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暑中お見舞い申し上げます！
毎日、暑い日が続きますね・・・
日頃、赤祖父裕美の活動に際しまして御支援ご鞭撻
を賜りまして、お陰さまで、元気に活動をさせてい
ただいております事に心より感謝申し上げます。
この報告書も参議院選挙活動のため若干発行が
遅れました事、お詫び申し上げます。今回の選挙は
民主党のまとまりの無さに厳しいご批判を頂いた
ものとして謙虚に受け止めさせて頂いております。しかしながら公的年金の抜本的な見直しや、
暮らしを守る施策を重要とした考え方は間違っていないと思っていますし、候補者についても素
晴らしい方で、力ある政治家を落としてしまったなと悔やまれてなりません。選挙活動の中で、
私も精一杯有権者の方に訴えましたが、残念な結果となりました事をお詫び申し上げます。これ
も時代の流れ。その中でわたしの進む方向もしっかりと見極め直していく必要があるでしょう。
ますます私を取り巻く情勢は厳しいものとなりますが、誰のための政治なのか？をしっかりと持
ちながら、今、自分に出来る事を精一杯進めて行こうと気持ちをあらたに致しました。
６月議会では重要な議案がいくつか提案されました。議員報酬の見直し議案や国からの指導に
よる職員の給与の引き下げ議案などです。議員報酬については、議員年金もなくなり、支給金額
２８万円、内手取りが２３万円、滋賀県でも下から２番目の低い報酬となっています。国民年金
や国民健康保険料を引きますと２０万円を切り、議員力向上のための研修会に出席すれば出費は
かなり嵩みます。この条件整備を少しでも改善して若い意欲のある方々に１０月の選挙に多く出
馬していただきたいと思いましたが、それも反対議員が多く否決をされてしまいました。
私は、選挙にて市民の付託を受けて湖南市の市政を預かる身としては、報酬を上げて議員がそ
れに見合った仕事をすればいいことで、それだけの重要な仕事をさせていただいているものだと
自負しています。議員定数も削減すべきと私は主張してきましたが、それも叶いませんでした。
詳細は議会動画、議事録をご覧いただければと思います。
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赤祖父ゆみ

６月定例議会

福祉教育常任委員会報告！

議案４９号
議員報酬値上げ議案が否決に！
この議案は５月の臨時議会で市長が法に
請願 1 件、条例 7 件、特別会計 5 件
則り、市民の代表の意見を聞く場として、
報酬審議会を開催し議員報酬を３５万円に
値上する旨の諮問を行い、それで良しとし
た答申を受けて議会に提出された議案で
す。継続審査としたことから議会活性化委
員会で４回にわたり議論しました。私も委
員の一人で委員会では再三、公聴会を開き
報酬審議会の委員の意見を参考にすべきと
主張しましたが聞き入れてもらえず、結局
委員会で否決、本会議でも「議会がすでに
その審議を次期の議員に委ねた決定をして
いた」との理由で否決されそれを不服とし
て市長は再議を申し立てましたが、最終新
政会以外は反対に回り、否決となりました。
私は、４年を待つことなく、この１０月の
選挙に間に合わせ改革を進めるべきといっ
た主張をしてきましたが、残念です。討論
もしています。また議会ホームページでご
覧ください。
議案５９号
国から要請された地方
公務員給与カットの条例を否決！
この議案は、国の臨時特例法の規定に基
請願 1 件、条例 7 件、特別会計 5 件
づく国家公務員の給与減額支給措置を踏ま
え、地方公務員の給与を本年７月から平成
２６年３月までの間、支給減額率を乗じた
額を減額することを定めた議案です。国か
らの要請に応じない時のペナルティーは不
透明です。私は、地方の自主性を軽んじた
国のやり方には大いに抗議すべきと考えま
すが、市民の暮らしの維持を思う時、地方
交付税の削減は本市にとって大変厳しく、
組合の交渉でも妥結得られた事もあり、賛
成をしました。しかし、議会としては否決
となり、今後の国の対応が心配されます。
市はこの件について６月２８日、給与値下
げの専決処分がなされ、今後、議会での承
認がネックとなります。

意見書第１号
「医療的ケアが必要な児童生徒の
通学保障を求める意見書」
意見書第２号
「介護保険料の負担軽減を求める意
見書」
第１号につきましては、委員会で実際に
三雲養護学校に出向き、通学児童の保護者
のお話や実態の把握をさせて頂きました。
その思いは切実で、ぎりぎりの生活の中、
通学されている事がよくわかりました。
全員賛成で採択されました。県や国に対し
て意見書を提出し訴えてまいります。
請願第４号
年金 2.5％の削減中止を求める請願
2000 年～2002 年に全国消費者物価指数
がマイナスとなったにもかかわらず、年金
額を特例的に据え置いたことにより現在、
2.5％高い水準で給付されており、その分を
3 年間かけて解消するという法律が改正さ
れ、段階的に 2.5％引き下げようとするも
のです。提案者からは、高齢者の介護保険
の引き上げや医療費負担割合の増加など
ぎりぎりの生活を強いられている旨の説
明がありました。社会保障制度はすでに破
綻をしています。抜本的改革が急がれてい
ます。3 党合意で昨年衆議院選挙前に決定
された法律で、今後若者の負担ばかりが増
えるのではなく、すべての国民の社会保障
をどうしていくのか？国に求めていきた
いと思います。
現段階でのこの請願には、反対をさせて
頂きました。本会議でも不採択でした。

-2-

問

一般質問
体育と文化の振興について！
問

一昨年、スポーツ基本法が制定され
ました。湖南市でも新しい審議会が
設置され進められています。国で、
まさにスポーツ・青少年局や文化庁
の仕事を歴任されて来られた浅原
教育長に湖南市が目指すスポーツ
行政、意義や効果についてお聞きし
ます。

答

スポーツには心身の健康保持や人と人、
地域と地域との交流を促進し地域に一体
感をもたらす効果があります。すべての
皆さんが、日常的にスポーツに親しみ、
スポーツを楽しみ、スポーツを支える活
動に参画することのできる機会を確保す
ることが自治体が推進するスポーツ振興
の基本になるものと考えます。

問

答

問

答

答

総合体育館の休日の利用につい
て、午前 8 時 45 分から午後 4 時 45
分までとなっています。日曜日は
試合が入る事も多く、利用者から
使用時間延長の声を聞いていま
す。また付属備品の使用料金も体
育館使用料金に含めてはどうかと
いった声を聞いていますが？

問

今後は利用者の実態を把握して検討し
ていきたいと思います。備品使用料は、
体育館使用料金とは別で徴収することが
公平性であると考えます。

文化の振興について、甲西吹奏楽団、
甲西ジュニアバンド、甲西高校吹奏
楽部、各小中学校吹奏楽部と素晴ら
しい繋がりが生まれています。湖南
市として守り育てる施策は
湖南市の吹奏楽の活躍は市内だけで
なく、県・全国においても評価されてお
り、湖南市の素晴らしい特色の一つと思
っています。自立した運営を目指しなが
ら、小学生から大人まで続けて活動でき
る流れを大切にし、出来る限り支援して
まいります。

文化体育振興事業団は 4 月 1 日から
公益財団法人となりました。文化・体
育の振興に今後、どのように変わって
いきますか？
法律の中で「公益目的事業」として認めら
れるのは「学術、技芸、慈善その他の利益
に関する事業で、不特定かつ多数の者の利
益の増進に寄与するもの」とされていま
す。市民の文化意識の向上と健康増進を図
るため、事業を展開していきます。

多重債務対策について！
１
我が国の経済状況は、まだまだ厳
しいものがあります。生活困窮者
はこの 10 年間で 100 万人の増加が
ありました。湖南市も同様、厳し
い状況が続いています。平成 25 年
度の予算で国は新たな生活困窮者
支援制度の構築に向けてセーフテ
ィー支援対策事業補助金、約 30 億
円が見込まれています。横断的な
各課連携住民相談体制が不可欠と
考えますが、今後の取り組みにつ
いてお聞きします。

答

新しい「自立支援事業」を行うためには、
まずマンパワーが必要となるため、専門職
員を募集し、野洲市のように直営で行うか
NPO などへ委託方式など今後研究して湖
南市にあったものにしていきたい。

問

給食センター跡地利用として、福祉
事務所を設置すべきと考えますが、
見解を伺います。

答

今後は職員による検討会を立ち上げ、庁舎
周辺の施設整備基本計画の中で、ご指摘い
ただいたことも検討に加えていきたい。
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4月

子ども・子育て支援新制度シンポジウム

7 月 19 日、大阪のドーンセンターにて、
子ども・子育ての湖南市の取り組みが紹介
されました。先進的な取り組みであると分
科会会場でも褒めて頂き嬉しく思いまし
た。これからニーズ調査の後、計画がつく
られていきます。
第 54 回

地方自治経営学会 in 東京

5 月 21 日～22 日、毎年楽しみにしてい
る地方自治経営学会に参加してきました。
議会改革について、学び、湖南市の現状に
ついて質問もしました。議会全体のスキル
アップが求められると竹下譲先生に教授
頂きました。片山善博講師が急遽変更にな
り、大変残念でした。
ガーベラ会

23 日
5月 1日
9日
15 日
16 日
17 日
18 日
20 日
25 日
26 日
6月 6日
7～26 日
9日
20 日
21 日
22 日
23 日
24 日
25 日
27 日
28 日
7月 1日
4～20 日
5日
6日
7日
14 日
15 日
17 日
19 日
20 日
21 日
24 日
25～26 日

野洲市役所研修
石部祭り
野洲・湖南・竜王調整協議会研修会
議会報告会 in 石部
福祉教育常任委員会
議会活性化特別委員会
山下秀文氏文部科学大臣表彰祝賀会
連合滋賀ネットワーク会議
きらめき DEY
もみじあざみ運動会・オウム真理教抗議集会

朝起き会
6 月議会定例会
国際協会総会＆ワールドフレンド
議会報告会実行委員会
石部南小学校ふれあい音楽会
生活困窮者自立支援法シンポジウム
高齢者グループホーム慰問
甲賀病院組合議会
景観計画地区説明会
D１グランプリ運営会議
石部駅立ち
石部中学校草刈り
徳永ひさし選挙活動
あすぱるフレンド選定委員会
みんなの日
河川清掃
ソフトバレーボール選手権大会
ミュージックカフェ
さくら教室音楽指導
子ども・子育て支援新制度シンポジウム

下田祭り花火ナイアガラ
下田泥りんピック
連合滋賀政策制度要求討論集会
福祉教育常任委員会研修 in 瑞浪・いなべ

女子会を開催します。

日時：７月２７日（土）
１２：００～
場所：くらしカフェ
参加費：１０００円（食事＆ケーキ代）

4/27 山中慎介Ⅴ３祝賀会

5/3

宝来坂春祭り

皆さんとざっくばらんにお話しをする会を
企画致しました。今後も開催を予定します。そ
の模様は、ホームページ、フェイスブック、で
お知らせします。楽しみです。
紹介者

報告書を送付致しま～す！

5/12 スイーパー活動 10 周年
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7/11 石部南小中庭コンサート

