組織内検討資料

赤祖父ゆみ

春

・ ランマン！！

今年の桜は、お天気にも恵まれて、一段と美しく
感じられたのは、私だけではなかったでしょう。花が
咲くと,どうして心がはずむのでしょうね。
昨年の暮れから、世界の経済状況の悪化に伴
い、期間労働者の解雇や雇い切りを余儀なくされ
日本各地で、住居がなく路頭に迷っている方々の映像が映し出されています。現在もますます厳しい状
況下となっていることもあってか、この桜の花の可憐に咲き誇る美しさが心にしみるのかもしれません。
湖南市も例外ではなく、第 2 次産業「ものづくり」に多くの外国人住民が雇用されていましたが、多くの
派遣労働者が解雇された事により、ハローワークで仕事を探す人の待ち時間は、２時間～３時間４０
分という大変な状態であり、市役所にも相談に来られる方々は急増しております。市はその対策として、
点
４月からは新体制で臨み、相談窓口を強化していただける事となり、大変嬉しく思っています。
このように、厳しい時代背景の中、その度ごとに影響を受け、迅速に対処していかねばなりません。
大阪府の橋下知事も言われていますが、地方の予算は、国・県からの補助金に大きく左右されます。
国や県が、急に市民に密着している施策の補助を切ってきたならば、その苦情は市がすべて請け負い、
そのため補てんせざるを得ない状況になりかねず、ますます市の財政が危機的状況に陥るのです。
国や県に頼ることなく自立していける湖南市の財政にしていかなくてはなりません。
３月７日、「湖南市の未来を考えるシンポジウム」で滋賀大学学び直し塾ＮＰＭグループによる湖南
市の財政状況と健全化策についての研究発表がなされ、その中で、このまま何もしないでいくと、平成
３０年までに累積赤字が約６０億円に膨れ上がり、財政再生団体に陥る危険性があると発表されまし
た。基金が１３市の中でも、最低であります。知恵と市民の協力を得ながら、新しい施策のための思いき
った改革をしていかなくてはなりません。一人一人が今できることを考え、困った人を尐しでも助けてあ
げられたなら、この“まち”は元気になれるものと信じています。
私もその実行者のリーダーの一人として精一杯努力する事をお誓いし、３月議会の報告を、いつもの
ように“まじめに“させていただきます。報告会にも是非お越し下さい。
赤祖父 ゆみ
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○ 福祉医療の充実・・・・・・・・・・・・・・８１３万円

平成 21 年度予算
湖南市一般会計

待望の乳幼児医療の無料化と小中学校の入院の無料化

○ ユニバーサルデザイン化・・・・・・・４４０万円

１８７億７６００万円 ＇対前年比 1．8％減（

西庁舎トイレ改修工事

○ 菩提寺学童保育所増築事業・・９３１万５０００円
○ 家庭児童相談室設置・・・・・・・・・３１９万円
○ 市政５周年事業・・・・・・・・１５３万４０００円

借換債＇９億２００万円（を除くと１．３％減

湖南市特別会計
１１３億１１１４万円 ＇対前年比 1.8％減（

企業会計

○

学校図書館支援センター推進事業・・・３６９万５０００円

平成２０年度一般会計補正予算

２２億４５５５万円 ＇対前年比 16.3％減（

歳入歳出それぞれ４億４６５５万円を増額

歳入
市税・・世界的な経済状況の悪化による法人
市民税の大幅な減収により、２億４８６０万円
の大幅な減となる見込みで、個人市民税につ
いても、計算が前年度のものに対してとなる事
から、来年は大幅な減が見込まれます。
地方交付税・・・湖南市は、財政力指数が
０．９５９と１３市の中で栗東、草津に次いで高
く、その事により１億１３００万円＇１２．８％減（の
減となりますが、臨時財政対策債との合計によ
り、９１００万円＇６．２％（の増加となりました。
市債・・合併特例債関連で、地域振興基金積
立を含む合計は２６億７３１０万円。1 億３０５
０万円の増。
平成２１年度末の市債残高は２２７億円とな
ります。
歳出
全体的に６％減額予算とした。
議会費・・市議会議員数が次回選挙後減尐
することにより、が１４４万円の減。
総務費・・地取得事業特別会計繰り出し金
が減となり、人件費の減尐により、２億９５９５
万円の減となります。
民生費・・2 億１８１８万円の増。
教育費・・岩根小学校、三雲、水戸小学校
の耐震に伴う工事費として、６億９０９８万円の
大幅な増加となりました。
積立金・・3 億１５０１万円＇６２．２％（の大
幅な減となっています。
おもな行事
○ 地域まちづくり交付金・・・３９５３万６０００円
○ 緊急雇用対策臨時職員経費・・１２００万円
○ 障害者就労情報センター開設・・・・４５万円
○ 集落営農ステップアップ促進事業補助・・・１６２万５０００円

定額給付事業費補助金＇事務費含む（８億６４２１万２０００円

子育て応援特別手当交付金＇事務費含む（３４１６万円

民生常任委員会予算審議
扶助費が増える中、全体の６％減額という大変
厳しい予算編成でした。主に、虐待が増加傾向に
ある中、家庭相談室の室長を置くなど、子育て支
援課を重視した予算となりました。保育所の民営
化、夏見・岩根診療所の民営化も視野に入れなが
ら、今後サービスが低下しないよう十分配慮しなが
ら、改革を進めていく必要があります。
議会決議を考慮されての「乳幼児医療助成制
度」においては、完全無料化に重ねて、小中学校
の入院も無料化に踏み切っていただけた事は大き
い事でした。が、その代わりに老人福祉医療助成度
が廃止となり、対象の方には申し訳なく思います。ご
理解いただきたいと思います。
国民健康保険特別会計において、保険給付費
の療養諸費が大幅に増えてきており、このままで
は、９月の２０年度決算では１億６０００万円の赤
字となる見込みとなってきました。迅速な対応が必
要になります。例えば、市民一人一人が２回の診察
を１回に減らすなどの努力や健康になるための予
防が今後はより重要になってきました。

湖南市まちづくり条例に制定について
この３月議会の大きな改革の一つとして、
公民館がまちづくりセンターに名称が変わり、使
用する市民が利用しやすくするために、新しく条
例が制定されました。
○ センター長の権限によって、休館日を変更
でき、閉館時間も変更することができる。
○ 公民館で開催されていた生涯学習課事業
については、変更なく実施されます。
○ 人員体制については、今まで通り、市が人
の配置を行う。
○ 窓口業務についても引き続き行う。
○ 指定管理者制度については、今後の動向
を判断して視野にいれて考える。
以上の事を確認した後、可決されました。
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問

一般質問
外国人住民の現状とその対策
問 その現状と今までの取り組みについて
答 １２月１０日前後に大手派遣要望書会社とあ
すぱる甲賀など状況聴取を行っており、日が経つに
つれて、相談件数が増加してきました。１５日には１
日に２０件～３０件の相談があり、２～３時間待ちで
あったハローワークがようやく通訳配置をするように
なった。１７日には外国人集住都市会議から関係
省庁に対して「経済情勢の悪化を背景とする外国
人住民に係る緊急要望書」を提出。１９日には、奥
村教育長との連名で、「教育行政振興のための要
望書を提出。２２日、庁舎内で、「経済丌況に伴う
雇用・住宅・生活丌安に対する検討会議」が開催さ
れた。２６日に甲賀公共職業安定所と連携をして、
毎週金曜日に市民交流センターで外国人出張就
労窓口を開設。
２７日には年末・年始緊急対策として、市役所東庁
舎食堂と市営住宅１戸を確保しましたが、対応者は
ありませんでした。１月１３日になると、ハローワーク
の待ちは２時間から３時間４０分待ちとなる。ブラジ
ルに帰っても仕事や住宅事情が悪化しており帰れ
ない。また丌就学児童の増加を懸念しています。
１４日、県に対して、「経済情勢の悪化に伴う外国
人住民に対する緊急要望」を提出。同時に湖南市
商工会・湖南市工業会・社会法人湖南工業団地
協会への「緊急雇用対策に関する要望書」を提出。
雇用の維持、非正規労働者が離職しても継続して
社宅に住めるよう要望をした。２３日には湖南市国
際協会が県国際協会と協力して、「外国人住民の
雇用・生活状況調査結果」がとりまとめられ、多くの
完全失業世帯があり、有職世帯でも家族の中１人
でもアルバイトをしていれば、セーフティーネットに引
っ掛かってこない現状がわかった。対象者はすべて
湖南市外で就職の方であると確認できた。２月１日
市営住宅の入居前倒し募集を行い、５戸のうち３戸
が外国人の入居。緊急対策として、臨時職員募集
もはじめた。９日には、緊急対策分の市営住宅の入
居募集をし、申請された４戸、すべてが外国人でし
た。２３日、小渕優子特命担当大臣に対して、集住
都市会議から緊急要望書が手渡され、内閣府定
住外国人施策推進室が設置されました。
現在、外国人の帰国者が２００名ほどあり、相談
件数は１１月では５３４件、２月には１２４２件にの
ぼっています。

外国人市民会議でわかった事は

答 偏見の目で、「一人の外国人の行いがす
べての外国人の行いのように見ないでほしい」
や、「日本語をもっとしりたい」「日本の事をもっ
と理解したい」といった意見がありました。
問

今後の取り組みとしては

答 窓口業務を強化していきます。
問

同じ人間として、助け合える体制づくり
やお互いの文化を認めあう社会が必要
だと思いますが

答 そうあるべきと考えます。
公民館からまちづくりセンターへの移行について

問

まちづくり協議会が立ち上がり、準備
のできた所から、指定管理制度の導入
は考えていますか？

答 それぞれのまちづくり協議会には温度差が
あります。統一した形で検討していきます。
問 市民と一体となるセンター長の人選は？
答 地域でキャリアやスキルを持った方が適し
ているのではないかと考えます。
石部小学校進入道路の進捗状況について
問

現在までの審議内容について
ルート決定について

答 市の道路整備計画の中で、生活道路の
整備として、県道石部草津線からの＇仮（十禅
寺２号線と石部小学校入口から平和堂に向
かう鵜の目町１号線の整備を計画しておりま
す。生活道路の利便性の向上をはかり、整備
時期については、＇仮（十禅寺２号線は石部小
学校の改修計画と併せて２５年まで、短期整
備で計画しており、鵜の目町１号線について
は、２５年～３０年の中期整備計画となってい
ます。
＇仮（十禅寺２号線につきましては、２１年度
には道路新設に伴う測量設計と用地調査、建
物検査を実施し、２２年度に用地買収と道路
新設工事に着手したいと考えます。
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「外国人住民に対する緊急支援を求める意見書」
を議会へ提案！！
湖南市の外国人住民の割合は６％に近く、県下
で最も高い割合を占めています。現状況を踏まえ、
市長、教育長も関係機関に緊急要望書を提出さ
れていますが、湖南市の議員としても、本市だけで
は到底解決が難しい事から、国に対してこのタイミ
ングでの要望書を出す必要性を痛切に感じました
ので、自らが提案者となり、新政会の皆さんのご賛
同も頂き、今議会に意見書を提出させていただき
ました。その結果全議員一致により可決され、国へ
対して議長を通じ意見書が提出された事は大変意
義深いことではなかったかと思っています。

３月議会 報告会実施のご案内！
日時： ４月２５日＇土（ １９：３０～
場所： 石部公民館 視聴覚室
＇石部文化ホールの上（

ゲストが来られるかも？？
たくさんの皆様のお越しを
心よりお待ちしております。

後援会からのお知らせ！！
バスツアー企画
バスツアー企画
長嶋温泉バスツアー企画！ 参加者募集！
「湯あみの島」入浴＆アウトレットでお買い物
日時： ７月１１日＇土（
参加費
７,８００円
昼食：はまぐり釜めしコース
申込みは ＦＡＸ ７７－５４３７
お名前と参加人数を明記の上お申し込み下さい。
こちらから詳細について、ご連絡させて頂きます。

活動報告
１月 ２２日 障がい者計画策定委員会傍聴
２３日 教職員組合新春のつどい
２４日 徳永ひさし氏新春のつどい
２５日 まちづくり協議会設立記念事業参加
２８日 臨時議会・行政改革特別委員会
３１日 認知症啓発講座参加
２月 １日 報告会 in 中央公民館・ 秋桜舎竣工式
４日 ひかり幼稚園音楽リズム発表会・人権学習会
５日 三雲幼稚園音楽リズム発表会
６日 水戸幼稚園音楽リズム発表会
７日 湖南市人権教育研究大会・ちょびっとスポーツ
８日 青尐年指導支援の会・ジュニアバンド指導
１５日 早春コンサート参加
１８日 民生常任委員会・児童保護パトロール勉強会
２３日 ハローワーク・国際協会視察
２６日 甲賀地協定期総会
２７日 モラロジー勉強会参加
３月 １日 石部高校卒業式・ジュニアバンド指導
２日～１７日 ３月議会定例会議
８日 青尐年指導支援の会
１４日 石部中学校卒業式
１８日 石部南幼稚園卒園式
１９日 石部南小学校卒業式
２０日 レインボーコンサート参加
２１日 石部中学校吹奏楽部コンサート
２３日 民生委員推薦会
２６日 石部保育園卒園式
２７日 広報委員会
２８日 青尐年指導支援の会・民主党定期大会
３１日 臨時議会
４月 ５日 近江八幡ジャズフェスティバル視察
６日 阿星保育園入園式
８日 石部南小学校・石部中学校入学式
９日 石部南幼稚園入園式
１０日 ひかり幼稚園入園式・いべっく会議
１２日 湖南市さくら祭り

市政報告会・座談会、どこでも行きます。
気軽に声をかけていただければ、
大変嬉しいです！！
新入生！新社会人！新年度！
新緑の若葉のように、初々しい気持ちでファイト

℡＆Fax

0748－77－5437（自宅兼事務所）

２/４

音楽リズム発表会

３/１５ ジュニアバンド演奏会
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３/７ 湖南市シンポジウム

4/１３・１４連合議員団研修会

