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2011 年度藤沢市予算が決定しました

◆松下賢一郎が推進してきた福祉施策について◆

藤沢市議会２月定例会において 2011 年度予算が可決されました。予算総額は 2.283 億 2.349 万 3 千円とな
り､一般会計は前年度比で 59 億 6.400 万円 (5％) 増､特別会計で 27 億 8.100 万円 (2.8％) 増と全体では４％
の増となっており､依然として厳しい社会経済情勢ではありますが､市内経済を下支えする意味からも積極的な
予算編成となっています。
この予算編成にあたり､国の施策の方向転換により地方財政に大きな影響
を及ぼすことになった｢子ども手当｣と｢地方議員年金制度の廃止｣に伴う予
算措置について､｢子ども手当｣は全額国庫負担対応として計上しています。
また､｢地方議員年金制度の廃止｣に伴う予算措置については､国では､地方議
員年金制度を 6 月に廃止し地方自治体に財政負担を求める法改正を行う予
定をしていますが､藤沢市予算では､6 月の制度廃止以後の年金支給に係わ
る財源措置については予算計上しないこととしています。

｢子宮頸がんワクチン｣予防接種の公費助成

高齢者肺炎球菌ワクチンの公費助成

中学生まで医療費助成を拡大

老人センターへの高齢者福祉バスを運行

松下賢一郎は､｢子宮頸が
んワクチン｣の予防接種に
ついて､女性の命を守る観
点から､公費助成により早
急に実施するべきと訴えて
きました。これに対し、昨年
12 月議会で平成 22 年度補
正予算を計上して平成 23
年3月から実施されました。

子宮頸がんワクチン接種については､中学 1 年生か
ら高校 1 年生に相当する年齢の女性に対して 3 回の
接種が必要なことから､3 月中に接種した高校 1 年生
は､平成 23 年度 ( 高校 2 年生 ) においても公費助成
の対象となります。尚､全国の多くの自治体で実施され
たことからワクチン不足が発生していますが、高校 1
年生は、4 月以降に 1 回目の接種をした場合も公費助
成の対象となります。

高齢者の生命と健康を守る観点から､肺炎球菌によ
る肺炎の予防と重篤化を防ぐために､75 歳以上の市民
を対象に､｢肺炎球菌ワクチン｣接種費用の公費助成が
実施されます。助成内容は､接種費用の７割を公費助成
として自己負担は 2.400 円になります。
なお､接種時期としては､インフルエンザワクチンの
接種期間と併せて 10月～ 1月となります。

小児医療費助成制度は､少子化対策､子育て支援策と
して有効な施策であることから対象年齢の拡大を求め
てきましたが､平成 9 年には 1 歳児までの無料化が実
現し､その後も年齢拡大に取り組み､平成 21 年には小
学 6 年生まで拡大がされ
ました。
しかし､東京 23 区では､
子育て支援の観点から､既
に中学生まで医療費助成が
実施されており､神奈川県
内でも海老名市､厚木市が
中学生まで拡大する方針が
示されるなど､藤沢市においても､次世代を担う子ども
の健康増進と子育てに係わる保護者の経済的負担の軽
減を図るために､対象を中学生まで拡大するよう求めて
きましたが､今年度システム改修に取り組み､平成 24
年度から中学生まで拡大する方針が示されました。

高齢者の健康増進や、生きがいづくりを支援するため
に設置された老人福祉センター 3館 ( こぶし荘･やすら
ぎ荘･なぎさ荘 ) それぞれに､公共交通機関が不便な地
域へ無料で巡回する｢福祉バス｣を運行しました。
1 日 3 便 ( 午前･昼･午後 ) が運行されていますが､
利用者の状況をみながら運行本数の拡大を求めていき
ます。

一般会計（５.０％増）

1.246億 6.100万円
特別会計（２.８％増）

1.036億 6.249万円 3千円
総　　額（４.０％増）

2.283億 2.349万円 3千円
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2011 年度に実施される主な施策について
中学校給食の実施へ検討委員会を設置

東日本大震災へ『支えあう日本。心をつなぐ。』公明党

災害時要援護者の個別避難支援を策定
中学生という時期は､成長に必要な栄養素の必要量
が生涯の中で最も大きくなる時期であり､栄養バラン
スに配慮した食事を摂ることが重要な時期でもありま
す。しかし､家庭環境の多様化などから毎日お弁当を作
ることが負担となり､さらに､中学生の朝食摂取率が低
いことや栄養バランスのとれた昼食を選択していない
ことなど､健全な身体を育むため､｢食育｣という観点か
らも中学校給食の実施を求めてきました。
今年度は､学識経験者
､教育委員会事務局､学
校関係者､PTA 役員など
の市民からなる｢中学校
給食検討委員会｣を設置
して､県内はもとより､
全国の中学校給食を導
入した先進市の実施方法の長所･短所､事業費などの研
究に取り組みます。

この度の｢東日本大震災｣に際し、被災された皆様をはじめ、被災者のお知り合いの皆様にも、心よりお見舞い
を申し上げます。公明党は、地震発生直後から、行政に迅速な支援策の実行を強く働きかけてきました。今後も、
1日も早い復興に向けて全力で取り組んで参ります。
また、松下賢一郎は「津波ハザードマップ」の活用、地震の「揺れやすさ／危険度マップ」の策定に取り組み、市
立小中学校の耐震化と木造住宅の耐震化等、災害に強いまちづくりを進めてまいります。

大地震などの大規模災害が発
生した場合においては､地域の
住民自らがお互いに協力し合い
ながら､被害の軽減を図るため
の自主防災活動が非常に重要と
なります。そこで､藤沢市では､
大規模地震等の災害が発生した
際に､障害者や高齢者など､自力
で避難することが困難な方を地
域で支援するための｢地域にお
ける災害時要援護者避難支援体
制づくり｣が昨年から実施されています。
現時点で市内 475 の自治会･町内会のうち､44％に
あたる 210 団体から要援護者の名簿提供の申し出があ
り､避難支援体制づくりに取り組まれていますが､支援
体制づくりに至らない自主防災組織等に対し､｢災害時
要援護者･支援者ハンドブック｣を配布して支援体制づ
くりを働きかけていきます。

小中学校の空調･トイレ整備に着手
心のバリアフリー推進事業が拡充

夏の猛暑対策やトイレの臭気対策など､児童生徒を
取り巻く教育環境の改善を求めてきましたが､小中学
校の空調設備設置については､平成 24 年度から 26 年
度にかけて整備することになり､平成 23 年度に調査･
設計を行い､平成 24 年度には中学校 15 校､25 年度に
小学校 15 校､26 年度に小学校 14 校の普通教室への整

備を実施します。
トイレ改修は､小学校を優先
に 4 カ年計画で取り組み､平成
23 年度は小学校 5 校 ( 大庭･
富士見台･片瀬･辻堂･中里 )､中
学校 1 校の改修工事が行われ
ます。

外出先をはじめ､窓口や､買い
物などで困っている人を見かけ
たときの応対､接遇､手助けなど
について､イラストや写真を
使ってわかりやすく紹介する
「心のバリアフリーハンドブッ
ク」を小学 4年生の学習資料と
して配布します。
また､障害者や高齢者の生活圏
を広げ､より積極的な社会生活を
推進するため､市内の公共施設､

大型商業施設､金融機関､観光施設などのバリアフリー情
報をまとめた｢バリアフリーマップ｣が作成されます。

いじめ・不登校への支援策拡充 資源ごみ戸別収集の実施にむけて
学校における｢いじめ｣を未然に防止する｢いじめ防止
プログラム｣の実施校を8校 (中学校7校･小学校1校 )
に加え､今年度から中学校3校に取り組みを拡大します。
福祉的な支援が必要な家庭に対して､学校や関係機
関と連携した家庭訪問により家庭環境への支援を行う
｢スクールソーシャルワーカー｣の学校への派遣を週 1
回から週 2回に拡充します。

市民負担の軽減及び資源の出しやすい環境づくりの
ため､資源品目戸別収集 ( ビン･カン･ペットボトル･本･
雑誌･配食用油 ) をモデル地区 ( 市域 10％) で行い､平
成 24年度から全市域で実施の予定です。
なお､資源品目として､現在､不燃ゴミとされているプ
ラスチックの 4品目 ( バケツ･プランター･タッパ･洗面
器 )を追加指定する方針です。
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