決意表明

馴れ合い政治にメス‼

「このままでは秦野は沈没しかねない…」
初当選以来、私は常にこの言葉を念頭に置き、危機感を抱いて
活動してまいりました。新東名周辺の土地活用、観光資源の発信
駅立ち700回達成しました！
による集客、
シティーセールスによる市の活性化など、秦野のポテ
選挙の時だけ現れるご都合主義の政治家とは
議会で幾
一線を画し、
初当選以来、
初心を忘れることなく ンシャルを成長戦略にいかに織り込んでいくかについて、
皆様と直接対話する活動に邁進しております。 度となく取り上げてきましたが、
その反応は鈍いものでした。
結果、平成26年度の市税収入（自主財源）
が、県下19市で秦野市と他1市のみ減収という無残
な状況に陥りました。
停滞してしまった秦野を
「楽しく元気な秦野」
にするため、
旧態依然とした馴れ合い政治から脱却し、
新たな発想、新しいビジョンを持ち、魅力あるまちづくりの実現のために粉骨砕身努力いたします！

83運動（8年間継続中）

子ども達の登下校を見守ると共に、
地域防犯活
動として市民の安心・安全に努めております。

地域を活性化し都市間競争に勝つ 挑戦!

1

国家戦略特区における
規制改革を活用します。

•「最先端医療・最新技術の追求」
と
「未病を治
す」
アプローチで、個別化医療を実現し、健康
寿命日本一と新たな市場・産業の創出。

2

•土地活用による地元経済の活性化と産業創
出による財源の確保。

•アウトレットモール等の商業複合施設の誘致。

国の
「地方創生」
政策を活用し、
秦野の潜在能力
「豊かな自然」
「文化と歴史」
「特色ある観光資源」
を引き出します。

3

•街づくりとして、
中心市街地活性化法、民間活
力等を活用し、
「コンパクトシティー」
の推進。
•秦野の地下に眠っている
「約３億トンの名水資
源」
を活用し、
食品・飲料メーカー等を誘致。
•農業テーマパーク
（観光牧場・観光農園等の
複合施設）、道の駅の誘致。
•「秦野サイクルシティ構想」
の推進（JC提言）。

•待機児童の解消など、子ども・子育て支援制
度の充実。
•小児医療費 助成対象年齢の拡大。
•秦野赤十字病院産婦人科の体制維持。
•食育の充実と中学校での完全給食の推進。
•いじめや暴力のない安心・安全な教育環境の
実現。

平成19年

昭和52年11月17日 秦野市で生まれる
秦野市立渋沢幼稚園・小・中学校卒業
秦野南が丘高校（現秦野総合高校）卒業 13期生
関東鍼灸専門学校卒業（専門士）
各地方・国政選挙事務局次長
衆議院議員秘書

秦野市議会議員
4363票を頂きトップ当選
・議会運営委員会副委員長
・文教福祉常任委員
・農業委員
平成23年 秦野市議会議員再選
5285票を頂きトップ当選
・文教福祉常任委員長
・第62代秦野市議会副議長

現在 NPO法人子ども何でも相談室 代表
平成14年度秦野市体育功労者賞受賞
秦野市空手道連盟会長（空手三段）
秦野市体育協会理事
（公社）秦野青年会議所会員
信条 政治は、信
空手道で培った五徳（仁・義・礼・智・信）
趣味 野球、スポーツ観戦、温泉めぐり

神倉ひろあき 後援会

Eメール kamikura5@yahoo.co.jp
@KamikuraHiroaki

ブログ http://ameblo.jp/kamikura5/

〒257-0042 神奈川県秦野市寿町1-25
TEL 0463-81-5286 FAX 0463-81-5296
4 090-3533-8034

挑戦 神倉ひろあき

検索

ご意見・ご感想大募集

〈議会報告〉

神倉

秦野市議会議員

P r o f i l e

4

子どもを「産み」
「育てる」
環境整備に全力をつくします。

か

み

く

ら

ひろあき

※自転車を有効利用できるまちづくりにより
「楽しく元
気な秦野へ」

新東名周辺の活性化と企業・商業
施設の誘致に全力を注ぎます。

神倉ひろあき の議会報告
かみ

くら

毎議会、欠かさず質問し
市議会に投じた重要提案

―「秦野の風」
となり、
「秦野を変える新しい力」
となって7年半、
さらなる飛躍を目指して ―

市税の確保（自主財源の確立）について

（平成26年９月議会）

アベノミクスによる景気の回復基調が続く中、多くの自治体では、市税が増収し
ているが、本市の見込は、前年比3,000万円の減少であって、財政基盤の脆弱さ
を露呈している。本県19市の市税収入で減収したのは本市と他１市だけである。 何故か。

質問

生産年齢人口の減少
と法人税の市税に占
める割合の低さにある。

回答

意見・要望

市長が在任の２期８年間に成長戦略を立てず、自主財源の確保に向けた努力がなされなかったからである。
日本創生会議は、2040年に全国の市町村の半数が消滅の危機にあるとしている。本市も例外でない。今こそ、
産業を創出し地域経済を活性化し、人口減少抑止のため、産業、出産・子育て、少子化対策をパッケージとして、総合計画に
位置付け「楽しく、元気な秦野へ」導くことだ。

道路行政について

全く理解できない、不透明な道路行政がまかり通る‼

成長戦略について
①新東名インターチェンジ・サービスエリア周辺の活性化と企業誘致

（平成25年６月議会、通算4回同様な質問）

本市の成長戦略は、第１に新東名のインターチェンジを
中心とした地域の活性化と企業誘致の展開である。イン
ターチェンジ及びサービスエリア周辺をどう開発するのか、どんな企
業・商業・研究施設等を誘致するのかが重要である。現状はどの
ようか。第２は、丹沢を中心とした、戸川公園、震生湖、弘法山等
を活用した観光振興策を策定してはどうか。

質問

意見・要望

厚木市は地域産業の活性化と企業誘致に積極的に取り組んでおり、市長自らトップセールスに乗り出し企業
誘致・立地促進条例による適用件数４件、大型物流施設の誘致数６件と結果を出している。
市長はこの現実を見て、都市間競争に勝つ取り組みをどう考えているか質すも。…回答は核心を得ず！
【市長として、成長戦略・将来ビジョンが無く、情けない！】
人・物・金を呼び込む施策として新東名周辺活性化構想を提案！

第62代副議長を歴任

①大川橋から市役所に向い、
３軒目の土地の買収について

（平成23年9月議会）

栄町１-３の土地は、歩道拡幅の計画がない。も
し拡幅するとしても必要なのは８坪だけなのに、
土地全体の約29坪を1,830万円で市が買収した。
何故、取得したのか？

質問

意見

①個別に説明している。②総事
業費は２億5,281万7,031円、
建物等の補償費が２億1,265万4,984
円、全体の約84.1%である。③回答なし。

回答

①の土地

②の市道

バス道
回答 路 は 大
切な幹線道路な
の で …（全 く、
回答になってい
ない。）

意見・要望

市民の方々から道路行政の
不透明さを指摘されてい
る。市には総合計画があり、これに付随した事
業や計画の中で、緊急性等から事業は行われる
べきである。人命に関わる場所が取り残される
中、この場所の整備が、どれだけ優先度が高く
重要な場所なのか全く理解できない。市民から
預かった血税を公正・公平で有効・有意義に活
用して頂きたい。
★これだけの血税があれば、子育て支援として
小６まで小児医療費の助成拡大が出来る!!

本町中心市街地への庁舎移
転は、持続的な人の流れを
確保することが可能となり、まちづくりの
観点から有効な手段であるが、財源、
敷地の確保、交通処理計画、駐車場
等の検討が必要になる。

回答

秦野赤十字病院の産婦人科 撤退問題について…
地域医療を担い市民病院的な役割を果たせ （平成26年６月議会）

③市道343号線（入船：NTTドコモ脇道）
の拡幅整備について
人身事故多発
質問 区域の道路整
備を置き去りにして、
なぜ、NTTドコモ正面
右側の道路を拡幅する
のか。

秦野駅前通り県道705号拡幅整備に合わせ、
本町地区のJA本町支所付近への市庁舎を移
転し、官民複合施設化を図ることこそが、中心市街地
の活性化に繋がる。国は、商業・住宅・医療・福祉や
行政サービスなどの各機能を中心市街地に集約するコ
ンパクトシティーづくりを推進している。中心市街地活
性化基本計画を活用してはどうか。

質問

中心市街地である本町四つ角周辺地
区のシャッター通りは増加している。
シビックマート構想から約30年、本町四つ角
周辺地区まちづくり全体構想から約10年経っ
た現在、具体的施策が見受けられない。今こそ、
打開策を講じる時であり、長期ビジョンに立っ
た判断が必要ではないのか!!（市長へ）本市と
して「中心市街地活性化基本計画」を立て庁
舎移転を含め総合的なまちづくりの活性化に
繋げて頂きたい。

②なぜ、市道342号線
（曾屋道：宇山スタンド前～はだのこども館）
の歩道整備を優先するのか
（平成25年3月議会）
整備理由が不明確。不透明極まりない道路行政
である。
①住民の声を聞いているのか。
②事業費
全体の内訳と割合はどうか。
③同じ市道342号線でも、人
身事故の多発箇所や狭い箇所をなぜ、整備しないのか

②中心市街地の活性化と市庁舎建設について（平成24年12月議会）

要望

本町小から大川橋までの歩
道拡幅は、合意形成が難し
く見合わせていたが、地権者から買い
取り要請があり購入した。

回答

セットバックが、任意後退の場所で整備方針が定まってないのに無駄な
用地買収である!! 何故こんなことがまかり通るのか!?

質問

過去４回の質問で、必ず出る回答が①市街
化調整区域の課 題 ②庁内で検討 ③ス
マートインターチェンジの誘致、である。
【スマートイン
ターチェンジは必ず設置されると言っていたが、平成26
年７月、国交省の発表にはなかった。
（厚木市、山北
町は事業決定）
】

回答

市議会活動HISTORY
他にも以下のような質問や政策提言を行いました
☆議員定数削減について

選挙公約である定数削減を実現しました！【２名削減】

☆副市長2人制について

厳しい財政のなか、副市長を2人にした意味があったのか？
その成果と効果について厳しく追及！1人制への条例改正を提出!!

☆下水道汚泥運搬について

訴え続けてことが実現！運搬と処分業者を併せて一般競争入札
を執行。これにより年間3,100万円の削減効果が得られました。

☆小・中学校の冷暖房設備について

（平成26年度に全小・中学校に設置!!）

秦野赤十字へは市民の税金（総額47億5千万円）
を支出しているが、こうした事態にならないために
協定書などについて抜本的な改善が必要だ。
今後、日赤神奈川県支部と改めて協定書を交わすのか？

質問

意見・要望

医 療 体 制 の 堅 持と
いった内容なども盛り
込む方向のもとに折衝していき
たい。

回答

産婦人科医引き揚げは、分娩だけの問題ではない。年間2万人を超える産
婦人科への外来患者はどこへ行くのか？市民にとって死活問題である。
秦野市は秦野赤十字や医師会などとの情報
共有や連携が不足しており、危機意識がな
い。
協定書を見直し、現行の診療科目の堅持や、
規定する事項が履行されない場合は補助金
の減額返還などを求めることができるよう
にするなど、市民の立場に立った内容を協
定書に盛り込んでもらいたい。そして産婦
人科が引き続き年間2万人を超える患者さ
んを受け入れ、来年度以降も診療体制が堅
持できるよう、強く要望する。

