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祝・３期目当選！！
季節はすっかり秋となりました。
コスモスの花が風に揺れ、キンモクセイの花
の香りを運んでくれます。そのような中、
湖南市長選挙が終わりました。大変厳しい
選挙でした。私は２期８年、共に歩んできた
現職の谷畑英吾市長を応援しました。私は、
石部町選出の議員でもあり、町では「石部は何もしてもらっていない・・」といった声をよく耳
にしましたが、果たして本当に出来ていないのでしょうか・・合併に至った経緯やまた合併後進
めてきた施策についての真実が、市民の皆さんに十分伝わっていなかった事を改めて感じました。
私は個人演説会の弁士として、また、街宣時スポットでも声をはりあげて訴えてきた事が次の点
です。
・水道の漏水が多く、老朽化している水道管の交換を、詳細管路図がない中、順次行っている。
・石部南小学校、石部中学校の耐震をいち早く進め、その借金は合併特例債で支払われている。
・水道工事後の道路整備がなされてない箇所の舗装整備。
・市営住宅の屋根はブルーシートのところがあり、市営住宅の整備を行った。
・柿が沢公園の整備
・石部学童の新設と石部南学童の増設
石部駅については、甲西地区はすでに計画があったため早くに進みましたが、石部では計画が
ありませんでした。現在協議会が立ちあがり検討中です。市長とＪＲ西日本京都支社長が同い年
と言う事で話が弾み、石部駅の錆びついた階段についても見に来て下さるそうです。民間が所有
する駅ですので、市から要望は絶えず行っていますが、これからは私も障がい者施設の皆さんと
連携して要望書や署名活動も考えていきたいと思っています。また、石部小学校建設については、
協議会も終了し、進入路のご協力もいただいて平成２６年度の完成をめざして現在進んでいます。
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また合併した事で地域密着の介護施設も整備され、平成２５年４月１日災害病院としての位置
づけで、公立甲賀病院も新しく開院されます。集中治療室も設けられたすばらしい病院です。
今は街の中で争っている場合ではありません。地域間競争が厳しくなっている今、「どういう
手立てで湖南市として生き残っていくか、発展していくか」が大きな課題です。
西庁舎が廃止されるとか、石部図書館を廃止するとか、間違った情報が行き交った選挙でした。
今回の教訓をふまえ各地で勉強会を開催したいと思います。またご意見をお聞かせ下さい。
谷畑市長との強い絆ができました。市民のみなさんと協力し、支え合って、「きらめく湖南市」
をつくっていきたいと思います。
ご協力の程、よろしくお願いします！！

赤祖父

ゆみ

税の根幹である市民税は前年度より 1200
万円増加し未収額も 4000 万円減となりまし
た。関係者の努力の積み重ねによる成果だ
と思います。今後も引き続き税の公平性の
観点からも更なる強化体制を望みました。
賛成多数で可決しました。

９月定例議会
地域自然エネルギー
基本条例制定！

国民健康保険特別会計決算の認定
今年 7 月から固定価格買い取り制度がスタ
ートし、自然エネルギーの大幅な推進が全国
的に広がっています。自然エネルギーの積極
的な活用で地域経済の活性化を図る条例が今
議会、湖南市で可決されました。
‘全国初‘の注目される条例です。

平成 23 年度国民健康保険総加入率は前年
度より 82 人減の約 12500 人で湖南市全体の
約 25％に値します。歳入歳出差引額 7500
万円の黒字会計となりました。その要因と
しましては・・・
①保険給付費の伸び率が平成 21・22 年度
は対前年比 5％台以上であったのが、平
平成 24 年度一般会計補正予算
成 23 年度は 2.9％と少なかったこと
②税率改定の
2 年目で収納率も向上した
十禅寺２号線道路新設事業・・9780 万円
③歳入で国・県からの支出金に助けられ
かつてからの懸案事項であった、石部小学
たこと
校耐震工事に伴う大型車両進入道路の新設
費用です。念願である学校の耐震工事がい があげられます。健康施策については、国
保連合会のレセプトをより細かくするなど
よいよ始まります。
の改善を求め、賛成多数で可決しました。
平成 23 年度一般会計決算の認定

国民健康保険診療所特別会計決算の認定

こなんマルシェの経営状況や、平成 26 年度
開業を目的として開発される大型ショッピン
グセンターについての質疑、また、コミュニ
ティーバスの経営状況や生活保護費支給事業
について質問しました。今後の事業評価の方
法について課題があると感じています。
全体的には、平成 25 年～26 年頃起債償還は
ピークを迎えますが、今年度、基金積み増し
がされ、全体の基金残高は約 39 億円と最も大
きく、先を見据えたものとなっています。
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夏見診療所、岩根診療所、労働衛生セン
ター、石部医療センターの会計です。歳入
歳出差引額 1380 万円が残り、次年度に繰り
越しました。石部医療センターについては
診療体制の変更や院外薬局にしたことなど
により、約 1000 万円の経営改善がみられ、
他会計からの繰入金約 7000 万円はあります
が、このまま地域の病院として継続の方向
で強く要望し全員賛成で可決しました。

介護保険特別会計決算の認定

一般質問

前 年 度 対 比 と し て 歳 入 12.3 ％ 、 歳 出
11.2％の大きな増額予算となりました。これ
につきましては、税改正によるもの、また、
地域密着の施設整備費の増、それに伴う給付
費の増です。湖南市は他市と比べ現在は比較
的若い市ですが、8 年後には甲賀市や全国平
均を大きく抜き 25％を超えて来ます。その
準備を今のうちからしていかなくてはなり
ません。病気にならない予防施策を重点課題
として、地域で支える医療との連携した地域
包括ケアシステムの強化が望まれるところ
です。賛成多数で可決しました。
福祉教育常任委員会報告！！
○ いじめ問題について
いじめはどこにでも存在するもの。
ただ単に罰則規定を設けるだけではな
く、なぜいじめをしたのか！といった
子どもの背景まで知り、とことん関わ
る事が大切で、被害者の命を守る事を
第１に考えて、学校だけでなく、専門
的な立場の方にも応援を求めていくべ
き・・といった議論となりました。
最終的には家庭教育が重要。湖南市
独自に作成された「いじめ対策マニュ
アル」の活用に大いに期待します。

新・教育長に聞く！湖南市のビジョン！
問
答

湖南市の印象は？目指すところは？
特別支援教育や、外国人児童支援「さ
くら教室」、地域が支える学校支援本部
事業など、関係するすべての方々の熱
意に感銘を受けました。教育・文化・
スポーツの充実発展のため力を尽くし
たい。

問

通学路の安全を確保するため、担当部
局が連携した推進組織の必要性につい
ての見解は。
答 国においても文部科学省、国土交通
省、警察省が連携して対応策を検討し
ています。湖南市も必要と考え、合理
的かつ速やかに対応できるよう推進組
織については前向きに取り組みたい。
議会改革！行政改革！
問

○ 通学路の危険個所について
平成 23 年度湖南市内ＰＴＡからの
危険個所要望書について説明を受け
ました。詳しくは私のホームページを
ご覧ください。私が兼ねてから取り組
んできた懸案事項の「宮ヶ谷線の歩道
確保」につきましては、地権者と市、
関係区との折り合いが付かず、最終的
には裁判となってしまいました。危険
な状況は依然変わりない現状に歯が
ゆい気持ちでいっぱいです。今後の対
応についても、新しく設置する「通学
路に関する推進協議会」の中で検討し
ていきます。諦める事無く、委員会で
も最善を尽くしたいと思っています。
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二元代表制を担う議会の役割は、チェ
ック機能だけでなく、政策立案能力が
求められてきています。
「誰のために何
の目的で仕事をするのか！」について
は執行部側も議員側も同じです。調査
研究のための議会図書室の充実、レフ
ァレンス機能が必要と考えますが。
答 資料の調査能力を高めるためにも図
書館司書の配置も含め、今後議長と十
分議論していきます。
問

湖南市総合計画後期計画が策定され、
現在その計画にそって市政が進められ
ています。ＰＤＣＡは十分機能してい
ますか？行政マネジメントシステムの
進捗状況をお聞きします。また総合計
画の策定義務付けが廃止されました
が、湖南市の総合計画に対する考え方
は？
答 事業仕分けや事務事業評価の取り組
みにおいて分析、評価を行っています。
運営指針である総合計画は「きらめき
湖南を創るためには必要である」と考
えています。

７月

「赤祖父ゆみ」を囲んで
勉強会！質問会！忘年会！！

10 日

今年も残り少なくなってきました。一年
を振り返り、皆様から忌憚のないご意見を
お聞きできれば・・と思い忘年会を企画し
ました。市政報告会も兼ねながら今年一年
の労をねぎらいましょう。
皆さんにお会い出来るのを楽しみにし
ています。（*^_^*）
日時：１２月２６日（水）７：００～
場所：

やまりゅう弐ノ丸新館

会費：

６５００円

12～13 日
19 日
20 日
21 日
22 日
24 日
26 日
27 日
29 日
31 日
8月 1日
2～3 日
7日

送迎バスがあります。
カラオケもありますよ～!(^^)!

18 日
20 日

申し込み：ホームページ・メール・FAX
たくさんの皆様のお越しをお待ちしています！
（*^_^*）

第２回

議会報告会！

予算に引き続き決算の報告を中心に開
催させていただきます。質問時間も設けま
す。また今回のテーマとしてコミュニティ
ーバスを取り上げました。今後もよりわか
りやすい報告会にしていくべく、試行錯誤
を繰り返しています。皆様のご意見をお聞
きかせ下さい。開催日時は下記のとおりで
す。

23 日
25 日
26 日
9月
1
1日
3～20 日
8日
9日
16 日
17 日
22 日
23 日
24 日
10 月 29 日
4・5 日
7～14 日

原水爆禁止自治体要請行動
議会報告会（石部まちづくりセンター）
福祉教育常任委員会研修 in 柏市
さくら教室修了式参加
滋賀県議長会議員研修 in 近江八幡
連合議員団研修会（山口教授）
手をつなぐ親の会総会
タウンミーティング傍聴（中央）
モラロジー研修会
滋賀県地方六団体合同研修会
しが生活者支援ネットワークシンポジウム

栗東湖南広域行政協議会
自治体トップマネジメントセミナー
ＪＩＡＭ第２回自治体議員研修
野洲・湖南・竜王総合調整会議
こにゃん良し研究会参加
宮の森夏祭り
福祉教育常任委員会調査
民主党行政との意見交換会
柑子袋夏祭り参加
ソフトシニア開会式
宝来坂夏祭り参加
自然エネルギーは地域のもの研修
９月定例議会
石部・日枝・甲西中学校運動会
ジュニアバンドバーベキュー参加
宝来坂区敬老会
善水寺心のコンサート
阿星保育園運動会
一歩を踏み出す男の介護研修会
公立甲賀病院定例会
びわ湖クリーンキャンペーン
介護保険推進全国サミット in 東近江
湖南市長選挙応援

１１月５日（月） 午後７時～９時
石部南まちづくりセンター
１１月６日（火） 午後７時～９時
下田まちづくりセンター

8/4

湖南市夏祭り

8/11～12 南学区防災訓練

１１月１３日（火）午後７時～９時
柑子袋まちづくりセンター
１１月１４日（水）午後７時～９時
岩根まちづくりセンター

9/1 下田区お月見コンサート
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9/15 石部南小学校運動会

