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相模が丘在住のＳさんより「豪雨の際、Ａ団地側から流れてくる雨水
によって自宅前の道路が冠水するので何とかして欲しい」とのご相談
を受けました。さっそく市道路整備課、下水道課へ状況を説明。冠水
頻度や下水管の配管状況など現場の調査・確認を行っていただき、側
溝を設置してもらいました。
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Ａ団地
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「平成十九年度座間市
一般会計補正予算（第一
号）
」では、六千五百四十
七万四千円を追加し、総
額三百十億五千五百七万
六千円とするものです。
歳入における主な内容
は、地方特例交付金と普
通交付税の交付決定によ
るもので、歳出における
主な内容は、ペットボト
ルの処理を有償にて引き
取らせるようにしたこ
と、ホームページ作成機
器賃借料の債務負担行為
期間を追加したことなど
によるものでした。審議
内容としては、今後の税
収見込みと財政運営、一
般会計補正予算における

債務負担行為について
補正に至った経過や対
策などについて論議さ
れています。
また、「水道事業会計
決算の認定」における審
議は水道料金滞納問題
の解決に有効な上下水

第三回定例会は八月三十一日に開会し、市長提出
議案「平成十九年度一般会計補正予算」や「水道事
業会計決算の認定」など十九件、議員提出議案十五
件、請願一件、陳情九件を審議。また、議長・副議
長をはじめとする役員の改選が行われ、九月二十七
日に閉会しました。
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道 管理シス テムの機 能補完と 収納率向 上諸
対策の強化、営業損益段階での初めての赤字
計上問題、これらを含めた水道料金改定問題
や今後の取り組みなどが論議され、九月二十
七日の本会議では、一般会計を含む五会計の
補正予算が可決され、水道事業会計決算が認
定されました。

九月定例会で沖本は八日の一般
質問に登壇。①生活保護受給者就
労支援事業について②情報化政策
について質問。市長ならびに当局
の答弁を求めました

【【【【生活保護受給者就労支援事業
について】】】】厚生労働省は二〇〇七
年度より、働く能力がありながら
生活保護で暮らす受給者へ自立を
促すため、専門家が受給者の就労
の可否を判断する「稼働能力判定
会議」の設置を地方自治体に働き
かけています。判定会議は、主に
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健康など を理由とする受給者に 就労を
促すのが狙いであり、生活保護受給者や
受給申請者に対し、健康状態に関する専
門医の調査結果や職歴、地域での就労場
所の有無などを勘案し、働くことができ
るかどうかを判断します。「稼働能力判
定会議」をいち早く試行的に実施してい
る札幌市では、稼働能力の見極めにおい
て成果が 得られていると判断さ れてい
ます。一方、北九州市では生活保護を受
けていた独り暮らしの男性が、自宅で死
後約一カ 月たったとみられる状 態で発
見される事件が起こり、この男性が残し
ていた日記には「働けないのに働くよう
に言われた」など、行政への不満がつづ
られていたといい、あらためて行政の生
活保護受 給者に対する就労支援 事業の
重責を考えさせられる出来事でした。
本市における「稼働能力判定会議」の
設置懸案の前に、現在の本市就労支援事
業の問題・課題について伺います。担当
課へ事前に聞いたところ、求職活動に入
ると求人側の条件よりも、求職者の要望
を前面に 出すことが多く決定ま で時間
がかかる。障害者求人（中年の障害者、
精神疾患等）が極めて少ない）。対象者
の多くは、電話網、携帯電話等を保持し
ていない ため求人側との連絡が 取りに
くく求職 に関して不都合を生じ ている
など、市行政側だけでの対応が不可能な
要素が含まれます。国の施策、県の施策、
市内企業、事業所の協力などを求めるべ

災害や犯罪による被害を未然に防ぐためには、市民の皆さんと情報を共有
し、万が一に備えることが大切です。座間市では、9 月 1 日から、建物火災、
行方不明者、不審者、光化学スモッグ、イベント中止、その他の緊急情報の
6 つの情報を各担当から電子メールで配信するサービスを開始しました。配
信した情報は、「座間市自治体情報携帯サイト」として、どなたでも自由に
閲覧することができます。なお、このサイトでは、メールで配信するお知ら
せのほかに、「気象情報」などの情報も見ることができます。市ホームペー
ジまたは QR コードにより下図の手順で登録することができます。登録に必
要なものは、携帯電話やパソコンのメールアドレスだけで、登録者の氏名や
住所は必要ありません。また、登録されたメールアドレスは、厳重に管理さ
れるとともに、6 つの情報以外でメールを送信することもありません。なお、
同サービスを利用したり、同サイトを閲覧したりする際の情報提供料は無料
です。ただし、電子メールの受信に掛かる通信料および、インターネットの
接続に伴う費用は、各自でのご負担になります。
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きものであり、本市とし
て今後どのような対応を
考えておられるのか伺い
ます。
【【【【保健福祉部長答弁】】】】
問題・課題については、
対象者と面談を重ねるこ
とにより就労阻害要因を
軽減し、就労へのモチベ
ーションを高めるととも

に、雇用主の理
解・協力が必要と
なりますので、就
労相談員が企業に
出向いて理解を深
めていただく努力
をしているところ
です。また、公共
職業安定所におい

【座間市の生活保護者世帯数】
〔平成19年5月1日現在〕

被保護世帯 ： 849世帯
被保護人員 ： 1，252人
保 護 率 ： 9．81‰(※ﾊﾟｰﾐﾙ)
【座間市の被生活保護者内訳人数】

保健福祉部長

ては、生活保護受給者就
労支援ナビゲーターを配
置し、被保護者の支援に
当たっております。いず
れにいたしましても、公
共職業安定所、事業主等
関係機関との連携を密に
し、事業展開をする必要
があると考えておりま
す。

区 分

世帯数

人 員

321

367

障害者世帯

93

112

母子世帯

84

236

傷病世帯

273

394

その他世帯

78

143

高齢者世帯

※ﾊﾟｰﾐﾙとは人口千人に対する被保護人員数で
平成17年度全国平均は11.6‰

また、10 月 16 日には、市内で起きた犯罪情報を電子メールを通
じて市民に届ける『犯罪情報等の提供に関する協定』が、座間市と座
間警察署との間で結ばれました。市民に路上強盗や空き巣など具体的
な情報を提供することで、防犯意識と犯罪抑止意識を高めてもらうこ
とが目的であり、この新たなサービスを追加したことで、緊急情報メ
ール配信サービスの利用者の拡大が期待されています。10 月 12 日
現在の登録利用者は総人口数（12 万 7 千６７８人／9 月 1 日現在）
に対して 2％弱の 2 千５０７人。携帯電話からのアクセス件数 7 千２
６８件（10 月 12 日現在）に対して約 30％しか登録がされていませ
ん。この機会に多くの方々の登録をお勧めいたします。

秘書室・企画財政部・総務部・会計課・消防本部および消防署・選挙管理
委員会・監査委員・固定資産評価審査委員会の所管に属する事項および他
の委員会に属さない事項の審議を行う委員会の委員です。

相模原市松が枝町～座間市相模が丘～南林間～西鶴間（約4.1ｋｍ）の
道路整備を推進するために、座間市及び相模原市、大和市の三市で構成
される「建設促進協議会」の委員です。

議会の活動内容をお知らせするための「議会だより」を作成する編集委
員会の委員で、今回沖本は“委員長”を務めることになりました。

座 間市議 会では 毎年九 月定例 会で役員
改選を行っており、二十七日の本会議で正
副議長のほか各常任委員会委員、議会運営
委員会委員、特別委員会委員などすべての
役員の改選を行いました。その結果、議長
には私の所属する会派の「市政クラブ」か
ら伊澤多喜男氏、副議長には公明党の小野
たづ子氏が選出されました。

この QR コードを携帯電話で読み込むと、
「マイタウン座間市」にアクセスすることが
できます。さらに「メールサービス」のページへと進み、メール配信サービスの登録をし
てください。QR コードを読み込む方法については、お手持ちの携帯電話の操作説明書を
ご参照ください。なお、緊急情報メール配信サービスの登録画面の URL は
ＱＲコード 「http://telemo.info/cgi-bin/mytwn/myt_top.cgi?gov_code=14216」です。

