
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

  

 
  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

鎌倉市議会・〒248-8686 御成町 18 番 10 号   (完全無所属) 

電話 0467-23-3000(市役所代表)   自宅：極楽寺 2-6-10-201 

第 10７号 3 期目 8 号(2 月議会)  鎌倉市議会議員・長嶋竜弘  
 

  
 

◆平成３０年２月議会を終えて！    反対討論はこちら→ 

長嶋は平成 30 年度一般会計予算に反対。   

鎌倉市役所は、税金が公務員の給与として消えて無くなる 

ばかりで、市民サービスとして還元されている実感が持てない、 

役人がつくりあげた役人の為の行政です。そして、あらゆる事の決め方がプ

ロダクトアウトで、市民の都合では無く役人の都合で決められています。 

市民が「これをやっほしい」と要望しても、職員は「財政が厳しいので」と

言い、新しい事はまずやらない。しかし、「財政が厳しい」のではなく、「使い

方が間違っている」、と私は思います。 

実効性の薄い事業を計画→職員を配置→コンサルに依頼→有識者

や市民が検討→結局何も進んでいない。 これが現実です。 

世界遺産、ごみ戸別収集、大船駅周辺整備、大船観音前の土地、

旧野村総研跡地、深沢地域整備、この他にも様々ありますが、やると言

って進んでいない事業に費やした無駄な税金は莫大であります。 

例えば、ごみ戸別収集のモデル事業で使った経費は 1 億 8 千 9 百万

円で、人件費、間接経費など合わせると莫大な金額です。このお金を使

って保育所や学童施設を建てていれば待機児童は減っていたはずです。 
 

鎌倉市役所はまさに役人天国、市民不在のやりたい放題の市政にスト

ップをかけるには、予算を否決して暫定予算の元で、市民生活に本当に

必要な足元の事に予算をつけて、実行する事への見なおしが必要と考え

て、平成 30 年度一般会計予算を反対としました。 
 

⇒反対理由の詳細内容は”3 月 19 日 blog”をご覧ください！ 

 

★ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸは地元鎌倉散策で地産地消を！ 

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸの鎌倉はつつじ、ふじ、新緑が綺麗ですが、大変混雑しますので

充分計画をねって穴場散策しましょう。 

◎混雑情報…例年の傾向から長嶋の予測！ 

・4 月 29 日、5 月 3 日,4 日は大混雑します 

・4 月 28 日、5 月 6 日が穴です。5 日は不明。 

・4 月 30 日、5 月 1 日,2 日はそれなりの混雑か？ 

◎交通情報 

・ご自分の足で歩くのが一番確実な方法です。 

・幹線道路は全線渋滞だと思ってください。 

・江ノ電は地元民優先乗車あり(事前申込み必要) 

・バスは渋滞が激しいのであてにはなりません。 

・鎌倉駅から徒歩時間目安 

銭洗弁財天 20 分,大仏 30 分,長谷寺 25 分 

八幡宮 15 分,鎌倉宮 30 分,報国寺 35 分,  

朝夷奈切通し 60 分、由比ガ浜 20 分 

建長寺 25 分,北鎌倉駅 40 分,光明寺 35 分 

◎お花情報…リアルタイム開花情報は鎌倉情報館Ｗｅｂをご覧下さい！ 

・つつじ…仏行寺、安養院、大船観音寺←知る人ぞ知る仏行寺に是非！ 

・ふじ…英勝寺、別願寺、光則寺、夫婦池公園←英勝寺の白ふじがお勧め！ 

・ぼたん…建長寺、八幡宮ぼたん園、長谷寺←建長寺一度行ってみて！ 

・新緑…広町緑地、各ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽ、各公園 

◎穴場のお勧めコース！ 

①鎌倉駅からのコース（日蓮の足跡を辿る 3 時間コ-ス） 

 鎌倉駅-本覚寺-妙本寺-常栄寺-八雲神社-別願寺 

 -上行寺-安養院-安国論寺-長勝寺-バス-鎌倉駅 

②鎌倉駅からのコース（手軽に徒歩で 2 時間コ-ス） 

鎌倉駅-寿福寺-英勝寺-浄光明寺-海蔵寺-鎌倉駅  

③大船駅からお勧めコース（通な人向け半日コース） 

 大船駅-常楽寺-多聞院-高野の切通し-白山神社- 

-称名寺-散在ガ池森林公園-大船駅 

◎ピンポイント穴場ずばりここがお勧め！ 

・季節の花…仏行寺,英勝寺,中央公園,夫婦池公園 

・お寺で森林浴…妙本寺（徒歩 10 分）,覚園寺・瑞泉寺（徒歩４５分） 

・水で癒しを感じる…称名寺(陰陽の滝),散在ガ池森林公園（各大船駅よりバス） 
 

稲村ガ崎小学校卒 

御成中学校卒 

茅ケ崎高校卒 

和光大学卒 

元(株)西友社員 

鎌倉情報館管理人 
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 ◆3 月 2 日市議会本会議 議案第 95、97、98 号 

市長、職員、議員の給与を上げる条例 3 本が可決。 

7,585 万円が給与分で更に積み増し。 

反対したのは極少数の議員のみ。 

これが鎌倉市議会、松尾市政の実態。 

選挙の時だけ調子の良い事を言っていてもこれが実態です。 
 

※反対討論原稿…本会議で使った討論原稿 

只今議題となりました「議案第 97 号 鎌倉市常勤特別職職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」 反対の

立場で討論に参加いたします。議案第 95 号、98 号についても合わ

せて反対でございますので申し添えておきます。 

これだけ不祥事が多発し、山崎新焼却施設建設問題、北鎌倉

隧道問題など、様々な問題が解決出来ないなか、給与を上げると

言うのは到底理解出来るものではありません。 

3 月 1 日号の広報かまくらに「北鎌倉隧道の安全対策について」

との文章が掲載されました。これは特定の方々に宛てた松尾市長が

個人的に出した謝罪文になっております。こんな謝罪文を広報を私的

利用して謝罪しないとならないような状況の中、ご自身の給与を上げ

る条例を出している神経は私には到底理解出来るものではありません 

北鎌倉隧道問題については「安全対策検討業務委託費差止め

及び弁済請求事件」として東京高裁で係争中であり、これは松尾市

長が個人的に賠償を求められている事でもあり、こういった諸問題に

決着をつける事も出来ない中、到底賛成出来るものではありません。 

藤沢市の鈴木市長は 2 月議会で、「議案第 90 号藤沢市常勤の

特別職職員の給与に関する条例の一部改正について」で、市長が

12%、副市長が 10%、教育長が 5%、合計で 624 万 6549 円の削減を

提案されています。期間は 2020 年の鈴木市長任期いっぱいまでだそ

うで、提案理由は『この条例を提出したのは、本市の財政状況を鑑

み、常勤特別職職員の、給料削減を図る必要による。』と言う事で

有りますが、不祥事等の事も鑑みてご判断をされたのではないか?と

言う事が推察されます。 

人事院勧告が出たから機械的に上げる提案をしているなど話しにならない

理由です。藤沢市の鈴木市長と松尾市長の違いは一体何なのでしょうか? 

完全に他人事意識しかない態度であり非常に腹立たしく思います。 

不祥事起こしたら給与削減するのがこういった普通の感覚です。 

公金盗難事件の犯人は捕まった訳ではなく、犯人はいまだにこの役所の中で

働いていると言える状況でありますが、その犯人の給与まで上げる事にもなりま

す。職員の給与も含めて、給与を上げるのは公金盗難事件の犯人を捕まえて

からにして頂きたいと思います。 

そして市長はじめ鎌倉市の職員は口を開けば財政が厳しいと言われます。給

与を上げる程余裕があるのですから、今後一切財政が厳しいと言う言葉は言う

事は出来なくなりましたので、その事肝に命じて仕事をして頂きたいと思います。 

2018 年住みたい街ランキングで鎌倉は 14 位だそうですが、8 年前の 2010 年

のランキングは 4 位でしたので大幅ランクダウンしています。 

これは、外部の客観的判断でありますが、これだけ映画やドラマに取り上げられ

て観光客も増えていたのにもかかわらず、下がった事実については、無視出来

ない事実でありこの間議員としていた私自身としても忸怩たる思いです。 

このような状況でも皆さん自信を持って給与を上げていい、と言えますでしょう

か? 私は到底言えるものでは無いと考えます。 

よって議案 97 号については断固反対いたします。合わせて 95 号、98 号につ

いても反対といたします。               以上で討論を終わります。 
 

◆その後の不祥事情報…市長からは謝罪の言葉は聞いていない(4/10 現在) 

※期限切れのワクチン…年齢 1 歳、有効期限 29/7/29、接種日 30/2/27 

・鎌倉市定期予防接種（ヒブワクチン）で期限切れワクチン接種が発生。 

・原因はワクチン納品後の定期的な管理及び接種時の医師による最終確認

が不十分であったことが原因⇒一体これで何度目か？ 

※市政 e-モニター登録者へ電子メール誤送信…401 名の個人情報流出！ 

3 月 30 日（金）11 時 16 分頃、秘書広報課広報広聴担当職員が e-モニター

登録者にアンケート結果をホームページに公開したことをお知らせする電子メー

ルを送信後、「BCC」で送信すべきところ、全ての登録者を「宛先（TO）欄」に記

載状態で送信し、市政 e-モニター登録者の氏名及びメールアドレスが、メール

を受信した e-モニター登録者に閲覧できる状態で送信した。 

・送信件数 447 件（対象件数 401 件、送信エラー返信件数 46 件） 

→謝罪メールが来ただけで終わりか？とお怒りの声多発→私から全員協議会

での謝罪と説明を求めたが一切無視。事務執行がまともにできない上に、起こ

したミスのお詫びと対応ができない行政→給与を上げた議会にも責任あり！ 

  
3/5blog に動画 

95 号職員 

97 号市長 

98 号議員 


