協議内容に納得

20

もない。設置目的は、持
続して安定した市民サー
ビスの提供と県西地域２
市８町の連携と強化のた

*1

*1
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