水

補正予算並びにその他議案一括上程・
提案説明
６/７

火 質疑、各常任委員会等付託、陳情付託
６/８

水 建設経済常任委員会
６/９

木 厚生文教常任委員会

６/20 月 一般質問
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田中りえ子議員
℡ 35-5389
関野たかし議員
℡ 42-0316
期日
質問者（質問順）
６⁄16（木）植田理都子 鈴木美伸 安藤孝雄
鈴木敦子 小澤峯雄
６⁄17（金）楊 隆子 佐々木ナオミ 木村正彦
神永四郎 井上昌彦
６⁄20（月）野坂 稔 鈴木紀雄 今村洋一
安野裕子 原田敏司
６⁄21（火）田中利恵子 関野隆司 大野眞一
大村 学 小松久信
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６/13 月 議会運営委員会（陳情審査）
各常任委員長審査結果報告、採決、陳
６/16 木
情審査結果報告、採決、一般質問
６/17 金 一般質問

進を抜本的に強化すべきではないか
３ 不況が深刻になる中で、中小企業
支援策を強化すべきではないか
（１）中小企業の実態調査を行うべき
（２ ）中小企業 の団体等 と懇談し 、意見 、
要望を聴取すべき
（３ ）住宅リフ ォーム助 成制度の 導入を 求
める

◇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。

℡ 48-4931
６/10 金 総務常任委員会

１ 東日本大震災に関することについて
（１ ）本市が行 っている 被災地・ 被災者 へ
の救援・復興の取り組み状況について
２ 小田原市地域防災計画等について
（１）計画全般の充実と見直しについて
３ 在宅介護者の支援について
（１ ）本市の家 族介護者 支援事業 の取り 組
み状況について
（２ ）在宅介護 者の実態 調査をす べきと 考
えるが、その見解について

６/21 火 一般質問

原田としじ議員
６/１

２０１１年６月 １８１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/

日本共産党小田原市議団

議会活動報告紙

７月５日（火）
次回
８月２日（火）
午後１時より
※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。

担当弁護士
岡村 三穂

無料法律相談

日本共産党の

よる放射 能等の小 田原市等 への被害 及び安
全対策について
（１）神 奈川県県 西地区に おける農 林水産
物等について
ア お茶について
イ 梅、ほうれんそうなど農産物について
ウ 魚など水産物について
エ 風評被害について
（２）放射能汚染と安全対策について
ア 学校の運動場等の土壌について
イ 大気、水について
２ 小田原市財政の現状と今後の方向性につ
いて
（１）市 債等の市 の借金は 相当減っ てきて
いるが現 状をどの 様にとら え、今後 どの様
にしようとしているのか
（２）小 児医療費 助成制度 の拡大や 住宅リ
フォーム 制度の創 設など、 くらしや 福祉な
どを大切 にし、地 域活性へ の投資が 必要だ
と考えるが
３ 小田原市立病院を基幹病院として更に充
実・確立する方策について
（１）加 藤市政の 現在迄の 取り組み と今後
の充実方向について
（２）医 師の宿日 直手当過 払い問題 の解決
方向について
４（１） ＪＲ御殿 場線・殿 沢踏切等 の拡幅
や小田急線踏切の歩道確保等について

５月17日に開催された臨時市議会で、原田としじ議員
が厚生文教常任委員会に、田中りえ子議員が総務常任委
員会に、関野たかし議員が建設経済常任委員会に、それ
ぞれ所属することが決まりました。
また、田中りえ子議員は議会運営委員会委員長に、原
田としじ議員は議会広報委員会委員長に選出されました。
議長には加藤仁司議員が、副議長には奥山孝二郎議員
が選出されました。
小田原市議会質疑がインターネットで中継さ
れています。
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
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。

小田原市議会は６月１日から始まり、加藤市長から補正予算並びにその他議
案が一括上程され提案説明がありました。６月 日から一般質問が４日間行わ

期日 曜日

１ 東日本大震災による福島第一原子力所に

議会中継
小田原市議会
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れます。日本共産党からは６月 日に原田としじ議員が、６月 日に田中りえ
子議員と関野たかし議員が一般質問を行います。ぜひ傍聴にお出かけください。

備考

１ 東日本大震災を教訓にして、災害につよ
い「まちづくり」の推進を
（１）津波を考慮し、防災対策の見直しを
ア 津波を考慮した広域避難所のあり方、適
切 な避難誘 導など研 究し、見 直しをす べき
ではないか
イ 民間も含め、３階建て以上の強固な鉄筋
コ ンクリー トのビル を緊急津 波避難施 設と
し て確保し 、将来的 には津波 避難ビル を設
置することも検討すべきではないか
ウ 下水道施設などライフラインの耐震化及
び津波対策を行うべきではないか
（２）防災訓練の見直しについて
（３）防災教育の見直しについて
（ ４）防災 対策の見 直しは専 門家の意 見を
仰ぐべき
２ 原子力発電から自然エネルギーへの転換
を国に求めよ
（ １）世界 一危険と いわれて きた浜岡 原発
を 運転停止 にとどめ るのでは なく、廃 炉に
するよう国に求めるべきではないか
（ ２）最終 的にすべ ての原子 力発電所 を停
止 し、廃炉 にするこ と、そし て自然エ ネル
ギーへの転換を国に求めるべきではないか
（ ３）市と しても自 然エネル ギーの普 及促

６月定例会

