組織内検討資料

湖南市議会議員

赤祖父ゆみ

１２月議会報告書
N0.４２

２０１４年

：

１月

https://www.facebook.com/gerberanokai

新春のお喜び申し上げます！
２０１４年がスタートしました。
和やかなお正月をお迎えの事とお喜び申し上げます。昨年
10 月の市議会議員選挙におきましては、市民のみなさまの
大きな負託を受け、当選させていただくことができました。
これからも、その責任の重さをひしひしと感じながら、初
心忘れることなく、コツコツと真面目に、邁進してまいり
ます。まずは、この報告書はこれからも休むことなく発行
して参りたいと思っていますので、引き続きご支援をよろ
しくお願いいたします。
今年は午年です。主人は馬関係の仕事をしていますが、馬の目は本当にやさしく、飼い主の恩
を決して忘れない動物だそうです。私は 10 年間、福祉・教育の分野の委員会に所属してきまし
たが、湖南市には、生活支援を必要とされる方々が、本当に多くおられる事を知りました。景気
が回復してきたと世間は言いますが、いまだ安定した職業に就けない若者や自分に自信が持てな
い若者がいます。また、少子高齢化は急激にすすんできます。合併による有益な起債期間も終ろ
うとする今、湖南市の財政運営は、今後ますます重要となってきています。本当に生活が厳しい
方々に支援ができる政治の実現に向けて、歳入を増やす施策提案や、施策の選択、集中を決定し
ていかなくてはならない時期がきています。9 月に襲来した台風 18 号は湖南市に甚大な被害を
もたらしました。市民の皆さんが土砂をあげたり土嚢を積んだりと自主的に協力頂けた事、本当
にありがたく思いました。今回の経験を無駄にすることなく、防災計画の見直しや、県や国の制
度、法律の課題について意見をしていきます。自分の事だけでなく、周りの人たちへの思いやり、
心配りが出来るまちづくりの実現に向けて努力していきたいと思います。ＪＲ3 駅の早期バリア
フリー化の実現に向けて、今期は産業経済常任委員長として仕事をしていきます。
思った事は即実行をモットーに、本年も湖南市を駆け回りたいと思います。
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１１月議会臨時議会
新会派！！議会改革ネットワーク
会派代表として、頑張ります。

○

産業経済常任委員会委員長

１２月議会定例議会
「特定秘密保護法案」の慎重な対応を
求める意見書を提出！！
特定秘密保護法案が昨年 12 月に成立し
ましたが、現在地方議会では、撤廃を求め
る意見書 41 議会、抜本的な見直しや慎重
な運用を求めた意見書は 68 議会から意見
書が国へ提出されています。
私たち、市議会としても意見書を提出す
べきと考え、各会派調整を行い、反対する
議員もありましたが、賛成多数で、可決さ
れ提出する運びとなりました。原子力災害
時の的確な情報公開など、制限が成されて
は、市民は大変不安が募ります。説明責任
を果たし、「国民の知る権利」が脅かされ
てはならないと私は思います。

産業経済常任委員会

○

議会運営委員会委員

○ 湖南市水道事業会計補正予算（第 2 号）
減額補正について、雨山配水池事業の機
械・前期設備工事時期の変更によるもの。
国からの委託金が減っているのは、東日本
震災以降 3 年連続の 30％の減額になって
おり、被災地を優先としたものです。要望
の高い三雲畑区、妙感寺区の布設工事は国
に追加要望しています。
台風 18 号による被害現場の調査

針東寺線
（美松苑付近）

○

広報委員会委員
12 月中旬開通

雨山公園
（山腹崩壊）

○

甲賀広域行政組合議員
・・となりました。
精一杯頑張ってまいります！！

精一杯せ

県補助金で対応
湖南市も大きな被害を受けました。今後は抜本
的な工事が必要と考えます。
県や国に、引き続き要望していきます。
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ウンメール、NHK のデータ放送情報な
どを配信したところですが、今後にお
いても情報発信手段や情報収集手段を
検討していきます。

ＪＲ３駅の整備状況について調査

JR 三雲駅
自由通路および北側駅前広場の都市計
画決定を行い、橋上駅舎として進めて行
保育園、幼稚園の施設整備について
きます。実施設計の後、2 年で工事にかか
り、平成 29 年、供用開始予定
JR 甲西駅
問 暑さ対策について
今年度実施設計を行っており、平成 25 答 現在、保育園では 3 歳以上児について
年 8 月 21 日、覚書の締結をかわした。
は扇風機対応、幼稚園については、保
現在、建設審査会の手続きを進めていま
育室、遊戯室は扇風機による対応とな
す。自由通路、改札外のエレベーターは
っています。昨今の夏の異常気象で 40
市が負担。
度を超えるところも出てきている事か
JR 石部駅
ら、小中学校を含めた今後の対応を検
3 回目のマネージメント協議会を終え、
討していきたい。
まちづくり構想の実現も見据えながら、
出来るところから着手していく方向。石 問 来年度は保育園児４８名増えます。現
部駅南側の安全対策も合わせて考える。
在、待機児童を出さない理由で、年度
当初に保育園児を受け入れても、保育
士が不足したままのスタートとなって
一般質問
いるのが現状です。保育士のメンタル
面も大変心配です。命を守る現場での
台風 18 号被害による被害対策と
環境整備が喫緊の課題。方針を変える
危機管理体制について！
ことも必要ではないですか。
問 石部中学校裏山の土砂流入災害につ
答 保育士の確保が大きな課題。今後、
「子
いて、今後の 2 次災害予防施策は
ども子育て新制度」の中で、施設整備
答 雨山公園の土砂崩れは、本復旧とし
や将来構想について検討していきます
て、災害関連緊急治山事業で治山堰
保育士の確保については、人事課と連
堤の堆積土砂を取り除くなど国へ要
携し継続して努力します。
望し、今年度の補正予算で対応する
うう
JR 石部駅のバリアフリー化について
よう進めています。石部中学校敷地
内の樹木の伐採についても、必要な
１
箇所について整備します。
問 バリアフリー化を要望する声は、大変
多く、糸賀一雄生誕の地として知られ、
問 緊急時における初動体制の反省点、
授産施設も多い事からニーズの高い駅
また、各課連携したプロジェクトチ
となっています。9 月には要望書が提
ームの立ち上げが必要ではないか。
出をされました。今後の見通しは
答 主に危機管理局、建設経済部、上下 答 今年度よりさらに「石部駅周辺地域マ
水道課で、多くの市民の皆さんから
ネジメント協議会」を新たに設置し具
の要望や問い合わせ電話対応に追わ
体的な範囲や工程、事業主体を検討し
れ現場対応や情報収集に手が回らな
ています。バリアフリー化については
かった。各課役割分担をして、市役
最優先的整備事項と位置付け、駅舎の
所が一体となって取り組む初動対応
みならず、駅前広場等の周辺整備と併
体制を構築したところです。現在計
せて機能強化を図っていきます。菩提
画中のマニュアルの中に、新しく盛
寺方面からのアクセス道路の検討や自
り込んでいきます。
転車駐輪施設、送迎車待機スペースな
ど、さまざまな視点から総合的に検討
問 防災行政無線が聞こえなかった点は
します。まずは用地確保に必要な保障
調査を実施していきます。
答 エリアメール、緊急速報メール、タ
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長寿寺の駐車場内のトイレの水洗化を！

９月

問

29 日
1日
4日
5日
6日
10 日
13 日
14 日
17 日
19 日
20～27 日
11 月 2 日
5日
月
8日
10～11 日
15 日
17 日
18 日
23 日
27 日
29～19 日
12 月 30 日
1日
月
4日
8日
26 日
28～30 日

湖南三山は大変美しく、賑わいをみせ
ています。おもてなしの心で、お客様 10 月
を迎えるためにも、長寿寺の玄関先で 月
ある駐車場内のトイレを水洗化にす
べきと考えますが見解を伺います。
答 社会体育施設として付随したトイレ
ですが、観光客もご利用いただいてい
ることから、水洗化については必要と
考えます。

甲賀広域行政組合議会
今期は甲賀広域行政組合議員を初めて
させて頂きます。ゴミやし尿、また消防に
ついて甲賀市と連携した取り組みを考え
ていきます。主婦としてごみ行政について
は大変興味深いものがあります。消防につ
いては、毎年年末警戒でお会いしており、
昨今の異常気象から、いつでも初動態勢が
とれる地域と連携したシステム構築が求
められてきています。アナログからデジタ
ルへ、時代の流れに沿いながら、しっかり
と意見しチェックしていきたいと思いま
す。

私が議員になるきっかけとなったのも、通学
路で一人の女の子が亡くなった事によるもの
でした。福祉教育常任委員長の時、通学路危険
箇所要望に対する関係各課の横の連携や、トー
タルチェックして見えるものとして、台帳を残
し、次の役員に繋げる事をやかましく言わせて
頂いてきました。しかし、残念ながら未だ改善
されない箇所があります。
現在、保護者からの要望もあり、昨年末から
石部駅前の横断歩道で、毎日朝 7 時から 8 時ま
で歩行者の誘導活動をしています。今では自動
車も歩行者も譲り合いの気持ちが芽生え大変
嬉しく思っています。

また声をおかけ下さいね・・

10/12

カーニバル・クリーンキャンペーン
滋賀県、国土交通省へ要望活動
JR 西日本に要望活動
幼稚園・保育園運動会
柑子袋ゆめまつり
瑞浪市議会との交流会
青少年指導支援の会スィーパー活動
東寺ミニ集会
宝来坂ミニ集会
石部宿まつり
湖南市市会議員選挙
湖南市文化祭参加
会派代表者会議
臨時議会
山中慎介選手Ｖ５防衛戦 in 国技館
湖南市小中合同発表会
ソフトバレーボール大会挨拶
甲賀広域行政組合議会
青少年育成大会
野洲・竜王・湖南調整協議会
12 月定例議会
湖南三山婦人会にて手伝い
湖南市マラソン大会
街かどケアネット学習会参加
国際協会クリスマス会
ニュースポーツ＆漫才大会参加
年末警戒激励

11/23

一麦寮

田村祭

11/26～通学路横断誘導活動

12/1

山中慎介

Ⅴ５

12/27

1/1
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石部南小学校運動会

もみじあざみ門松作り

朝起き 元朝式

