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〇プロスポーツ支援について
平塚市では今シーズンＪ１に昇格する湘南ベルマーレ

、横浜DeNAベイスターズ

横浜ビー・コルセアーズ （Ｂ１中地区）を応援しています！
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佐藤たかこ

http://scn-net.easymyweb.jp/member/takako̲3/

いつも笑顔で

※平成29年度からは川崎ブレーブサンダース （Ｂ１東地区）も平塚市でホームゲームを開催しています。

平成28年度

平成27年度

19,742千円

競技場審判控室改修

総合体育館第1体育室
電光掲示板

Ｊリーグ基準

総合公園
管理運営事業

施設修繕料

5,378千円

6,577千円

5,076千円

15,000千円

競技場トイレ洋式化

競技場トイレ洋式化

競技場メインスタンド観客席増席
Ｊリーグ基準

委託料（※1） 14,195千円
平塚競技場バック
スタンド増築事業 工事請負費
（継続費・※2）
総合公園
建設事業
管理運営事業
（繰越明許・※3） 委託料

！
やる気、
根気、
元気
る気、
気、
気

平成26年度

6,328千円

14,350千円

2017年8月、神奈川15区から外務大臣が誕生し、昨秋の衆議院選

挙後も引き続き外交関連のニュースを身近に感じている市民、また、

競技場バックスタンド
座席交換

「排除」ということばが耳に残る方も多いのではないでしょうか。

10,000千円

なかなか伝わらない等身大の市議会議員の様子をわかりやすく伝え
たいと、日々、発信方法やことば選びに頭を悩ませています。一議員

（※1）委託料：ドリームパスポート・学校訪問・広報等

65,230千円

としては、議員の定数を問うより、多様な方々に声を挙げてほしいと

（※2）継続費：平成28〜29年度の継続して整備されます

10,530千円

競技場照明塔設計調査委託
（LED化）

（※3）繰越明許：歳出予算のうち、その性質上、または予
算成立後の自由に基づき年度内にその支
出を終わらない見込みのあるものについ
て、翌年度に繰り越して使用することが
できるもの

7,548千円

この他に『サッカー文化の振興によるまちづくり
事業』に毎年2,180千円が充てられています。

競技場バックスタンド
増築工事設計委託

【平成 29 年度完成】競技場バックスタンド増築工事

所属会派：清風クラブ
教育民生常任委員会

工事請負費

362,880 千円（電気）
87,448 千円（建築）

考えています。人権を意識した言動と行動を心がけ、2期目の最終年
度に歩みを進めてまいります。

平成29年11月27日から12月20日、12月市議会定例会が開催されました。質問時間19分の質疑応答の一部を抜粋
してご報告します。ひらつか議会だより第204号（H30.2.3.発行）と併せてご一読ください。

活動報告会
開催のお知らせ

【平成 29 年度完成予定】競技場照明塔改修工事

工事請負費 129,534 千円
建設事業委託 4,752 千円

日時：2018年3月31日（土）10：30～
場所：八幡自治会館
限られた会場でのみの開催になりますが、是非、お越しください。

平塚市美術館

建設事業委託 10,530 千円

問

市役所周辺に大型商業施設が開設されて一

限定した開館時問の延長について見解を伺う。
社会教育部長

年以上が経過し、文化ゾーン一帯を含めた交通状

開館延長を実施している。この時間帯に観覧され

ら社会的背景の影響による来館者の変化について
見解を伺う。
社会教育部長

た方は、平成28年度は合計943人、この期間の観覧

市内・外から来館されるので、近

者数の約２%、平成29年度は合計617人、同じく約

隣の大型商業施設と美術館を回遊する方だけの把

４%である。開館延長については、近隣市町の状況

握は難しいものと捉えている。現在、企画展開催

最後に

佐藤たかこ

平塚

4

ていく。

者の傾向を把握し、引き続きＰＲに力を入れ、大

次ページに続く→

型商業施設からの来館者の増加へとつなげていく。
問

検

索

ご意見・ご質問、応援メッセージは、E-mail：takatan.kike@md.scn-net.ne.jp
又は Fax： 0463-21-7600 にてお知らせください。

用対効果を踏まえ、さまざまな面から検証を進め

るきっかけなどについても調査項目に加え、来館

とてもアナログな佐藤たかこが、ブログやホームページを展開しています。
平塚」で検索し、是非、ご覧ください！

や実施に伴う受付・監視業務委託費の増加など費

時にアンケート調査を実施しているので、来館す

この活動報告は平塚駅北口周辺から大神地区までの約20,000世帯ほどにポスティングしていま
すが、その対象世帯数が前回よりも増え、平塚市も人口増の動きが見えてきました。
さて、天災はいつ襲ってくるか分かりません。特に新しく平塚の住民になられた皆さん、ご自宅
の周辺をよくご確認ください。そして、それぞれの地域の魅力発見も楽しんでください！

より多くの方に来館していただけ

るよう、夏休み期間に合わせて通常より１時間の

況、特に週末はその影響を強く感じている。これ

「佐藤たかこ

発行人：佐藤たかこ
連絡先：平塚市西八幡
1-10-5-202
Tel･Fax：0463-21-7600

文化ゾーンの駐車場有料化が進めらている

ことを踏まえ、多くの方に足を運んでいただける
施設運営を考え直す機会ではないか。すべての開
館日、或いは金曜日、土曜日、または祝日などに

ロビー展：長谷川さちの彫刻−レイライン
1

外光が降りそそぐ
空間で一息つきま
せんか。
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化状況や不具合箇所などの詳細な調査を委託にて

一般財団法人地域創造「公立美術館の公益

実施している。今後、この調査報告を踏まえ、関

性に関する指針」の調査研究報告書の引用になる

係各課と調整し平塚市公共施設等総合管理計画な

が、公立美術館には地域社会に期待される役割と

どに基づき、建物や設備機器の改修や修繕の取組

して、

内容を具体化していく。

１．地域の文化資源を発見・創造し、文化的な誇り
を示す、学術・文化の発展（郷土意識の涵養）

一問一答による再質問

２．学校教育・生涯学習の場として豊かな感性を開

問

く（教育・学習の支援）

美術館はスペースも広くとられており、そ

３．さまざまな人を惹きつけ、新しい関係をつく

のひとつひとつが有効に活用されるように期待し

り、地域を活性化させる（地域再生・創造都市

ている。公立美術館の公益性に関する指針の「4.芸

への貢献）

術の持つ力で地域の環境、医療、福祉等、地域課

問

期日前投票所は市内３カ所に設置されてい

票行為に支障のある有権者がいらっしゃいます。

るが、その設置については有権者数による数字的

そういった問い合わせがこれまで寄せられている

根拠が必要なのか伺う。

のか、また、これまでの対応を伺う。

選挙管理委員会事務局長

選挙管理委員会事務局長

公職選挙法第48条の2第７項、

でお越しいただければ、投票事務従事者が代わり

情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置を講

や介護サービスを利用して、自宅から投票所まで

場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事

問

などの役割を果たすことが求められている。１か

幻聴に悩まされながらも、エネルギッシュな作品

ら３については、平塚市美術館の運営も概ね同様

を世に出されている芸術家がいる。そういったさ

の方向性を持ち事業展開されているが、「４．芸

まざまな環境に実は多くの芸術が存在し、また、

術の持つ力で、地域の環境、医療、福祉等、地域

障がい者アートなどという言葉が少しずつ新聞報

課題に貢献する、地域施策との連携」という点に

道でも出るようになってきた。人はいろんなバッ

ついて、地域に根ざした役割と今後の事業運営を

クグラウンドを負っていることへの理解と、障害

どのように考えているのか伺う。

の特性への理解という点で、福祉ではなく美術館

手帳か、戦傷病者手帳を持っている選挙人でその

という観点から、市民に広めるような一翼を平塚

障害の区分による者、または介護保険の被保険者

市美術館も担えると考えるが見解を伺う。

証の要介護状態区分が【要介護5】と認定された者

社会教育部長

展覧会では、湘南にゆかりの作品

や地域の優れたコレクションの紹介、国内外の

美術文化を幅広く紹介する役割がある。特に、美

近、現代美術作品の紹介を基準として企画をして

術鑑賞を通し、子育て支援として、親子で参加で

いる。特に障がい者の方、そうでない方の区別な

きる赤ちゃんアート、キッズ鑑賞ツアーなどの人

く展覧会を行っているが、例えば、視覚障害の方

気のあるワークショップや、地域に根ざした取組

向けということで、彫刻を直接手で触れて感触を

として、保育園児を対象とした美術鑑賞ツアーや

感じていただくなど非常に好評であった。障害の

小学校を対象とした対話による美術鑑賞教育など

ある、なしに関わらず公的美術館としては、展覧

の充実を図っていく。地域社会に期待される役割

会を開催しなければならないと思っている。

を担うためには、企画展などの魅力ある展覧会に
加え、地域と密着したワークショップの充実、美
術教育の普及体験活動の推進にも力を入れ、市民

期日前投票所を新規に設置した場合、どの

一問一答による再質問

くらいの予算がかかるのか。
選挙管理委員会事務局長

現在、公民館に設置している

問

ものと同様に開設期間を７日間とした場合、投票管
理者、投票立会人報酬、臨時職員賃金、受付用パソ

いると耳にする。福祉村の設置等、全国に先駆け

コンレンタル、期日前投票管理システム、備品、消

て取り組んでいる自治体として、是非、高齢者

耗品費等でおおよそ340万円を見込んでいる。
問

の、また、市民の権利を守るという点で調査が必

郵便等による不在者投票制度は身体障害者

要かと思うが見解を伺う。
福祉部長

多くの高齢者、障がい者の方がみえて、やっとの
ことで来られる方もあった。どのような形で行っ

とされている。今年2月の段階で、本市では要介護

ていくのがよいのかは選挙管理委員会とも連携を

1から5までの約8,500人が保険給付の受給者とな

していかなければならないので、選挙管理委員会

っており、その内、要介護5の受給者は約1,000人

と調整をしていきたいと考える。

となっている。また、14の医療施設で不在者投票

問

制度が利用できる「指定病院」として登録されて

来館者の安全確保や快適な施設利

用、美術品の良好な保存を維持するため、電気、

平塚市がどうするかというのは難しいが、現場で

ある高齢者の投票する権利は守られているのか検

見て、感じている意見をまとめて国を変えていく

証する必要があると考えるが見解を伺う。

姿勢が行政にも求められている。是非、そういっ

選挙管理委員会事務局長

た視線で市民の声を聞いてほしい。また、当事者

高齢者の投票に関する意欲は

高いものがあり、60,70歳代の投票率は毎回高い数

ではなく、その家族やケアマネージャーにそうい
った（投票者の権利）視点を広めていくことが大
切と考えるが見解を伺う。
選挙管理委員会事務局長

省の諮問機関において要介護度４や３でも不在者

とした不在者投票」について、広報やホームペー

が、現状として衆議院では要介護度までの議論に

投票の対象とすべきということで話は出ている

いかなかった。高齢者の選挙の権利については、

などで周知を図っていきたい。

開館後26年が経過し、建築や設備とも経年劣化が

三沢厚彦作「ユニコーン」：受付前のスペースでは三沢氏の
作品が交代で展示されます。解体や搬出の様子（動画）が美
術館ホームページで紹介されています。

進行している。現在、長寿命化を図るために、劣

2

介護度については、既に総務

制度の「郵便等による不在者投票」や「病院、老

ジ、選挙時の投票所入場整理券に同封する案内文

空調設備等の保守点検や修繕を実施しているが、

総務省が定める不在者投票制度について、

いる。高齢社会が進むなかで、さまざまな環境に

人ホームなどの指定施設に入所している方を対象

て伺う。

投票者の権利を守るということは大事

なことである。実際に私も投票管理者をしたが、

確保は重要な課題と考えます。現在、不在者投票

施設の維持管理の現状と今後の対応につい

郵便等による不在者投票制度について、要

介護３であってもこ制度を活用できていない方が

率も低くなり、高齢化の進行に対する投票機会の

ている。

社会教育部長

説明している。

字を示している。一方で、80歳以上となると投票

の方々が訪れやすい環境を整えていきたいと考え
問

の移動に関して支援が受けられる場合がある旨を

有権者数に基づき設置するものではありません。

でも草間彌生さんのように、幼少時代から妄想や

めに設置され、地域の文化の拠点としても優れた

に記載する代理投票の制度や、障がい福祉の制度

ずることと規定されており、その設置については

地域課題に貢献する（地域施策との連携）

の向上を図り、市民の芸術文化振興に寄与するた

家族等の支援により投票所ま

市町村の選挙管理委員会が期日前投票所を設ける

題に貢献する地域施策との連携」について、日本

美術館は市民の美術に関する知識

2018年・春

投票所と投票制度について

４．芸術の持つ力で、地域の環境、医療、福祉等、

社会教育部長

第10号

問

ケアマネージャーに制度を周知し、高齢者の方ご
本人というよりもご家族等への周知に向けて福祉

郵便等による不在者投票制度に該当しない

部と調整をしていきたい。

要介護度、または障がいの程度によって実際の投
3

活動報告

問

第10号

2018年・春

活動報告

化状況や不具合箇所などの詳細な調査を委託にて
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問

などの役割を果たすことが求められている。１か

幻聴に悩まされながらも、エネルギッシュな作品

ら３については、平塚市美術館の運営も概ね同様

を世に出されている芸術家がいる。そういったさ

の方向性を持ち事業展開されているが、「４．芸

まざまな環境に実は多くの芸術が存在し、また、

術の持つ力で、地域の環境、医療、福祉等、地域

障がい者アートなどという言葉が少しずつ新聞報
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ついて、地域に根ざした役割と今後の事業運営を
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の特性への理解という点で、福祉ではなく美術館

手帳か、戦傷病者手帳を持っている選挙人でその

という観点から、市民に広めるような一翼を平塚

障害の区分による者、または介護保険の被保険者

市美術館も担えると考えるが見解を伺う。

証の要介護状態区分が【要介護5】と認定された者

社会教育部長

展覧会では、湘南にゆかりの作品

や地域の優れたコレクションの紹介、国内外の

美術文化を幅広く紹介する役割がある。特に、美

近、現代美術作品の紹介を基準として企画をして

術鑑賞を通し、子育て支援として、親子で参加で

いる。特に障がい者の方、そうでない方の区別な

きる赤ちゃんアート、キッズ鑑賞ツアーなどの人

く展覧会を行っているが、例えば、視覚障害の方

気のあるワークショップや、地域に根ざした取組

向けということで、彫刻を直接手で触れて感触を

として、保育園児を対象とした美術鑑賞ツアーや

感じていただくなど非常に好評であった。障害の

小学校を対象とした対話による美術鑑賞教育など

ある、なしに関わらず公的美術館としては、展覧

の充実を図っていく。地域社会に期待される役割

会を開催しなければならないと思っている。

を担うためには、企画展などの魅力ある展覧会に
加え、地域と密着したワークショップの充実、美
術教育の普及体験活動の推進にも力を入れ、市民

期日前投票所を新規に設置した場合、どの

一問一答による再質問

くらいの予算がかかるのか。
選挙管理委員会事務局長

現在、公民館に設置している

問

ものと同様に開設期間を７日間とした場合、投票管
理者、投票立会人報酬、臨時職員賃金、受付用パソ

いると耳にする。福祉村の設置等、全国に先駆け

コンレンタル、期日前投票管理システム、備品、消

て取り組んでいる自治体として、是非、高齢者

耗品費等でおおよそ340万円を見込んでいる。
問

の、また、市民の権利を守るという点で調査が必

郵便等による不在者投票制度は身体障害者

要かと思うが見解を伺う。
福祉部長

多くの高齢者、障がい者の方がみえて、やっとの
ことで来られる方もあった。どのような形で行っ

とされている。今年2月の段階で、本市では要介護

ていくのがよいのかは選挙管理委員会とも連携を

1から5までの約8,500人が保険給付の受給者とな

していかなければならないので、選挙管理委員会

っており、その内、要介護5の受給者は約1,000人

と調整をしていきたいと考える。

となっている。また、14の医療施設で不在者投票

問

制度が利用できる「指定病院」として登録されて

来館者の安全確保や快適な施設利

用、美術品の良好な保存を維持するため、電気、

平塚市がどうするかというのは難しいが、現場で

ある高齢者の投票する権利は守られているのか検

見て、感じている意見をまとめて国を変えていく

証する必要があると考えるが見解を伺う。

姿勢が行政にも求められている。是非、そういっ

選挙管理委員会事務局長

た視線で市民の声を聞いてほしい。また、当事者

高齢者の投票に関する意欲は

高いものがあり、60,70歳代の投票率は毎回高い数

ではなく、その家族やケアマネージャーにそうい
った（投票者の権利）視点を広めていくことが大
切と考えるが見解を伺う。
選挙管理委員会事務局長

省の諮問機関において要介護度４や３でも不在者

とした不在者投票」について、広報やホームペー

が、現状として衆議院では要介護度までの議論に

投票の対象とすべきということで話は出ている

いかなかった。高齢者の選挙の権利については、

などで周知を図っていきたい。

開館後26年が経過し、建築や設備とも経年劣化が

三沢厚彦作「ユニコーン」：受付前のスペースでは三沢氏の
作品が交代で展示されます。解体や搬出の様子（動画）が美
術館ホームページで紹介されています。

進行している。現在、長寿命化を図るために、劣

2

介護度については、既に総務

制度の「郵便等による不在者投票」や「病院、老

ジ、選挙時の投票所入場整理券に同封する案内文

空調設備等の保守点検や修繕を実施しているが、

総務省が定める不在者投票制度について、

いる。高齢社会が進むなかで、さまざまな環境に

人ホームなどの指定施設に入所している方を対象

て伺う。

投票者の権利を守るということは大事

なことである。実際に私も投票管理者をしたが、

確保は重要な課題と考えます。現在、不在者投票

施設の維持管理の現状と今後の対応につい

郵便等による不在者投票制度について、要

介護３であってもこ制度を活用できていない方が

率も低くなり、高齢化の進行に対する投票機会の

ている。

社会教育部長

説明している。

字を示している。一方で、80歳以上となると投票

の方々が訪れやすい環境を整えていきたいと考え
問

の移動に関して支援が受けられる場合がある旨を

有権者数に基づき設置するものではありません。

でも草間彌生さんのように、幼少時代から妄想や

めに設置され、地域の文化の拠点としても優れた

に記載する代理投票の制度や、障がい福祉の制度

ずることと規定されており、その設置については

地域課題に貢献する（地域施策との連携）

の向上を図り、市民の芸術文化振興に寄与するた

家族等の支援により投票所ま

市町村の選挙管理委員会が期日前投票所を設ける

題に貢献する地域施策との連携」について、日本

美術館は市民の美術に関する知識

2018年・春

投票所と投票制度について

４．芸術の持つ力で、地域の環境、医療、福祉等、

社会教育部長

第10号

問

ケアマネージャーに制度を周知し、高齢者の方ご
本人というよりもご家族等への周知に向けて福祉

郵便等による不在者投票制度に該当しない

部と調整をしていきたい。

要介護度、または障がいの程度によって実際の投
3
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〇プロスポーツ支援について
平塚市では今シーズンＪ１に昇格する湘南ベルマーレ

、横浜DeNAベイスターズ

横浜ビー・コルセアーズ （Ｂ１中地区）を応援しています！
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佐藤たかこ

http://scn-net.easymyweb.jp/member/takako̲3/

いつも笑顔で

※平成29年度からは川崎ブレーブサンダース （Ｂ１東地区）も平塚市でホームゲームを開催しています。

平成28年度

平成27年度

19,742千円

競技場審判控室改修

総合体育館第1体育室
電光掲示板

Ｊリーグ基準

総合公園
管理運営事業

施設修繕料

5,378千円

6,577千円

5,076千円

15,000千円

競技場トイレ洋式化

競技場トイレ洋式化

競技場メインスタンド観客席増席
Ｊリーグ基準

委託料（※1） 14,195千円
平塚競技場バック
スタンド増築事業 工事請負費
（継続費・※2）
総合公園
建設事業
管理運営事業
（繰越明許・※3） 委託料

！
やる気、
根気、
元気
る気、
気、
気

平成26年度

6,328千円

14,350千円

2017年8月、神奈川15区から外務大臣が誕生し、昨秋の衆議院選

挙後も引き続き外交関連のニュースを身近に感じている市民、また、

競技場バックスタンド
座席交換

「排除」ということばが耳に残る方も多いのではないでしょうか。

10,000千円

なかなか伝わらない等身大の市議会議員の様子をわかりやすく伝え
たいと、日々、発信方法やことば選びに頭を悩ませています。一議員

（※1）委託料：ドリームパスポート・学校訪問・広報等

65,230千円

としては、議員の定数を問うより、多様な方々に声を挙げてほしいと

（※2）継続費：平成28〜29年度の継続して整備されます

10,530千円

競技場照明塔設計調査委託
（LED化）

（※3）繰越明許：歳出予算のうち、その性質上、または予
算成立後の自由に基づき年度内にその支
出を終わらない見込みのあるものについ
て、翌年度に繰り越して使用することが
できるもの

7,548千円

この他に『サッカー文化の振興によるまちづくり
事業』に毎年2,180千円が充てられています。

競技場バックスタンド
増築工事設計委託

【平成 29 年度完成】競技場バックスタンド増築工事

所属会派：清風クラブ
教育民生常任委員会

工事請負費

362,880 千円（電気）
87,448 千円（建築）

考えています。人権を意識した言動と行動を心がけ、2期目の最終年
度に歩みを進めてまいります。

平成29年11月27日から12月20日、12月市議会定例会が開催されました。質問時間19分の質疑応答の一部を抜粋
してご報告します。ひらつか議会だより第204号（H30.2.3.発行）と併せてご一読ください。

活動報告会
開催のお知らせ

【平成 29 年度完成予定】競技場照明塔改修工事

工事請負費 129,534 千円
建設事業委託 4,752 千円

日時：2018年3月31日（土）10：30～
場所：八幡自治会館
限られた会場でのみの開催になりますが、是非、お越しください。

平塚市美術館

建設事業委託 10,530 千円

問

市役所周辺に大型商業施設が開設されて一

限定した開館時問の延長について見解を伺う。
社会教育部長

年以上が経過し、文化ゾーン一帯を含めた交通状

開館延長を実施している。この時間帯に観覧され

ら社会的背景の影響による来館者の変化について
見解を伺う。
社会教育部長

た方は、平成28年度は合計943人、この期間の観覧

市内・外から来館されるので、近

者数の約２%、平成29年度は合計617人、同じく約

隣の大型商業施設と美術館を回遊する方だけの把

４%である。開館延長については、近隣市町の状況

握は難しいものと捉えている。現在、企画展開催

最後に

佐藤たかこ

平塚

4

ていく。

者の傾向を把握し、引き続きＰＲに力を入れ、大

次ページに続く→

型商業施設からの来館者の増加へとつなげていく。
問

検

索

ご意見・ご質問、応援メッセージは、E-mail：takatan.kike@md.scn-net.ne.jp
又は Fax： 0463-21-7600 にてお知らせください。

用対効果を踏まえ、さまざまな面から検証を進め

るきっかけなどについても調査項目に加え、来館

とてもアナログな佐藤たかこが、ブログやホームページを展開しています。
平塚」で検索し、是非、ご覧ください！

や実施に伴う受付・監視業務委託費の増加など費

時にアンケート調査を実施しているので、来館す

この活動報告は平塚駅北口周辺から大神地区までの約20,000世帯ほどにポスティングしていま
すが、その対象世帯数が前回よりも増え、平塚市も人口増の動きが見えてきました。
さて、天災はいつ襲ってくるか分かりません。特に新しく平塚の住民になられた皆さん、ご自宅
の周辺をよくご確認ください。そして、それぞれの地域の魅力発見も楽しんでください！

より多くの方に来館していただけ

るよう、夏休み期間に合わせて通常より１時間の

況、特に週末はその影響を強く感じている。これ

「佐藤たかこ

発行人：佐藤たかこ
連絡先：平塚市西八幡
1-10-5-202
Tel･Fax：0463-21-7600

文化ゾーンの駐車場有料化が進めらている

ことを踏まえ、多くの方に足を運んでいただける
施設運営を考え直す機会ではないか。すべての開
館日、或いは金曜日、土曜日、または祝日などに

ロビー展：長谷川さちの彫刻−レイライン
1

外光が降りそそぐ
空間で一息つきま
せんか。

