組織内検討資料

赤祖父ゆみ

紫陽花の花が終わり、ハスの花が見頃を迎える
頃となりました。
日々の議員活動に対しまして、御支援、御鞭撻
いただいています事に、重ねて感謝申し上げます。
６月議会は２０日をもって閉会いたしました。
今議会は、新聞にも私の記事が２回掲載されるな
ど、大変な議会となりました。傍聴の方々もたく
さんお見えいただき、有難く思っています。
また、何といっても待ちに待った教育長の人事案件が提出され、可決されました。文部科学省
から就任され、浅原寛子氏（33）に決定しました。地方自治体の教育情勢に大変関心をお持ちと
の事で、新しい風を吹かせていただけるものと楽しみにしています。また御一緒に教育現場を支
えて参りたいと思います。
その他に、原子力発電所の再稼働に反対する請願に対する対応、通学路の安全についてです。
通学路については、国からの通達もあり、湖南市の現状と課題について福祉教育常任委員会を開
き、現状をお聞きし、最終的には、要望書として委員会から市に提出させていただきました。こ
の問題については、今後も引き続き調査していきたいと考えています。その報告は私のホームペ
ージ
で掲載していきますので、ご覧ください。
原子力再稼働についての請願は大変悩みました。私は一般質問でもいたしましたが、「再生エ
ネルギーが地域の物」。化石燃料に比重をかけ過ぎてきた日本ですが、エコ対策を強化して、燃
費のいい車、効率のいい電化製品、LED へ変更するなど、エコ対策を強化するとともに、この７
月から再生エネルギーの買い取り制度が法改正されました。市民共同発電所を市民主体で設置し、
自然エネルギーを地域の財源に変えていくシステム構築が急がれていると思っています。市長も
その理念条例を近々発表されると私の質問の中で答弁されました。私は、まだ再生エネルギーが
充分でない現在においては、最善の安全確認をした上での原子力発電の稼働はいたしかたな
い・・と討論しました。この地球環境を守るために、地産地消エネルギー施策に御協力を是非お
願いいたします。
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６月定例議会

原子力の再稼動請願
議会基本条例制定
運転停止中の原子力発電所の再稼動を反
対する請願書が提出されました。政府は国
市民に開かれた議会、身近で信頼される の責任において１６日、関西電力大飯原発
議会づくりをめざし、市民の負託に応えて ３，４号機の再稼動を正式に決定しました。
いくため、議員活動の基盤となる条例を制 国も県も認めているのに、原子力のこの夏
定しました。
の再稼動に反対する請願を出してもどうす
この条例を制定するにあたり、「議会改 る事も出来ません。また、湖南市は電力需
革特別委員会」を平成２２年に立ちあげ、 要の７割が産業用で占めており、この夏の
３つの小委員会に分かれ熱心に検討し議 節電目標の１５％は、家庭用だけの節電で
論し合いました。また私の所属する第１分 は限界があります。
科会では、自由討議、一問一答、反問権や
再生可能エネルギーで対応出来ない間は
通年議会をはじめ、会議規則、先例事例集、 最大限安全対策を講じた上での大飯原発の
傍聴規則や会派規程も合わせて見直しを 再稼動はやむをえない。動かす事が危ない
行ったところです。最終６月１８日で１６ のではなく、原発の存在自体が危ない・・
回の議論を重ね、次へ続く新しい市議会運 との討論をし、この請願には反対しました。
営のため、合併してはじめての見直しとな
りました。５月には湖南市議会主催の議会
報告会が開催されたところです。
今後はますます開かれた議会、市民の代
通学路の安全要望書
表である事を改めて自覚しつつ、市民との
対話の場を大切に職務を全うしていきた
いと思っています。
京都府亀岡市で登校中に児童や保護者が
多数亡くなった痛ましい事故を受け、文部
国から女性教育長
科学省では通学路の合同点検を実施するよ
う道路管理者や教育委員会に要請しまし
た。５月の議会報告会の中でも通学路の安
待望の教育委員会委員の選任議案が提 全についての質問を出された事もあり、福
出され、今回は無事に１人の議員以外は賛 祉教育常任委員会では、現在の湖南市での
成で可決されました。キャリアをお持ちの 取り組み状況を調査しました。通学路は教
女性です。地方自治体の教育に大変関心が 育部が担当しますが、委員長として、建設
おありとのことです。大いに期待します。 部、市民環境部にも出席要請し、多くの職
員と議論し合いました。私の印象では、各
平成 24 年度一般会計補正予算
課、横の連携を持ちながら情報を共有して
給食センター運営費・・600 万円
議論する事は、まだまだこれからといった
去る５月１０日に発生したフライヤー 印象を持ちましたが、この問題はこれから
火災の修繕や応急措置に対する費用。
も継続して調査、研究していきます。議会
企画調整推進経費・・・1571 万 4000 円
最終日の２０日に当委員会から「通学路の
地域おこし協力隊として、地域力の推進 安全対策について」の要望書を谷畑市長、
強化を図るため、都市部の人材を積極的 高田教育長職務代理者に提出をしたところ
に誘致する事業。経費はすべて特別交付 です。通学路の安全について「推進協議会
税で措置されます。６人分の予算措置。 を立ち上げ」を要望事項にあげています。
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一般質問

子どもを守り育てる施策について
問

超高齢化社会を迎えるにあたり、子ど
もは国の宝です。しかし経済基盤が低
く、
「子どもを持つのはとても無理」と
この夏、電気が足らないと報道され、大
いった家庭が多く、また未婚化やパラ
きな社会問題となっています。燃費のい
サイトシングルも増加しています。女
い車にかえる、効率のいい電機製品、LED
性も生きがいを感じて「仕事を続けた
に取りかえる、断熱材をいいものにして
い」といった女性が増え、
「結婚しなく
いく・・など化石燃料に頼らない社会に
ても幸せ」といった女性も増えてきま
国は方向転換すべき時がきました。湖南
した。そんな中、この世に生を受け、
市のエコ対策についてお聞きします。
産まれてきた子ども達は宝であり、子
緑のカーテンの取り組み、普及運動や、
どもの命を守る子育て応援施策は重要
広報「こなん」で７月に夏の節電につい
だと考えます。湖南市の取り組みにつ
て周知、啓発していきます。
いてお聞きします。
答 今年度新たな事業施策として、「平松
これ以上原子力廃棄物を増やさないた
保育園新築工事事業」、産後の子育てに
めにも、いつかは原子力発電、核兵器の
不安をもつ家庭に、
「ホームヘルパー事
ない世界をつくっていかなくてはなら
業」を行い、昨年４月からは「こんに
ないと考えます。我が国の再生可能エネ
ちは赤ちゃん事業」を実施して、全て
ルギーの自給率はわずか４％で、そのた
のケースについて保健担当と児童福祉
めにも自然エネルギーへの転換は喫緊
担当の保健師が「赤ちゃん訪問会議」
の課題だと思います。その具体策は。
の中で協議しています。
昨年取り組みました「緑の分権改革」で、
「市民共同発電所プロジェクト」を立ち 問 家庭児童相談室の職員体制が昨年よ
上げました。今年度は、「こにゃん支え
り実質２名減となっています。虐待相
合いプロジェクト推進協議会を一般社
談も多く、複雑となっている中、正規
団法人として立ち上げ、自然エネルギー
職員を採用して、組織強化が急務と考
を生み出す市民共同発電所の設置を考
えますが。
えています。
答 欠員の相談員の資格を、社会福祉の資
湖南市のエコ対策について

問

答

問

答

問

７月１日より「再生可能エネルギーの固
定価格買い取り制度」がスタートされま
す。デンマークの風車の８０％が住民所
有で市民が出資し、地産地消でエネルギ
ーを生み出しています。市民を巻き込み
参画し助け合うような意識改革をどの
ようにして進められますか。
答 「自然エネルギーは地域のもの」として、
地域に売電収入が落ちるしくみをつく
っていきたい。学習会を開くなど、地域
と一緒に気運が高まるように進めたい
と思っています。
その理念条例として、近々発表できる
よう準備を進めています。地域通貨など
福祉施設を中心に資源が回る政策的枠
組みを現在考えているところです。
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格から社会福祉主事資格と少し緩めて
現在募集中で、引き続き人員確保に努
めます。正規職員については、国会で
も「子ども子育て支援システム」の制
度について審議されており、状況を見
極めながら、慎重に判断して参ります
石部公共サービス、経営状況質疑

毎年６月議会で、大きな外郭団体の経営
状況の報告があり、それに対する質疑が認
められます。私は、石部公共サービスが毎
年赤字会計になっている点について、半分
以上の株を所有している湖南市として株主
総会での意見や今後の運営動向をお聞きし
ました。市民の税金も多く投入されていま
す。事業収益をあげる事が果たして今の状
況で可能なのか？大変心配をしています。

４月

ガーベラ会主催

楽しかった、日帰りバス旅行

晴天に恵まれて、参加者の皆様の温かい
心遣いで、本当に身も心も癒されて帰って
参りました。
サントリー山崎工場では、ウイスキーが
美味しくて（*^_^*）、とてもいい香りでし
た。湯の花温泉では、お湯も食事も良く御
機嫌でした。
参加して頂きました皆様、本当にありが
とうございました。皆さんが心の支えです
今後ともよろしくお願いいたします

はじめての議会報告会
４つの中学校区で、３月議会の報告会を
開催しました。議員がすべて運営から設営
まで準備をし、常任委員長が説明書類を作
成し、５人ずつが地域に分かれ発表しまし
た。パワーポイントを用いながらの説明し
少し長いとお叱りも受けましたが、初めて
にしては良く出来たのではないかと思いま
す。質問も多数頂き、現在回答の準備を進
めています。
御指摘を多数いただきました。日々努力
しながら、より分かり易い報告会にしてい
けたら・・と思います。
湖南市の新しいまちづくりについて、皆
さんも是非興味を持って頂き、参画してい
ただけたら嬉しいです。
次回は決算報告会となります。多数の市
民の方々の参加をお待ちしています。

17～18 日
20 日
22 日
23～24 日
26 日
27 日
29 日
５月
1日
5日
7日
8～9 日
10 日
12 日
14 日
15 日
16～17 日
18 日
20 日
22 日
23 日
26 日
28 日
31 日
1～20
日
６月
3日
5日
10 日
16 日
25 日
27 日
29 日
７月 30 日
5日
5～6 日
7～8 日
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連合議員団自然エネルギー研修
福祉教育常任委員会調査
石部南まちづくり協議会総会
ＪＩＡＭ条例制定研修
議会報告会実行委員会
議会改革第１分科会
連合滋賀第４区統一メーデー
石部祭り
ミュージックカフェ運営
関西圏政治研究会
地方自治体フォーラム（民主党）
議会報告会 in 菩提寺
民主党第４区総支部
議会改革第１分科会
連合滋賀幹事会
地方自治経営学会 in 東京
議会報告会 in サンヒルズ甲西
子どもドッチボール大会
新甲賀病院視察及び意見交換会
福祉教育常任委員会調査
子ども・子育て新システム学習会
全国競馬駒崎委員長退任式
議会特別委員会
定例議会
再生可能エネルギー地域フォーラム
災害ボランティア講座参加
宝来坂グランドゴルフ大会参加
第２回議会事務局シンポジウム
福祉教育常任委員会視察
さくら教室ボランティア
南小学校ふれあい音楽会
里山のおくりもの（今森光彦氏）
臨時議会
ＪＩＡＭ自治体決算を考える研修
チョウチョの会８周年学習会

宝来坂春まつり

6/2 うちなる国際化フォーラム
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5/27 もみじあざみ運動会

7/1

河川清掃と草刈り

