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暑中お見舞い申し上げます！
暑い戦いだった第２２回参議院選挙も幕を閉じ、
子育て支援策を中心に尐子高齢化問題に取り組
んでいきたいと訴えた「林 久美子」さんが、２位
の武村氏と約１０万票差をつけ、みごと３１万７７
５６票で当選を果たしました。国では、消費税の主
張が奔放して、１人区で大きく民主党が負けると
いった残念な結果となってしまいましたが、この滋
賀県におきましては、民主党支持層は根強いものがあり、中でも湖南市での林久美子さんへの投票数は
他市に比べて比率が高かった事が、私は一番嬉しかったです。滋賀県知事選挙もダブルスコアで「嘉田
由紀子」さんが再選を果たし、滋賀県の女性候補の強さを改めて感じるところです。きめ細やかな心配りと
辛抱強さを発揮しながら、私も、「今まで以上に仲間の皆さんと共に、この国の明るい未来を信じて、努力し
ていきたい・・」と気持ちを新たにしました。
選挙期間中は議員個人の報告書は、あえて配布は避けましたので、６月議会の報告書が遅くなってしま
いました事をまずもってお詫びいたします。今議会は私にとって考え深い議会となりました。議員とはいったい
何か？市民のためと思い動いた事が、政治的な渦に巻き込まれ、結果的に誤解を招き、多くの皆さんにご
迷惑をかける結果となってしまったこと・・議員であるという立場の重さを改めて再確認させられた議会となり
ました。
国も９００兆円という多額な借金をかかえ、県も湖南市も本当にぎりぎりなところまできています。今後
行政改革は急務であり、選択と集中をせざるを得なくなってきています。権利ばかり主張するのではなく義
務も果たさなくてはなりません。私はいつも「気軽に声を掛け合って助け合える温かい街にしたい」と思ってい
ます。そのためには、行政や議会の透明性を図りながら、行政改革、議会改革を進めなくてはなりません。
市民の皆様と共に、この湖南市をつくっていく代弁者として一層の努力を重ねてまいります。今後もご支援、
ご鞭撻をよろしくお願いいたします。
赤祖父 ゆみ
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６月議会報告

県立高校の統廃合に関する請願書

○ 平成２２年３月３１日に公布された地方税
法の一部改正を受け市税条例、国民健康
保険税条例の一部を専決処分にて一部改
正の承認をいたしました。
○ 承認第４号では国民健康保険特別会計
の補正予算の専決処分の承認をしました。こ
の議案については、平成２１年国民健康保
険特別会計決算見込みにおいて、財政収
支の丌足が見込まれ、平成２２年度の歳入
から１億３６００万円繰り上げ充用するもの
で、本市の資金繰りは四苦八苦しており、ま
さに自転車操業となってきています。
○ 議案第３８号、３９号 湖南市職員の勤務
時間、休暇等に関する条例、育児休業等に
関する条例の一部改正は両立支援策の推
進に関する人事院規則等の改正に伴うもの
○ 議案第４０号 湖南市税条例の一部改正
地方税法の一部改正を受け、たばこ税が１０
００本あたり３５００円の引き上げ、市税分に
ついては１３２０円引き上げとなる改正
○ 議案４１号 湖南市福祉医療費助成条例
の一部改正・・・・住所地特例制度の導入に
伴うもの
○ 議案第４２号 湖南市一般会計補正予算
問題を抱える子ども等の自立支援事業委託
金・・・県の委託金が７０万２０００円減額と
なりました。丌登校支援などの施策であり、充
分に足りていけるのか心配です。
○ 議案５１号 契約の締結（三雲小学校屋内
運動場耐震補強・大規模改造工事）
契約業者・・（株）秋村組湖南営業所
契約金額・・１億７９５５万円
屋根の軽量化、内部改修、トイレ改修など
・・これらの議案はすべて可決されました。

石部公共サービス（株）の経営状況報告に対
する質疑
私は常々、有効な施設利用と経営状況を質
問してきました。今回は雤山研修館と勤労者青
尐年研修場を取り上げました。また一般質問で
提案をしていきたいと思っています。

福祉教育常任委員会に負託されました本請
願は、重要な請願でもある事から、委員もしっか
りと準備をしてのぞみ、討論も賛成、反対あわせ
て６回という異例のものとなりました。社会や生
徒の多様化が進み、社会状況の変化に伴う中
「今後の県立高校のあり方検討会」で議論が進
められています。特別支援を要する子ども達の
増加や高校中退者の増加、その後の支援の在
り方など、現在検証の段階です。地域の意見を
聞きながら、特色ある学校づくりが最も必要とさ
れており、現段階での本請願は否決とされまし
た。

児童・生徒の通学路となる宮ヶ谷線
の歩道の設置を求める請願書
市民の方からの要望で、今議会にこの請願を
提出したいので賛成議員になってほしい依頼を
受け了解をしました。この件につきましては、以前
から要望活動をしていますが、未だ解決が見ら
れないわけですが、出来ない事には深い理由が
あります。請願を出したからといってすぐにできる
ものではありません。また草刈り、防犯灯設置に
ついては、今までにも設置したものや、草刈りに
ついては幾度となく行っていて、区長要望や市
民が主体となって取り組むものでもあることから
歩道設置のみの請願にすべきだと依頼者に伝
えましたが署名内容と異なるという理由で聞き
入れていただけませんでした。結局この事が会
派でも議論となり、全員一致での可決にはなりま
せんでした。署名と請願の関係。市民の要望。
もっと慎重にすべきだったと反省をしています。
しかし嬉しい事は石部西区と宝来坂区の皆さ
んの協力により、７月４日清掃活動を行い、みご
とに美しくなりました。自主的にその必要性を感じ
る者が実際に行動に移し、市民の安全を得る事
ができました。協力しあってまちづくりを真剣に考
えるという機会を得られたという事については大
変よかったと思っています。権利ばかりで義務を
果たさない人が多くなってきました。引き続きこの
件については、要望をしてまいります。
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問 横断的に総合的な取り組みや生活支援を
各課どう繋げていくかが重要だと思いますが
答 特別支援、一人親家庭で関わる中で生活
支援も必要となるケースもあります。担当部
課と連携をとりながら進めてまいりたい。

一般質問
本市の児童虐待の現状について
問 県下の現状と分析
答 平成２１年度の虐待相談件数は９８件で１
８歳未満人口の０．９％となっており、県とほ
ぼ同じ割合です。虐待種別は「身体的虐待」
が全体の約４割、次いでネグレクト、心理的
虐待、性的虐待となっています。傾向として
は、ネグレクトが減尐し、身体的虐待が増加
しています。年齢別では、「小学生」が約４
割、「３歳から学齢前児童」が約３割となって
います。虐待者は約７割が「実母」で、通告の
経路は「学校」が約３割で、複雑困難なケー
スが増加しており、援助が継続長期化するケ
ースが増えてきています。
問 本市の家庭児童相談所の体制は
答 現在石部保健センターに設置しており、相
談担当の嘱託職員が３人、通訳が１人、子
育て支援課の課長と課長補佐が兹務してい
ます。
問 健康福祉部と離れていますが支障はない
ですか。また、野洲市ではこの春から専任の
正規職員を配置しました。社会状況の変化に
伴い、いまの体制で大丈夫ですか。
答 石部保健センターに事務所があることか
ら、発達支援室や西庁舎にある学校教育
課、尐年センターとも連携がとりやすくなって
います。専任正規職員については、行政改
革の定数管理の中、内部人事として必要な
ところに優先順位をつけながら配置できるよ
う取り組みたい。
問 乳児家庭全戸訪問と養育支援訪問につい
て湖南市の取り組みは。また保育士や保健
士といった専門職員の配置について。
答 現在、この２事業については実施していま
せん。健康政策課が湖南市として独自の代
替え事業として新生児訪問指導を実施して
います。が人員確保や配置等に課題がある
ため補助事業となる体制が確保できていま
せん。行政改革の定数管理の中、内部人事
として必要なところから優先順位をつけなが
ら配置できるよう取り組みたい。

問 県が今秋から始める「ショートステイ事業」
の湖南市での取り組みについて
答 現時点では具体的な説明はありませんが、
必要な施策であると理解しています。県と連
携して進めてまいります。

窓口業務の今後の考え方は
問 以前にも質問をし、進めるにあたっては、市
民に説明をして理解をしていただく事が大切
だと述べていました。今回タウンミーティング
をしなかった理由について。
答 西庁舎の窓口業務を集約した事につきまし
ては、３月の区長会で「平成２２年４月１日
実施 市役所の組織見直しについて」と題し
た通知をさせていただき、４月、５月の広報
「こなん」で業務内容の一部変更について掲
載をしました。今回の変更は集約しただけで
大きく改革したものではないため、タウンミー
ティングは行いませんでした。
問 今後、行政改革大綱、集中プランの中で
変更があればその進め方の一つとして取り入
れていかれますか。
答 そのように考えています。
問 行政改革におきましては、今後「湖南市行
政改革懇談会」の中で提言を受け決定され
ていくようですが、内部での検討も必要では
答 推進本部を立ち上げ、幹事会の中で現在
検討をしています。
問 だいたいいつ頃にその結果が公表される予
定ですか？
答 今年中には議会に説明が出来るよう、進
めてまいりたいと考えています。
本市の子宮頚がんワクチン公費助成は
答 女性の身体を守っていく施策は重要と認
識しています。国の動向を見守りながら進め
てまいります。
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活動報告

子宮頚がんを予防するワクチン接種
の公費助成を求める意見書提出！

４月

５月５日、６日の２日間にわたり民主党、党本
部で開いた「女性議員ネットワーク会議」の研修
会で、産婦人科医の仁木衆議院議員が子宮
頚がん対策への協力を訴えられ、自治体議会
への協力を呼びかけられました。それを受け、私
は今議会に意見書を提出しました。このがんは
唯一予防できるがんで女性の８０％がウィルス
に感染ということですが、必ずしも発症するわけ
ではありません。三原じゅんこさんはこのワクチン
の公費助成を掲げてこの度参議院比例区で当
選された事は皆さんご存知ではないかと思いま
す。
子どもを宿す大切な臓器を守る事も尐子化
対策には必要な事です。湖南市でも全員一致
で可決され大変嬉しく思っています。小さな声が
集まって国を動かせると私は信じています。

ガーベラ会 バーベキュー大会

７月２５日（日） 小雨決行
（中止の場合は連絡します）
午前１１：００ 宝来坂集会場集合
清掃活動をしながらキャンプ場へ
（軍手、ビニール袋、ゴミハサミをお持ち
いただけたら嬉しいです！）

参加費：３０００円

１６日
１８日
２５日
２９日
３０日
５月
１日
３日
５～６日
６～７日
８日
９日
１３日
１６日
１５日
１７日
１８日
２１日
２２日
２３日
２６日
２７日
２８日
３０日
６月１～１７日
５日
１２日
１４日
１７日
１８日
２３日
２４日
２５日
２６日
２７日
７月
２日
４日
５日
９日
１０日
１５日

コスモスの会旅行
桂よね吉 落語会いべっくお手伝い
石部南学区総会
滋賀県労働者統一メーデー
児童保護パトロール
石部祭り
宝来坂春祭り
女性議員ネットワーク会議 in 東京
民主党 地方自治体議員フォーラム

宝寿会
青尐年指導支援の会 ７周年会
ロータリークラブ 例会参加
パターゴルフ ガーベラ会
人権研修「死んだらあかん・だから生きるんだ」

ネットワーク会議
ふれあいの館５周年記念セレモニー

県民平和・人権運動センター総会
林久美子事務所開き
ふれあい広場会議
Ｆ氏と面会
公選法勉強会
議会運営委員会
宝来坂グランドゴルフ大会・甲西吹奏楽団コンサート

６月定例議会
甲西高校吹奏楽コンサート
知事選・参議院選公開討論会
民生委員推薦委員会
男女共同参画アピール行動
地域活性化・構造改革特区制度講演会

石部南小学校サークル活動
林久美子出発式
福祉・教育常任委員会
自治研究センター総会
みんなで考えよう議会改革ｉｎ野洲
林久美子個人演説会司会ｉｎ石部
サマーフェスティバル
手をつなぐ会総会
新政会会議
大友剛ジャズコンサート運営
石部南小学校ふれあいミュージカル

アルコールを用意していますので、お車で
のお越しはご遠慮ください。

お申込みは・・
ＦＡＸ
７７－５４３７

（赤祖父）
５/２９地域まちづくりフォーラム ６/２ 甲西橋開通記念式典

私と座談会をしませんか？小グループ歓迎
いたします！どこにでも出張いたしますよ
連絡先
Fax
ｐ.ｓ

湖南市 宝来坂 ３丁目７－２０
７７－５４３７ 赤祖父後援会事務所

ホームページを早くたちあげたい私です！

６/６奥村展三議員活動３０年 ７/４美しくなった宮ヶ谷線
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