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えびはら一男の努め

内部資料

えびはら一男の抱負
新しい鹿沼市として
新都市計画「かぬま・あわの新市まちづくりプラン」で掲げられている基本理念「美し
い自然を愛し、健康で心豊かな市民がつどい”みんなでつくる元気なまち”」を基本的な
考え方としながら、変化の激しい社会情勢や激化する都市間競争の中にあっても維持し
発展するまちを目指し、その実現に向けた都市イメージを示します。

新市建設計画に盛り込まれた、これらの主な事業の具体化を目指し鹿沼市民として、
スポーツ、文化、ボランティア活動など、多くの交流の場を通じて一体感のもと「ま
ちづくり、地域づくり」に地域住民の方々と共に参加し、知恵を絞り、額に汗して働
くことで「鹿沼市となってよかった」という結論を将来にわたって出していくことが
私えびはら一男の抱負であり、務めであると思っています。

「議会基本条例」の制定
議会が本来持つ役割である行政の監視機能や、議会の政策立案機能などを存分
に発揮できるようにしたり、情報公開を推進したり、住民参加を促すための場所
づくりを推進したりと議会を改革するための条例策定に「議会基本条例調査特別
委員会」の委員として活動しています。

人と自然が調和した “元気なまち ・ かぬま”
美しい自然と共生する“まち”
鹿沼市の有する豊かな自然は、市民生活に潤いと活力をもたらすのみならず、
都市市民にもやすらぎを与える貴重な資源となっています。
この美しい自然を、将来にわたり保全・活用し、都市と自然が共生するバラ
ンスのとれた美しいまちとして、さらに魅力を高めていく必要があります。

市民が豊かに暮らせる「安全・安心」な“まち”
人口減少時代の到来、少子高齢化の進行を踏まえ、日常生活の場として、また
定住の地として、こどもから高齢者まで、すべての市民が健康で心豊かに暮らす
ことができるよう、地域や行政が一体となり、「安全・安心」なまちづくりをし
ていく必要があります。

地域文化（かぬまブランド）をいかす“まち”
日光へ通じる重要な宿場町、足尾銅山時代の輸送中継拠点などの歴史性、また、
木工業、農業などが発展した独自の歴史・文化、そして地域の特性などを踏まえ、
鹿沼市の特徴ある物産や農産物・製造品等を精選し、「かぬまブランド」として
全国に向け発信していきます。

みんなでつくる元気な“まち”

○「第６次総合計画」の策定
鹿沼市は、平成２４年度より平成３３年度を目標年次とした１０年間の「基本
構想」と５年毎２期に分ける「基本計画」の策定を推進しています。えびはら一
男は、２年間の計画をローリングで提示する「実施計画」を併せて市民に情報提
供するよう求めています。

３月 11 日の大震災、大津波さらに原発施設の事故、これに伴う放射
線の拡散と日本は大変な災難の中にあります。“がんばろう日本”国民
が助け合い、被災地の復旧、復興を成し遂げなければ成りません。
４月 18 日鹿沼市樅山町の国道 293 号で、徒歩で集団登校中の北押原
小の児童の列に 12 トンのクレーン車が突入し、６人の男女児童が死亡
しました。
遺族の皆様の心情を思いますと、いたたまれない気持ちでいっぱい
です。謹んでお悔やみ申し上げます。
私たちは「安心で安全」なまちづくりを、地域と行政がさらに一体
となり進めていく必要があります。
えびはら一男は平成 18 年 2 月鹿沼市会議員当選以来、定例会におい

少子化や農山村地域での過疎化、そして世帯の核家族化が進行している中、今
後、市民が主体となり、地域やコミュニティが連携したまちづくりがますます求
められています。
行政と地域住民、そして企業や各種の団体、・NPO 等が手を携え一体となり、と
もにまちづくりを進めていくことが必要です。

て、議案質疑・市政一般質問を毎回行い議論を深めています。今回は
3 月 9 日 ( 水 ) の『発言通告書』を掲載します。

次回第１２号において、答弁の詳細をお伝えします。

№

発言通告書 （議案質疑）
№ 議案番号
１ 議案第 3 号

大項目（一問一答項目）

要旨（具体的な質問内容を詳細に記入）

議案番号

大項目（一問一答項目）

答弁者

(2) 特別職の長等の給与費と共済費の合計額
及び退職手当について

４ 長期継続契約

①平成 23 年度予算にお
ける長期継続契約につ
いて

(1) すでに長期継続契約を締結したことによ
り平成 23 年度予算に計上した主な予算措
置事項と金額について、及び前年度見込み
額との比較について

５ 指定管理者制

①指定管理者制度につい
て

(1) 平成 23 年度予算における指定管理者制
度導入施設について
・施設の名称
・指定管理者の名称
・23 年度指定管理料と 22 年度見込み額と
の比較
・主な契約内容等について説明を求めます。

①平成 23 年度重点事業

(1) 平成 23 年度重点事業の内
・医療施設整備事業の概要
・粟野第一小学校整備事業の概要
・観光の振興の内容は

(3) 堆肥化センター管理運営費 103,573
千円について
(4) 平成 23 年度堆肥化センターへ投入す
る一般財源額につて

度

④歳出 7 款商工費 1 項商工 (1)３目金融対策費 21 節貸付金 3,440,000
千円について
費について
⑤歳出 8 款土木費 2 項道路 (1)4 目道路新設改良費 260,675 千円につ
いて
橋りょう費について
⑥合併支援措置につい

６ 主要事業

て (1) 平成 18 年に旧粟野町を編入したこと
で得られている合併支援措置について

２ 議案第 14 号

①２款総務費１項総務管理 (1)1 目一般管理費補正額 152,868 千円に
平成 22 年度鹿 費について
ついて
沼市一般会計
補正予算 ( 第 4 ②7 款商工費 1 項商工費に (1) 3 目金融対策費補正額 2,374 千円に
号）について ついて
ついて

②平成 23 年度主な新規事 (1) 平成 23 年度主な新規事業・主な継続事
業・主な継続事業
業の内
・病児保育の実施内容は
・消防署粟野分署建設事業の概要
・体育施設整備事業の概要
・デマンドバス運行事業の概要
・文化財保護事業の概要
・野生鳥獣対策の内容は

発言通告書 （一般質問）
№

議案番号

大項目（一問一答項目）

１ 一般財源投入 ①花木センター
額

②堆肥化センター

要旨（具体的な質問内容を詳細に記入）
(1) 設立以来投入された一般財源の総額
について
(2) 設立以来投入された一般財源の総額
について
(3) 多額な一般財源、市民の貴重な税を
今後も投入し続けても、鹿沼市にとっ
て、花木センター、堆肥化センターの
事業を維持し継続していく必要性につ
いて

２ 事業仕分け

①鹿沼市の「事業仕分け」 (1)「事業仕分け結果に対する方針につ
いて」の 23 年度予算への反映状況に
について
ついて
(2)23 年度の事業仕分けについて

３ 給与明細につ ①職員及び特別職の給与、 (1) 平成 23 年度予算における一般行政職
いて

議員の報酬について

の級別職員数の状況と級別の給与費、
共済費の合計額と１人当りの平均額に
ついて

答弁者

標準的な職
給与費＋共済 １人当り
区分 務内容
職員数 費の合計額 の平均額
8 級 部長等
7 級 課長等
6 級 課長補佐等
5 級 係長等
4 級 主査
3 級 主任主事等
2 級 主事等
1 級 主事等

①歳入 12 款分担金及び負 (1)4 目農林水産業費負担金 30,548 千円
平成 23 年度鹿
担金 2 項負担金について
について
市長
沼市一般会計
予算について ②歳入 16 款財産収入 2 項 (1)2 目生産物売払収入 2 節農業費生産物 関係部長
財産売払収入について
売払収入 14,743 千円について
③歳出 6 款農林水産業費 1 (1) 花木センター管理運営費 59,794 千円
項農業費 3 目農業振興費
について
について
(2) 平成 23 年度花木センターへ投入する
一般財源額について

要旨（具体的な質問内容を詳細に記入）

答弁者
市長

７ 総合計画

①第６次鹿沼市総合計画
策定について

(1) 計画策定の趣旨について
(2) 計画の性格、構成・期間について

副市長

(3) 計画策定の進め方と総合計画審議会の審
議委員名について

関係部長

(4) 平成 22 年度までの計画策定状況と平成
23 年度の計画策定の事業内容について

８ 行政情報の提
供

①ケーブルテレビの活用
について

(1) 地域情報化に寄与するケーブルテレビ会
社と鹿沼市の取り決めについて
(2) ケーブルテレビ網の整備による地域テレ
ビ・デジタル放送受信、高速インターネッ
ト接続について
( 各地区の普及・加入状況について )
(3)23 年度予算歳入 16 款財産収入 1 項財産運
用収入 1 目利子及び配当金の内、鹿沼ケー
ブルテレビ㈱株式配当金 675 千円について
(4) 23 年度予算歳入 20 款諸収入 4 項雑入の
ケーブルテレビ負担金収入 6,431 千円につ
いて
(5) ケーブルテレビを活用し更に充実した市
政情報を市民に提供する課題について

