３．空母の横須賀母港化返上について

４．騒音被害への対処と航空機の安全対策

置」の改定について

１１

７．電気通信役務料金の助成について

８．米軍人等による事件・事故等への対応
と日米地位協定の見直しについて

▼下条みつ 防衛大臣政務官に
要望書を手渡す沖本

厚木基地に
厚木基地に関する要望書
する要望書

月６日に副議
長として初めての
公務となる『厚木
基地周辺市議会基
地対策協議会』の
政府機関への実行
運動（要望書の提
出）に参加しまし
た。
５．
「厚木飛行場周辺の航空機の騒音軽減措

１０

市議会では 月１日よ り
第一回臨時会を開会し、平
成 年度座間市一般会 計歳
入歳出決算の認定につい
て、ならびに同年度国民健
康保険事業特別会計、公共
下水道事業特別会計、介護
保険事業特別会計、後期高
齢者医療保険事業特別会計
の歳入歳出決算の認定につ
いての審議が始まりまし
た。
平成 年度は、平 成３ 年
度から平成 年度までの

２２

遠藤市長

年間を対象とす
る第三次座間市総
合計画の最終年度
にあたる年度であ
り、また、遠藤市長
が当初の予算編成
から関わった２年
目の年になります。
歳入歳出全般に
わたり、全庁あげて
抜本的な見直しを
行い、時代が求める
施策・事業に限られ
た財源を効果的に
配分するという基本方針に基づき、当該
年度の予算現額は、一般会計、特別会計
（老人保健特別会計を含む）で総額５６
２億円の当初予算が編成され、数度の補
正予算により５８３億円の予算現額と
なりました。
予算現額の一般会計３５８億７７７
２万円、特別会計２２４〔次項へ続く 〕

２０

６．基地関係予算の増額について

２２

について

２２

２．夜間連続離着陸練習（NLP）など全面
禁止について

９月定例会最終日に行
われた役職改選選挙の
結果、沖本が市議会副議
長に就任
座間市地域防災計画の
見直しに合わせ、ＢＣＰ
＝事業継続計画の策定
を提案
「議会改革調査検討会」
としての提言について
同会副会長を務める沖
本が報告
第１回臨時会、第４回定
例会にて「平成２２年度
一般会計決算」など審
議、議決

座間市議会では９月
日に開かれた本会議
で役職改選が行われ、議
長に小野たづ子氏、副議
長に沖本が選出されま
した。
正副議長は本会議で
人の議員による無記
名投票の選挙が行われ、
議長選挙では小野たづ
子氏が 票（無効票１）
を集めて当選。副議長選
挙では沖本が 票（無
効票０）を獲得し当選し
ました。
二元代表制の一翼を
担う議会として、適度な
緊張関係 を持っ て行 政
と対峙し、議会改革を進め、さらには
市民の皆様の声を政策として立案で
きる議会を目指して全力を賭してま
いる所存です。
今後とも、一層
のご支援・ご協
力を賜ります
ようお願い申
し上げます。

「題字：うどよし」http://udoyoshi.com/
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18

20

１．厚木基地の早期全面返還について

９８

９７ ９６

９８ ９８

１２

〔 前項より続く〕億７７０２万円に
対する歳入決算額の収入率は、一般会
計が ・３％（前年度 ・７％）、特
別会計が ・１％（同 ・４％）で
ある。歳出決算額の執行率は、一般会
計が ・６％（同 ・４％）、特別会
計が ・２％（同 ・１％）と僅か
ではありましたが前年度を上回って
おり、各施策事業は計画に沿って実施
され、予算の執行は適正に執行された
と認められます。
決算認定にあたっては、臨時会本会
議において各会派代表者による総括
質疑で、実施された事業の妥当性や効
果の有無などを議論し、常任委員会で
はさらに事業の細かい内容について
審議を行いました。 そして 月１日
に開かれた第四回定例会本会議にて
採決され、賛成多数により各会計決算
が認定されました。

【【【【沖本質問】】】】 東日本大震災を受け地域
防災計画は変革期を迎えている。地方自
治体として真に使命を果たしていくに
はより総合的な仕組みが必要であり地
域防災計画の見直しとあわせて業務継

昨年 月に発足した『議会改革調査検
討会』の最終報告会（議会改革提言）を
月 日に 開 催し ま し た 。発 表 者 は本
会の副会長を務める沖本。約１年計 回
の会議、アンケート調査・集計、視察を
行い議論してきた経過、そして『議会改
革調査検討会』全員の一致した意見と提
言について、パワーポイント（プレゼン
テーション ソフト ）を使って 全議員に
報告しました。意見・提言は次項をご覧
下さい。
この提言は 月９日に開かれた『議会
改革調査検討会』の中であらためて各会
派の考えを確認し、正式に承認が得られ
たこ と か ら、 月 日 の 第４ 回 定 例会
最終日に『議会改革特別委員会』の設置
が議決され、来年１月より提言に基づい

１９

２２

計画の策定も不可欠
であると認識し、その
策定を考えています。
地域防災計画は基幹
的な計画、業務継続計
画は地域防災計画と
整合性を確保し実践
的な位置づけとして
考えてお ります 。
【【【【総務部長答弁】】】】 非
常時の優先業務を実
施・継続させるために
は、その業務を支える
情報システムやネッ
トワーク等が稼働し
ていることが必要不
可欠であると考えて
います。地域防災計画
や一般的な業務継続
計画と整合性をとり
ながらＩＣＴ部門の
業務継続計画を策定
してまい ります 。

報告会で用いた「パワーポイン
ト報告資料（PDF）」を沖本の
ホームページで
公開しています。
是非ご覧ください。

１２

１２

９９

９７ ９６

1. 「議会改革」に向け、さらなる議論を続けるために「議会改革特別委員会」を設
置する。
2. 「議会改革特別委員会」では、今回の「市民アンケート」結果等を基に市民に開
かれた議会の在り方を追求する。
3. 座間市議会「議会改革」第１弾として、平成２４年４月を目標に市民との意見交
換会を実施する。（実施要領は「議会改革特別委員会」で協議）
4. さらに、これまで各会派から提出された議会内諸課題（質問形式の改善や予算決
算特別委員会の設置等）についてもあらためて調査・研究する。
5. 平成２４年８月までに「議会改革特別委員会」として「改革方針案（議会基本条
例の制定等）」をまとめ、改選後の議員各位へ申し送る。

１１

１８

１０

（ＢＣＰ）の策定が
急務である。その中で
もＩＣＴ部門の業務
継続計画が策定・運用
されれば、災害発生時
情報システムを利用
できる確率が高くな
り適切かつ迅速な災
害対応が可能だ。地域
防災計画、一般的な業
務継続計画、ＩＣＴ部
門の業務継続計画の
策定は地方自治体の
災害対策における、い
わば『三種の神器』と
して取り組まなけれ
ばならないと考える。
本市としての考えを
伺いたい 。
【【【【市民部長答弁】】】】 本
市として現在地域防
災計画の見直しを図
るとともに、業務継続
座間市ホームページから議会（本会議）の
録画中継映像と生中継映像を視聴できま
す。
是非ご利用ください。
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