
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
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 

122 号 3 期目 23 号（1 号)  鎌倉市議会議員・長嶋竜弘 
 

  

 
長嶋ＨＰ 

ごみの広域化実施計画のパ

ブリックコメントが 1 月 6 日～

始まります←詳細は鎌倉市

HP か環境部窓口まで。 

※メール 
ｋａｍａｋｕｒ

ａｓｉ＠ｇｍａ

ｉｌ.ｃｏｍ 
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◆平成 30 年度に鎌倉市政でなにがあったのか？振り返ります！ 
①平成 29 年度末 3 月 30 日に市政 e モニター400 名以上の個人情報流失発覚

②4 月 4 日市議会全員協議会で「市役所本庁舎整備について」の報告③4 月

17 日鎌倉市職員が盗撮の疑いで現行犯逮捕④4 月 28 日長谷子ども会館が代

替え施設もないまま閉館⑤5 月 1 日号の広報で「本庁舎は災害に強い街をめざし

て、深沢整備事業用地に移転します」と決まってもいないのに強烈なフェイクニュー

スを流す。これがきっかけとなり住民投票の運動が起こる⑥５月 29 日岩瀬隧道内

で土砂崩落が発生⑦鎌倉市夏のボーナスは一般職平均支給額で７９万７６４４

円と湘南地域で最高額となった。因みに最低は大磯町の６５万７６３６円⑧8 月 5

日由比ヶ浜にシロナガスクジラの赤ちゃんが漂着して大変話題に⑨8 月 29 日住民

投票の会の集会時の質問に対して、松尾市長の答弁が全くの嘘である事が発覚

�10 月 1 日号の広報かまくらにお詫びを掲載、と言う前代未聞の事態となった。 

⑩9 月 1 ヶ月は住民投票条例署名集めが行われ 8,270 名の署名が集まった。 

⑪10/1 の記者発表でかまくらプラごみゼロ宣言が宣言された⇒しかし、私が提案し

て実施する事になった、ペットボトル販売禁止とマイカップ自販機導入を、さも自分

達が考えて実施したかのように宣伝しているだけで、その後何をやったのでしょうか？

⑫11 月に臨時議会が開かれ住民投票条例が審議され、委員会では可決したも

のの、本会議では 10 対 15 で否決となりました。判断材料が不足、情報が未成

熟、説明が不充分、まだ基本構想もできていない段階だからというのが主な反対

理由でした⑬12 月議会で千田副市長が選任され 1 月から就任⑭12 月議会で市

民活動推進の為の「つながる鎌倉条例」が制定。これもその後どうなった？ ⑮「お

なり子どもの家設計修正業務予算」を削除する修正議案」が可決⑯耐震性能の

強度不足で平成 30 年 12 月 28 日から鎌倉生涯学習センターは全館休館。 

⑰1月3日消防団員が女性の顔面を複数回殴り陸橋の階段から突き落とす事件

が発生⑱女性職員に対し性的な内容のＬＩＮＥ（ライン）を複数回送るセクハラ行為

をしたとして、行政経営部４０代男性担当係長が停職１カ月の懲戒処分⇒その後

退職⑲男性職員からセクハラ行為を受けたと虚偽の申告をしたとして、市民生活

部３０代女性事務職員が減給１カ月（１０分の１）の懲戒処分。 

⑳最後にごみ問題でありますが「新焼却施設建設・2 市 1 町(逗子・葉山)の広域

化協議」について、松尾市長が選挙で利用した事は明白であります。その後、嘘、

騙しを繰り返した事が、議会の場で明らかになったのがまさに平成30年度でありまし

た。市長の判断が二転三転してごみ問題は正に迷走状態であり、出口が見えな

い長いトンネルに 10 年間入ったままであります。 

“広報かまくら”には市長にマイナスな事は一切書かない←これ問題です 

◆拝啓 松尾市長殿、これらの問題どうするのですか？ 
・ごみ処理⇒名越焼却炉は令和 6 年度末稼働停止。その後は外の町

に持って行って処理すると言ってますが大丈夫？⇒かなり問題あり！ 

・本庁舎移転、村岡新駅、深沢開発⇒台風被害を受けて国土交通省

が「浸水想定区域の新規開発の規制」「小規模集落の集団移転促

進」など治水を見直すと発表した。柏尾川沿いの浸水どうするの？ 

・おなり子どもの家⇒骨組みの状態で何時まで放置するの？入札かけ

ても業者の札入れ無いそうですね？4 億円の建設費高すぎませんか？ 

・岡本２丁目土地問題⇒市民活動拠点、保育施設建設どうなった？ 

・ロードプライシング導入⇒令和元年度実証実験、2 年度制度開始する

と言っていましたが難しいと言い出した？交差点改良工事が先では？  

・生活保護費窃盗事件⇒犯人まだ捕まっていませんよね？内部の犯

行としか思えませんが、犯人がまだ役所の中で働いていると言う事？ 

・北鎌倉隧道通行止め問題⇒通行止めからもう 4 年半。仮設で通すっ

て言っていましたよね？一体何時になったら通れるようになるのですか？ 

・玉縄青少年会館⇒2020 年度中に閉館する方針で議案を出しました

が、市民の皆様から猛反対されて議会で否決となりました。どうするの？ 

↑やると言っておいてやらないできないはまるで “やるやる詐欺” 
 

◆許せない実態…市長、教育長は 4 年連続給与増でも市民の予算は半減！ 

腰越中学校吹奏楽部が 10 月の「第 19 回東日本学校吹奏楽大会」に出場、

みごと金賞に輝きました。しかし子ども達の全国大会出場の祝金は昨年度まで 20

万円出ていましたが今年度から 10 万円に削られています←戻す事を強く要望中 



 

 

 

 

 

 

 

◆今、地球が気候非常事態…11 月 11 日ブログに詳細掲載 

スエーデンの 16 才環境活動家「グレタ・トゥーンベリ」さん、小泉進次郎環境

相「セクシー発言」などが話題になっていますが、気候変動により「地球環境は

非常事態」です。台風被害・異常な猛暑を体験して、皆様も「気候変動」を実

感していると思います。今放置したら「状況は益々悪化」します。鎌倉にいるとピ

ンと来ないかもしれませんが地球環境はあらゆる場面で危機的な状況です。 
 

1/11 ブログより⇒①気候変動が加速過去 5 年で世界気温は最も暑く②大型

ハリケーン 100 年前の 3 倍③日本人は豪雨災害頻発の未来から逃れられな

い④気候変動リスクが最も高いのは日本⑤気候変動による損失は「5年で100

兆円超」⑥日本を襲う「海の異変」マグロ・イカ・サケ、漁獲激減の恐ろしい意

味⑦日本人は温暖化に伴う食料危機をわかってない⑧気候変動の危機的

状況は「明らか」最新報告書、科学者 1.1 万人が支持表明 
 

◆では、気候非常事態、何すれば良い？ 
福島県本宮市さんが分かり易い取り組みを紹介されています。 

この中で皆様が出来る事から始めてみてください。 
 

※家庭でできる取り組み 10 項目(二酸化炭素の排出量削減) 
01 冷房の設定温度を 1℃高く、暖房の温度を 1℃低く設定しましょう 

⇒年間約 184 キログラムのＣＯ2 の削減、年間で約 9,200 円の節約 

02 週 2 日往復 8 キロメートルの車の運転を控えましょう 

⇒年間約 184 キログラムのＣＯ2 の削減、年間で約 9,200 円の節約 

03 1 日 5 分のアイドリングストップを行いましょう 

⇒年間約 39 キログラムのＣＯ2 の削減、年間で約 1,900 円の節約 

04 待機電力を 50％削減しましょう 

⇒年間約 60 キログラムのＣＯ2 の削減、年間で約 3,400 円の節約 

05 シャワーを 1 日 1 分家族全員が減らしましょう 

⇒年間約 69 キログラムのＣＯ2 の削減、年間で約 7,100 円の節約 

06 風呂の残り湯を洗濯に使いましょう 

⇒年間約 7 キログラムのＣＯ2 の削減、年間で約 4,200 円の節約 

07 ジャーの保温を止めましょう 

⇒年間約 34 キログラムのＣＯ2 の削減、年間で約 1,900 円の節約 

08 家族が同じ部屋で団らんし、暖房と照明の利用を 2 割減らしましょう 

⇒年間約 238 キログラムのＣＯ2 の削減 年間で約 10,400 円の節約 

09 買い物袋を持ち歩き、省包装の野菜を選びましょう 

⇒年間約 14 キログラムのＣＯ2 の削減、年間で約 800 円の節約 

10 テレビ番組を選び、1 日 1 時間テレビ利用を減らしましょう 

⇒年間約 14 キログラムのＣＯ2 の削減、年間で約 800 円の節約 

◆気候非常事態宣言に関する決議…退席 9 名,反対 2 名,賛成 12 名で可決 
９月定例会最終日 10 月 4 日、議会議案第５号として「気候非常事態宣言に

関する決議」を提案。賛成 12 名で原案可決。     ↓ 以下決議文 

 
 

 

△退席９名→△自民党(森功一,志田一

宏,伊藤倫邦)△鎌倉みらい(山田直人,池

田実,前川綾子)△神奈川ネット(保坂令子,

安立奈穂)△無所属(竹田ゆかり) 

×反対２名→鎌倉のヴィジョンを考える会

(中村聡一郎,河村琢磨)    
提出者：公明党西岡、共産党高野 

無所属くりはら、千一、長嶋 

 
本宮市HP 

 長嶋が文案作成、栗原議員が登壇して提案 

 
11/11 blog 

↑ブログの

リンク記事

をお読み頂

ければ非常

事態の状況 

がお分かり

いただける

と思います 


