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平井市長が案を公表
財政危機の責任認める

介護・福祉・教育等全分野の事業
廃止・休止・凍結・縮小へ
国保料・保育料は大幅値上げ

市民生活

直撃
第３回定例会が９月５日開会、６月議会で浮上した財政危機問題の市長報告で緊

急財政対策案(詳しくは２面)が提示されました。突然の危機は繰越金の見込み違い、

財政調整基金(貯金)の不足とされていますが、予算が身の丈に合わない形で行政運

営を続けた結果、その膨らんだ予算で立ち行かなくなったものです。

内容は、福祉や教育費をバッサリ切り捨て、市民負担も求める内容となっている

ことから、この案を市民が到底受け入れられるようなものではありません。具体的

に30年度の財源不足７億円に対する解決策は、全分野の事務事業を廃止・休止・凍

結・縮小などで３億円、国保料値上げで２億円、残りを人件費削減で２億円を確保

しようとするものです。これでは問題のつけを市民に強いるものです。

29年度予算も執行を取りやめたものもあり、影響が出始めています。高齢者セン

ターの浴場は故障を直さず、休止ではなく、廃止を決定。利用者からは「休止でな

く、壊れたことをいいことに廃止(閉鎖)はひどい」と声があがり、2400筆の陳情が

提出され、全会一致で了承されました。今後、市民生活に影響を及ぼさない財源確

保を最大限努力し、抜本的な市政運営(都市経営)の転換が迫られています。
●小児医療費助成対象は小６→就学前に後退

●特定不妊治療費助成 廃止

●ひとり親家庭等福祉手当 月額６千→３千円減

●少人数指導教員と教育指導教員の派遣 廃止

●特別支援教育の補助教員派遣 廃止

●心の相談・援助事業 廃止

●郷土資料館 開館凍結(一時閉鎖)

●図書館やコミュニティセンター開館日・時間縮小

■人件費の削減 職員給与・手当の見直し、職員数の削減(非常勤解
雇)を検討するとしていますが、具体的な数値は示されていません。

第３回定例会

見直し案一部

■逗子民報「議会報告」につ

いて みなさんのご意見をお

寄せください。

逗子市役所
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【総務費 ３８事業】

１.表彰事業 縮小

２.秘書事務 賀詞交換会 凍結

３.人事管理経費 縮小

４.職員研修事業 縮小

５.福利厚生事業 縮小

６.安全衛生費 縮小

７.広報ずし特集号 凍結

８.広報ずし発行 縮小

９.ふるさと納税カタログ 廃止

10.市民の事務事業チェック 廃止

11.東逗子駅前用地活用 検討中

12.移住促進事業 廃止

13.逗子フォト事業 予算0で継続

14.情報公開審査委員 報酬日額制に検討

15.個人情報保護委員 報酬日額制に検討

16.池子接収地返還促進市民協議会 削減

17.基地対策事務費 縮小

18.国際交流推進事業 凍結

19.ピースメッセンジャー派遣 廃止

20.ずし平和デー 予算0で継続

21.市民まつり補助金 凍結

22.地域活動センター運営事業 縮小

23.市民協働推進事業 一部廃止

24.市民活動補助金審査委員会 凍結

25.市民活動支援補助金交付事業 凍結

26.社会参加市民活動ポイント券 発行凍結

27.コミニティセンター 開館時間の短縮

28.地域自治システム推進事業 一部凍結

29.防犯対策事業 検討中

30.市民交流センター 開館時間短縮

31.プラザホール自主事業 縮小

32.交通整理員設置事業 凍結

33.交通安全推進事業 検討中

34.自転車等駐車場維持管理事業 縮小

35.放置自転車等等対策事業 縮小

36.選挙管理委員会 報酬日額制に検討

37.選挙執行経費 報酬日額制に検討

38.監査委員経費 報酬日額制に検討

【民生費 ４０事業】

１.民生委員 視察研修 凍結

２.福祉会館の開館日 縮小(土日休館)

３.社会福祉協議会 人件費増の凍結

４.地域福祉推進事業 人件費縮小

５.男女共同参画プラン推進事業 縮小

６.国民健康保険組合助成事業 検討中

７.障害支援区分等判定審査会 報酬削減

８.心身障がい(児)福祉団体助成 検討中

９.敬老祝い金支給・敬老会開催 廃止

10.池子デイサービス施設 休止

11.高齢者入浴助成 負担150円→200円増

( 鎌倉市内の銭湯利用 廃止 )

12.老人クラブ育成事業 検討中

13.高齢者センター運営事業 浴場廃止

14.高齢者センター維持管理事業 土曜休館

15.高齢者センターふれあい祭り 廃止

16.福祉バス運行 土曜休館で運行縮小

17.高齢者センター食事提供 委託縮小

18.幼稚園就園奨励事業 市単独補助凍結

19.私立幼稚園運営助成 削減検討中

20.私立幼稚園協会助成 段階的縮小

21.保育園運営費助成 市負担の縮小

22.民間保育所運営支援 補助縮小検討中

23.地域育児強化事業 補助単価一部縮小

24.小児医療費助成 対象縮小 小6→就学前

25.親子遊びの場支援事業 補助金凍結

26.親子遊びの場運営事業 凍結

27.自然の遊び場運営事業 凍結

28.ふれあいスクール事業 非常勤配置縮小

29.児童育成事務費 アドバイザー謝礼縮小

30.こども発達支援センター 送迎見直し

31.ひとり親家庭福祉手当 削減6千→3千円

32.湘南保育園 親子遠足バス借り上げ休止

33.小坪保育園 親子遠足バス借り上げ休止

34.青少年指導員 人数削減

35.青少年育成事業 子どもの日集い凍結

36.青少年交流事業 伊香保林間の廃止

37.成人式開催事業 食糧費削減

38.体験学習施設スマイル 開館時間短縮

39.体験学習施設スマイル 祭り経費0で継続

40.体験学習施設事務費 時間短縮で削減

【衛生費 １３事業】

１.医療関係機関助成 交付・補助金削減検討

２.総合的病院誘致事業 事務縮小

３.ウォーキング推進事業 廃止

４.小児習慣病予防事業 廃止

５.特定不妊治療費等助成 廃止

６.深夜花火等巡回業務 凍結

７.資源再利用推進事業 団体補助の縮小

８.資源回収ネット設置モデル事業 凍結

９.生ごみ処理容器購入助成 凍結

10.大型生ごみ処理機設置助成 新規廃止

11.資源化品目拡大事業 縮小

12.最終処分場 焼却灰資源化を埋立に移行

13.散乱防止ネットボックス購入助成 凍結

【農林水産業費 １事業】

１.水産業振興事業 補助交付金の削減検討

【商工費 ７事業】

１.労政事業 補助・交付金削減検討

２.小口短期事業資金貸付金 廃止

３.商工振興事業 補助・交付金削減検討

４.商工会助成 ①回遊事業凍結 ②流鏑馬・武者行列

凍結 ③信用保証料補助金縮小 ④法人組織維持の補助

金縮小

５.観光協会 花火大会・海岸事業 休止

６.フィルムコミッション 予算0で継続

７.自然の回廊プロジェクト推進事業 凍結

【土木費 ２３事業】

１.環境パートナーシップ推進事業 縮小

２.スマートエネルギー設置補助金 休止

３.自然環境評価事業 委員報酬見直し

４.景観まちづくり アドバイザー派遣 凍結

５.景観まちづくり 委員報酬見直し

６.啓発物品購入及び路上喫煙監視委託 凍結

７.耐震診断・耐震補強工事等助成 凍結

８.特別緑地保全地区指定 凍結

９.保存樹林奨励事業 凍結(奨励金支給せず)

10.保存樹木奨励事業 凍結(奨励金支給せず)

11.緑化推進事業 凍結

12.苗木等配布事業 凍結

13.池子の森自然公園維持管理事業 縮小

14.公園内有料運動施設運営事業 ①プール開設期間縮

小、②子ども無料券廃止、③プール以外を月曜日休館な

ど検討中

15.海水浴場運営事業 開設経費の縮小

16.防災工事助成 凍結

17.地籍調査事業 縮小

18.道路補修工事 縮小

19.街路樹維持管理事業 縮小

20.道路維持管理事業 縮小

21.道路舗装事業 縮小

22.計画的まちづくり推進事業 報酬見直し

23.歩行者と自転車を優先するまちづくり予算0

【消防 ５事業】

１.出初式の記念品 削減

２.消防団活動 球技大会・研修会食糧費削減

３.防災訓練 図上訓練委託の凍結

４.災害対策事業 指定井戸報償金の廃止

５.自主防災組織育成 補助・交付金削減検討

【教育費 ４１事業】

１.教育委員会 報酬日額制に検討

２.学校教育調査・研究事業 縮小

３.特別支援教育補助教員派遣 廃止

４.学習支援員配置 縮小

５.国際教育推進事業 縮小

６.少人数指導教員・教育指導教員派

遣 廃止

７.小規模校教員派遣事業 廃止

８.日本語指導講師派遣事業 縮小

９.学校関係者評価委員会開催 縮小

10.教職員福利厚生事業 補助金縮小

11.学校支援地域本部事業 委託縮小

12.調査・研究事業 縮小

13.教育相談事業 縮小

14.適応指導教室運営事業 非常勤配置縮小

15.心の相談・援助事業 廃止

16.小学校図書整理・整備 非常勤配置縮小

17.学校施設生ごみ処理機維持管理 廃止

18.小学校給食 放射能食材検査の終了

19.芸術鑑賞推進事業 各学校の委託料縮小

20.水泳監視員派遣 ボランティア謝礼に変更

21.中学校図書整理・整備 非常勤配置縮小

22.中学校給食 放射能食材検査の終了

23.クラブ活動 生徒派遣激励費の廃止

24.芸術鑑賞推進事業 各学校の委託料縮小

25.学校開放事業 委託縮小

26.アートフェスティバル 凍結 予算0継続

27.ＰＴＡ連絡協議会 補助・交付金削減検討

28.社会教育出張講座 縮小

29.市指定文化財保存管理奨励交付金 縮小

30.名越切通まんだら堂公開日 縮小

31.名越切通整備事業 縮小

32.古墳整備事業 縮小

33.古文書事業 非常勤配置縮小

34.青少年団体育成事業 補助・交付金見直し

35.図書館 ①ブックスタート廃止 ②駅ポスト・学校

資料配送委託凍結等

36.図書館 火曜休館・開館時間短縮 20時→18時

37.郷土資料館 開館凍結 (事実上閉鎖)

38.チャレンジデーとスポーツ祭典交付金 凍結

39.スポーツ推進事業 体協委託料 凍結・縮小

40.スポーツ推進事業 体協補助金 凍結・縮小

41.市立体育館(アリーナ) 月曜休館(人件費削減)

【介護保険 ６事業】

１.介護認定審査会 委員報酬の見直し

２.高齢者生きがいと健康づくり 教養講座縮小

３.徘徊高齢者 徘徊探索機器貸与の新規登録休止

４.福祉給食サービス事業 非課税世帯に制度移行

５.在宅高齢者紙おむつ支給 非課税世帯に制度移行

６.福祉救急通報システム 非課税世帯に制度移行

平成30年度予算で廃止・休止・
凍結・縮小される事業(削減案)
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