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鎌倉人・第１９号
鎌倉市議会議員

永田

まりな

1983 年２月 19 日生まれ 32 歳 AB 型
聖路加幼稚園、七里ヶ浜小学校、北鎌倉女子学園中学校、鎌倉高等学校、フェリス女学院大学卒業
2004 年度ミス鎌倉 鎌倉ケーブルテレビリポーターを経て大学
鎌倉ケーブルテレビリポーターを経て大学卒業後はフリーアナウンサーとして活動
大学卒業後はフリーアナウンサーとして活動
2013 年市政へ挑戦 ４月鎌倉市議選初当選

総務常任委員会委員長・農業委員会担当

６月議会一般質問報告
６月１９日に行われた６議会本会議において
一般質問を行いました。
①子育て支援について
・学童の充実について…保育園の待機児童の問
題と同じように今、就学児童の放課後の居場所
のひとつであるいわゆる“学童”の待機が鎌倉
市内でもいくつかの学童で生じており、また放
課後の充実に対する声も年々多くなっていま
す。今後も学校施設を利用すること、NPO や民
間、地域の方との連携などを通じて放課後の居
場所づくりへの要望をしました。
・女性の起業・就労支援について…子育て支援、
という立場から女性が働くことについて行政、
市長にその姿勢を質しました。具体的な対応は
ほぼしていないのが現状です。今後、子育て中
の女性を中心とした方々との集会などを実施
し、具体的な施策を講じることへの要望には松
尾市長よりやりたい旨の答弁を頂きましたの
で今後の動向に注目です。
②安全対策について
・地域と連携して 防災対策について…七里ガ浜
行合川 津波遡上について質問しました。津波
対策 難しいからこそ地域住民と 連携により今
できることを示して欲しい旨質問し、今後地域別
避難計画を策定する答弁があり今後具体的な協
働内容についても検討して欲しいと要望しました。

現在も七里ガ浜在住

・外国人観光客の防災対策…津波避難経路や
観光地図への外国語表記はあるものの、その
対応はかなり心許ない状況であることが質問
を通じて分かりました。オープンデータの利
用や地域住民との情報共有などできることか
らの対策を要望しました。

市議会

ご覧ください

詳細については鎌倉
市 HP よりホーム >
市政情報 > 議会 >
一般質問中継録画を
ご覧ください。

連絡先は
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TEL/FAX 0467－
0467－31－
31－1746
Email：
Email：nagatamarina2013@gmail.com
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www.facebook.com/nagatamarina.kamakura
Twitter:@nagamari0219
毎月第３土曜日に市政報告会「まりな会」を実施中
（議会 月を除く…詳し くは HP 等に てご確認ください ）
【討議資料】
【討議資料

◆家庭系ごみ
家庭系ごみ有料化
ごみ有料化（
有料化（燃やすごみ）
やすごみ）の実施後の
実施後の収集状況・
収集状況・最新版◆
最新版◆
家庭系収集量
平成 26 年度

平成 27 年度

削減率

⑩6 月第 1 週

(

6月1日 ～

6月7日 )

456.01

376.94

17.3%

⑪6 月第 2 週

(

6 月 8 日 ～ 6 月 14 日 )

449.28

377.67

15.9%

⑫6 月第 3 週

( 6 月 15 日 ～ 6 月 21 日 )

459.64

385.39

16.2%

⑬6 月第 4 週

( 6 月 22 日 ～ 6 月 28 日 )

444.77

387.91

12.8%

⑭6 月第 5 週・7 月第 1 週

( 6 月 29 日 ～

449.51

390.13

13.2%

24,215.78

5,067.67

17.8%

7月5日 )

合計

戸別収集
戸別収集モデル
収集モデル地区
モデル地区の
地区の数値は
数値は！？

600.00

戸別収集モデル地区の４月５月の収集量は３地

500.00

区合計で 146.77t、平成
26 年の同月収集量が
146.77t
174.09t で削減率 15.69％です。同年同月比較の

400.00
平成26年

300.00

平成27年
200.00

全市削減率が 19.30％
19.30％ですが、戸別開始直後の減
量効果が約 10.8%あったことを考えると単純計算
で戸別と有料化セットの削減率は
戸別と有料化セットの削減率は 25.77％
25.77％となり
戸別とのセットの方が減量
戸別とのセットの方が 減量効果を
減量 効果を見込める
効果を 見込めること
見込める

100.00

が分かります。また上、右表の通り、少しずつ有

0.00

料化後のごみ削減量は減っています。今後更なる
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭

減量を市民にお願いをするのであれば戸別収集
が効果的なのではないでしょうか。

※①～⑨は有料化開始
①～⑨は有料化開始から約一週間毎の数値です。
⑨は有料化開始から約一週間毎の数値です。

鎌倉市議会初の
鎌倉市議会初の女性議長誕生！
女性議長誕生！

戸別収
戸別収集モデル地区
モデル地区３
地区３地区より
地区より「
より「ゴミの戸別
ゴミの戸別
収集の
収集の継続について
継続について」
について」の陳情出
陳情出る！

６月議会初日に正副議長選挙が行われ、その結果、
前川綾子議員が 26 議員中 21 票を集め鎌倉市議会

山ノ内、七里ガ浜、鎌倉山の戸別収集モデル３地区会

初の女性議長となる第 61 代議長に就任されまし

長より「ゴミの戸別収集の継続について」の陳情が出

た。また、副議長には吉岡和江議員が当選され、

されました。その要旨は・モデル地区の戸別収集の継

全国的にも珍しい正副議長が女性の議会となりま

続・鎌倉市全域における戸別収集の早期実施を求める

した。また 4 つある常任委員会の内、３委員会で

ものです。その理由としてゴミの減量効果、地域の美

委員長が女性となり（私、永田も総務常任委員長

環境の向上、高齢化に伴い安心安全にゴミ出しが出せ

に就任いたしました）国政、地方問わず女性議員

る点などが述べられています。また当陳情が審査され

の数の少なさが常に問題視されている日本の政治

た６月 24 日の観光厚生常任委員会における陳情者の

環境の中、鎌倉市議会では女性議員が多く役職に

陳述では、モデル地区開始の際の行政の説明と有料化

登用される結果となっています。今回、鎌倉市議

だけが開始された現状との齟齬への指摘、戸別収集に

会において多くの女性議員が役職に就任したの

よる新たな高齢者見守りができている点、そして現状

は、広くは市民の皆様のご意志の表れと捉えてい

の収集費用を削減するための提案などが述べられま

ます。その一方で市役所の女性役員の登用はまだ

した。観光厚生常任委員会では多数により継続審査案

少ないのも現状であり、多くの課題を抱えていま

件となりましたが（私たち鎌夢会、日向委員は結論を

す。この風を止めることなく、鎌倉市にとって大

出すべきと主張）モデル地区の皆さんの声を行政が今

きな転機となるよう尽力してまいります。

後どう判断するのか注視していきます。

