組織内検討資料

赤祖父ゆみ

輝かしい新年をお迎えの事と
お喜び申しあげます
昨年１０月の湖南市市議会議員選挙におきま
しては、市民の皆さまをはじめ関係各位の皆さま
に、多大なご支援を頂きましたこと、この場をお借
りしまして心より深く感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。お陰をもちまして、元気に仕事をさせ
ていただいております。
思い返せば大変厳しい選挙でした。報告書を年４回発行し、可能な限り行事にも参加して参りました
が、まだまだ力丌足を実感しました。３期目、初心に戻り、気持ちも新たに頑張って参ります。福祉・教育
常任委員会、議会運営委員長をさせていただくことになりました。これまでと変わらないご支援を賜りま
すよう重ねてお願い申しあげます。
就任後１２月議会に突入し、年末年始とあわただしく時が過ぎてしまいました。国は政権交代を実現し
ましたが、今までの政治の流れを変えて、私たちの暮らしが良くなっていくには、もう尐し時間がかかるよう
です。県政も相変わらず財政状況は厳しく、その影響は湖南市にも及んできています。来年度の予算
は、法人税の減収をはじめ、個人市民税にも大きく影響をきたしており、大変厳しい現状です。早期、景
気回復を願うばかりです。市民のみなさんが安心して暮らしていけるまちづくりをめざすためには、まず補
助金に頼ることなく個人が自立をし、気付いた事は自らが行動することや助け合い、譲り合う事が大切
だと思います。そして、この湖南市の事をよく知り、このまちを愛する事ではないでしょうか。美しい自然や
奥深い歴史と文化に囲まれた湖南市を子供たちに伝えていかなくてはなりません。新しい発想の転換
で、知恵を出しあい、変わっていけると信じています。湖南市も間違いなく高齢化が進んできています。
「若者がこのまちに住みたい」と思える魅力あるまちにするには、まず仕事が必要です。今の時代、大企
業に就職しても安定が望めない社会情勢の中、地産地消ビジネスをシステム化することを行政主導で
はなく皆さんもいっしょに考えていきましょう。きっと元気が出てきます。
議会のインターネット中継が３月から導入されます。議会運営について、また議会基本条例の制定に
向けても今後力を注いで参りたいと思います。
誠心誠意頑張ります。 今年もどうぞよろしくお願い申しあげます。
赤祖父 ゆみ
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じゅらくの里土の館条例の一部を改正する条例の制定

１２月議会報告
市長提案議案
条例＇一部改正（７件、補正予算４件
市道認定１件、人事１件、指定管理の指定１４件
その他５件、報告１件
追加として工事基本協定の締結１件

議発議案：請願３件
一般質問：１５人
国民健康税条例の一部改正
湖南市の国民健康保険事業は、極めて厳し
い状況にあり、基金も底をつき、昨年度は広域
支援借入金として１億２５００万円借り入れて、
なんとか均衡を保ってきましたが、平成２２年度
では、４億３３００万円の収支丌足となり、合併
え後実質的に据え置かれてきた税率を今回、止
むを得ず上げるといった内容の条例の一部改正
が提案され、可決されました。
平成２２年度で約２億円、残りの状況を見な
がら 平成２３・２４年度で調整してできるだけ
赤字を減らして、基金を積み立てられるようにも
っていくというものです。
その原因としては、保険税収納率が８９．１９
６％と前年度より、さらに１．８７ポイント低下し、
県内順位は最下位である事。また、退職者医
療制度の廃止に伴う一般被保険者が増加し、
これに併せて入院医療費が急騰し、保健給付
費が増加した点にあります。
国民健康保険の加入率は湖南市の人口の
２３．５％ではありますが、一般会計から法定外
繰入金としての医療費の３％が投入されていま
す。
今後湖南市国民健康保険財政健全化計画
を策定し、その中で、収納率をあげるための保
険年金課の収納方法の改革や、外国人滞納
者の生活実態調査をして実態把握を積極的に
進め、保険給付費の急増については、その要因
の分析と病気にならないための予防策を重点
項目にあげながら軌道修正が必要です。
そして、このように急な値上げとならないよう
微調整をとっていただく事、また、市民の皆さま
に納得のいく説明を十分して頂くよう、福祉・教
育常任委員会の中でも要望し確認をして、この
議案について、可決をいたしました。

湖南市じゅらくの里｢土の館｣は、じゅらくの里
｢木工の館｣、じゅらくの里「もりの駅」と合同で
「湖南市じゅらくの里利用体験施設」として募集
することとなり、所管課が生涯学習課から産業
振興課に変更することとなりました。
申込方法もわかりやすく便利になります。
・・・・可決しました。
平成２１年度湖南市一般会計補正予算
市営住宅修繕料・・・２５０万円
茶釜団地３戸・田代ヶ池団地２戸分。４月入居予定

高齢者福祉施設等施設整備費補助金
・・・・１８１２万９０００円
国から６０００万円、県から１２１２万９０００円交付金
八起会、「ふれあいセンターそよ風」を設置

・・・可決
人権擁護委員候補者の推薦について
三大寺 幸雄氏
・・・・可決
指定管理の指定について
湖南市東海道石部宿関連施設
＇石部駅コミュニティハウス・石部宿田楽茶屋・
こころの街角サロンいしべ宿駅（
指定管理者・・・有限会社プロジェクト、i
代表取締役 辻井晋一郎
指定の期間
平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日まで
・・・可決

湖南市じゅらくの里利用体験施設
指定管理者・・・株式会社大島商会
代表取締役 大島正秀
指定の期間
平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日まで
・・・可決

平成２２年３月で指定の期間が終わる施設
について、指定管理者は非公募にて従来の管
理者に平成２５年までの期間として決定しまし
た。
工事基本協定の締結について

-2-

湖南市都市計画道路三雲駅線架道橋新設工事

協定額・・・７億２５３９万２０００円
工事完了 平成２４年３月３０日
相手方・・・西日本旅行鉄道株式会社
執行役員京都支社長
湊 和則
・・・・可決

９月議会にて湖南市の財政の現状について質問
しましたが、西庁舎の窓口業務の問題で、わたしの
主張が市民の皆さんに正しく伝わっていないように
感じ、とても残念でした。大切な問題ですので、もう
一度質問をしました。

一般質問

湖南市総合計画の達成度と見直し
問
答

後期基本計画について先般、第１回総
合計画審議会を開催し、平成２３年３月
の策定に向けた組織体制、スケジュール
などを承認していただきました。策定委員
会での評価および市民意向調査により前
期基本計画を検証していきます。

問

現在の厳しい社会情勢に応じた見直しは
必要ですか。

答

社会経済情勢の変化や地方分権制度、
また政権交代における新たな政策に対応
することを方針としています。

窓口業務の今後の方向性について
窓口業務の今後の方向性について
問

答

行政改革推進本部幹事会の施設運営
改善計画の議論は
自動交付機の導入と併せて出張所のあ
り方も含めた公共施設全般を検討します。

問

それは、いつごろですか。

答

事業評価と並行して年明けとなります。

問

ただ単に距離だけで判断するのではなく
旧両町の歴史的背景を考慮し、わたしは、
機械ではなく高齢者にもわかり易く温かみ
のある「ひと」＇職員（の設置を求めます。
市民、議会の意見にしっかり耳を傾けな
がら、納得、理解をしていただきながら進
めていくべきと考えますがいかがですか。

前期５年間の達成度について

新型インフルエンザの集団予防接種の対応を

答

まだ、具体的な議論は進んでいません。
理解を得られるよう進めていきます。

問

行政改革行動計画の平成２０年度の結
果と検証は。

答

各課から提出された個別項目の結果をも
とに各担当部長・次長・課長と検証内容
のヒアリングを行ったところであり、まとまり
次第、議会にもお示しします。

問

新たな第二次湖南市行政改革大綱、行
政改革懇談会設置にむけてのスケジュー
ルは。

答

平成２２年度の早期に懇談会を設置し、
第二次行政大綱をまとめていきたい。

問

湖南市の新型インフルエンザ感染者状
況は。

答

１１月２３日～２９日の４８週目には全国
では３９．６３に対し、滋賀県では５１．４
４．甲賀市管内においては８７．５７という
異常な増加で猛威をふるっています。

問

このような事態は災害ととらえ、１日に多
くの方にワクチンを接種できる集団接種が
緊急に必要と考えますが。

答

１歳から小学３年生までのこどもを対象
とした新型インフルエンザワクチンの集団
接種が甲賀湖南医師会の先生方の協力
で夏見の保健センターで実施することと
決定しております。日程は１２月１９日・２
０日で５４２人、２６日・２７日に追加接種
として５５０人を見込んでおります。

問
答
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ワクチン確保についてお聞きします。
１２月１７日に希望数全部のワクチンが
納品されることとなっています。

緊急

石部医療センターの医師確保に関する意見書
湖南市石部医療センターは、地域住民の診
療・健康保持に貢献してきただけでなく、広域的
な医療提供をしてきたところですが、平成２０年
より県からの派遣医師が削減され、内科・小児
科の２名の常勤医師で運営にあたり、入院業務
も休止の状況であります。そのため、医師派遣の
増員について市長は知事に対し、平成２０、２１
年と要望書を、また市議会からも医師確保の意
見書を提出しているにもかかわらず、平成２２年
度において、さらに医師派遣を１名減じて常勤
医師１名とする意向を聞き、年末の２８日に市
長、議長をはじめ６人の地域代表の方で知事に
対して、要望書を提出にいかれました。今回、議
会としても、追随して１月１５日の臨時議会で意
見書を採択し、提出をいたしました。
私も県会議員の先生にお会いする際、切にお
願いをしています。医師丌足の問題は、大変深
刻です。
議会報告会についてのお知らせ
６年間、議会の後に報告会をしてきましたが、
参加していただく人数が尐ないのが現状です。
今までの報告会は尐しお休みをいただいて、
議会基本条例も策定していく流れの中、また違
ったかたちで開催ができればと思っています。
座談会については、いつでも、どこでも行かせ
ていただきますので、下記まで FAX にてお知ら
せ下さい。お話できるのを楽しみにしています。

活動報告
活動報告
9/25 阿星保育園運動会
9/26 ジュニアバンドバーベキュー大会
9/27 湖南市スポーツカーニバル
10/1 岩根まちづくりセンター報告会
10/2 岡出集会所報告会
10/3 柑子袋まちづくりセンターまつり
10/4 市制５周年祭・事務所開き
10/5 松籟会館 報告会
10/9 宝来坂集会所報告会
10/17 石部宿祭り
11/1 湖南市文化祭 コーラスで参加
11/3 ボランティア祭参加
11/6 石部南小学校３０周年記念式典
11/8 ふれあい広場・南まちづくりセンターまつり
11/10 全国競馬労働組合定期大会
11/11 臨時議会
11/16～17 民主党近畿ブロック議員フォーラム
11/21 あすぱる甲賀１０周年まつり
11/22 ミュージックカフェ伴奏
11/27～12/16 定例議会
11/29 甲西吹奏楽団きらめきコンサート
12/13 青尐年指導支援の会・南まち協臨時総会
12/20 国際文化交流会クリスマス会
12/24 ロータリークラブクリスマス会出演
12/28～30 湖南市消防団激励
1/ 8
連合滋賀結成２０周年記念パーティー
1/13
全国競馬旗開き
1/15
臨時議会

湖南市市議会議員選挙 たいへんお世話になりました

お問い合わせ
赤祖父ゆみ事務所 ０７４８－７７－５４３７

自治会の皆さんとバーベキュー

市町村議会議員セミナー

民主党 地方自治体議員フォーラム in 東京
事業仕分けを見てきました。熱気に圧倒されました。

奥村展三氏＆谷康彦氏新年のつどい

-4-

消防出初め式

