６月議会は︑６月

日︵木︶から６月

︵火︶まで行われます︒

日

初日に加藤市長から補正予算３件︑条例
件

の議案が上程され説明がなされました︒
なお日本共産党３議員の一般質問は左記
日程で行います︒ぜひ傍聴にお出かけ下さ
い︒

日本共産党 の
無料法律相談
担当弁護士

岡村 三穂

７月６日︵火︶
次回

８月３日︵火︶
午後一 時より

１︵１ ︶ 加藤市長の所 信表明

値上げ案は

提 案しま した ︒

ましたが︑６
月議会で再度

げ案を撤回し

月議会で下水
道使用料値上

加藤市長 は︑昨年 の

※予約制ですので︑相
談される方は︑関野︑
原田︑田中までお申し
出ください︒

策 を研究・ 検討し ていく 必要
や施 政方針が 他都市 で使用 さ

て伺う

２ 梅の 凍霜害に対する 小田原
市の 対応と今 後の対 策につ い

解を伺う

れて いる事に 対して 市長の 見

があるのではないか

高 い区域に 対し︑ 洪水防 止対

近 傍など洪 水発生 の危険 性の

されているか
︵ ３︶下菊 川下流 の国道 １号

ら どのよう な意見 ・要望 が出

議案６件︑工事請負議案１件など合計

１ おおとり保育 園廃園問題に
ついて
︵ １︶独 立行政法 人国立 印刷
局との交渉は進展しているか
︵ ２︶お おとり保 育園の 現状
はどうなっているか
︵ ３︶園 児の保護 者への 対応

今年 月より
使用料を平均

︵ １︶市民 のくら し︑制 度を

１ 生活保護制度について

３ 市内 小田急線及び御 殿場線

て

︵２ ︶これか らの対 応につ い

ものです︒昨
年撤回した値

げするという

︵１︶今迄の対応について

ラブについて
め ぐる国の 実態が ある中 で市

の踏 切の拡幅 と安全 対策に つ

11

％でした︒

上げ案は

・

％値上

︵ １︶富 士見小の 隣接地 に建
長 はどのよ うに事 業推進 をし
いて伺う

・

設 予定の 有料老人 ホーム の中
て いくのか ︑その 政治姿 勢に

る現状とその改善について

に ︑放課 後児童ク ラブを 設置

プに関連し
２ 高齢者保養費について

︵１︶小田急線について
︵２︶御殿場線について

︵ １︶洪 水ハザー ドマッ プを

︵ １︶平成 ２２年 度で事 業を

13

98

月議会の
本会議で関野

65

議員が議案関
連質問し︑不
況で市民の暮
らしが大変な
折値上げすべ
きでないと厳
しくせまりま

尚、録画映像は、本会議の概ね５
日後(土日祝を除く)から約１年間放
映します

つ くった 目的とそ の活用 方法
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小田原市ホームページから
小田原市→議会情報→議会中継シス
テム→議会中継を見る

廃 止すると あるが ︑ぜひ 継続

６⁄24（木）鈴木美伸 佐々木ナオミ
植田理都子 奥山孝二郎
６⁄25（金）杉山三郎 安野裕子
小松久信 加藤仁司
６⁄28（月）大村学 檜山智子
原田敏司 田中利恵子
６⁄29（火）関野隆司 木村信市
谷神久雄

2010年６月 174号

小田原市荻窪３００番地
日本共産党小田原市議団ホームページ
http://jcpodawara.kun.jp/

ついて伺う
︵２︶査察指導員︑ケースワー

はどうなっているか

議会活動報告紙

す る計画 は今どう なって いる
か

した︒

市議会本会議質疑がインターネッ
トで中継されています。

について

６⁄10（木）提出議案等の説明など
６⁄15（火）議案に関する質疑など
６⁄16（水）建設経済常任委員会
６⁄17（木）厚生文教常任委員会
６⁄18（金）総務常任委員会
６⁄24（木）委員長報告、議案採決、
一般質問など
６⁄25（金）一般質問
６⁄28（月）一般質問
６⁄29（火）一般質問

12

日本共産党小田原市議団

10

関野たかし議員
(℡42-0316)

カ ー等現業 職員の 置かれ てい

議会中継
小田原市議会

すべきと考える︒見解を伺う

◇本会議・常任委員会は自由に
傍聴できます。
◇会議は10時から始まります。

︵ ２︶洪 水ハザー ドマッ プを

期日

２ 富士見小学校 放課後児童ク

質問者

29
10

３ 小田原市洪水 ハザードマッ

田中りえこ議員
(℡35-5389)

10
原田としじ議員
(℡48-4931)

発 表した ことによ り︑市 民か

６月定例会日程

