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今年は多かった雪も解け、あたり一面に桜の花
が咲き誇る季節となりました。出会いがあり、別
れがあり、生きていることの有難さを改めて感じ
ています。みなさんは、どのような出来事があり
ましたでしょうか。我が家の次男もこの４月に社会人１年生となり、家を離れ上京することとな
りました。嬉しいことではありますが、どことなく寂しさを感じています。親としては、社会の
一員としての仕事が全うできるよう願うばかりです。
３月議会定例会も終わり、今は、議会広報委員として議会だよりの作成に取り組んでいます。
また、地域の保育園、幼稚園、小中学校の卒業式や入学式に出席をさせていただいています。今
定例議会では、平成２６年度当初予算が可決され、一般会計２１４億３５００万円（対前年度当
初比＋７億９５００万円）３．９％の増額予算となりました。今年度予算として、学校給食セン
ター施設整備事業約１億円、火葬場施設整備事業約５億円、新菩提寺まちづくりセンター整備事
業約４億円、石部小学校施設整備事業約２０億円、そしてＪＲ３駅周辺整備事業の一部約４億円
が予算計上されています。必要としているハード事業が一度に重なったことも要因の一つとなっ
ています。今後の課題としては、少子・高齢化現象が進み、社会保障費の増加が見込まれます。
また、社会基盤施設の計画的な維持修繕や公共施設の耐震化が必要となっています。地方交付税
は、平成２７年度から平成３１年まで、合併特例措置として段階的に縮減される見込みとなって
おり、今後、公会計システムを導入しながら、コンビニでの証明の発行や、まちづくり協議会の
指定管理委託、施設の利用コストなどを折り込んだ施設白書を取りまとめ、公共施設の維持管理
計画など、行政サービスの向上をめざした行政改革を進めていかなくてはなりません。
子育て、介護、防災、福祉など、まちづくり協議会を中心に、まず自分に何ができるのか？
行政、議会、市民の意識改革に向けて、引き続き邁進していきたいと思います。

人と人が繋がって助け合える、そんなやさしいまちづくりをめざして・・

赤祖父 ゆみ
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労働者保護ルール改正反対を
求める意見書提出！

３月議会定例会
新しく、予算常任委員会を設置！
今、定例議会から、より深く、また予算
の全体を見て、審議できるよう、審査方法
を変更しました。以前は予算決算常任委員
会として、全員で審査をしていたものを、
予算常任委員会、決算常任委員会と半分に
分かれての審査となりました。特別会計も
含め、予算に係る議案すべてが予算常任委
員会に付託されます。私は決算常任委員会
に属す事となりました。
地域まちづくり協議会条例！
修正案を可決！
７つのまちづくり協議会が誕生し、地域
の課題解決や地域福祉の企画・立案に取り
組んでいただいていますが、条例化されて
いませんでした。組織の位置付けを明確に
して、円滑に継続して活動し、また活性化
していくための条例です。私も賛成をし、
今後を期待しています。
地方消費税（地方消費税交付金）
増収分の使い道
消費税引き上げに伴い、地方消費税交付
金も昨年より１億円アップの５億７２００
万円。社会福祉・社会保険及び保健衛生に
関する施策に充てられるための交付金です
○ 保育対策等促進事業補助金（施設整備補
助金等）・・・・８０８４万円
念願である保育園のさまざまな要望をい
ただいていている箇所の修理がなされま
す。
○ 産婦健診助成費（県内初）
・・・１８３万５０００円
○ 特定不妊治療助成費・・２２５万円
○ 配食サービス事業委託
・・１９２万円５０００円
○寝たきり老人等介護激励金、敬老・100
歳祝金・・・８７４万円
○ 身心障がい者福祉タクシー運賃助成費
・・・１７０万８０００円
他

わが国の働く者のうち約９割が雇用関
係の下で働く「雇用社会」です。バブル崩
壊後、非正規雇用へのシフトが進んでいま
す。賃金切り下げとともに、所得の二極化
が進んでいます。これ以上非正規労働者を
増やさないためにも、労働者保護ルールの
改正に強く反対する意見書です。議会改革
ネットワークが中心となって、各会派に賛
同を求め、９対７といった僅差で採択され
ました。よかったです。

産業経済常任委員会報告
○ 湖南市営住宅条例の一部を改正する
条例の制定
配偶者暴力防止法が改正されたことに
伴い、交際相手からの暴力の被害者も配偶
者からの暴力の被害者と同様に単身入居
要件を緩和した内容です。
全員賛成で可決
台風１８号災害復旧工事の早急な対応
県・国へ要望！！
２月５日の委員会で「適切な河川の管理
を県へ要望」することに決定し、２月１０
日、委員会を代表して県へ要望してきまし
た。流域政策局長、河川・港湾室長と面談
をし、浚渫した土砂の排出場があるなしに
関わらず、県の適正な管理は当然なこと。
補正予算で組み込んで出来るだけ早い対
応に心がけたいとのお話を受けました。少
し安堵しましたが、引き続きチェックして
いきます。
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代表質問
今回、議会改革ネットワークの代表質問を
いたしました。議員になって初めてでした。

施政方針について
安部内閣の原発を活用する基本姿勢
について
福島の原子力事故の原因や対策が未だ
進まず、避難生活が長期化してきていま
す。エネルギー施策は国が決めていくべ
きことではあるが、しっかりとした国民
的議論をしたうえで進めるべきことであ
る。政権に関係なく、憲法の中に謳うこ
とも視野に入れなくてはならない時期に
きているのではないかと思います。湖南
市としては、エネルギーがどこからきて
いるのかをはじめ、自然エネルギー施策
を進め、その中で地域での支え合いのま
ちづくりをめざしていきます。
福祉施策の充実のための歳入確保策
について
より必要な施策を選択しながら、
「湖南
市の宝」あるもの探しを、まちづくり協
議会を中心に進めて行きます。また、岩
根地先に大型商業ゾーンとして、イオン
タウン株式会社による大規模商業施設の
設置を計画しています。地域貢献に関す
る協定の締結を進めていく予定です。

のは、先に進めて行く必要があると考えま
す。
子育て支援施策は重要施策！
保育士の確保は
子ども子育て未来会議の中で、ニーズ調
査の結果をまとめながら、今後の支援計画
を進めています。保育士の確保については、
一旦保育の仕事から離れた方への研修プロ
グラムを見据えながら取り組んでいきたい
教育方針について
芸術・文化・体育の振興について
教育長の見解を伺います
文化芸術は、人々が真にゆとりと潤いを
実感できる心豊かな生活を実現していく上
で不可欠なものであると同時に、個人とし
ての、また様々なコミュニティの構成員と
しての誇りやアイデンティティを形成す
る、地域住民の心のよりどころになるもの
です。
「湖南市スポーツ推進計画」を策定し、
スポーツ施策の充実を図っていきたい。
さまざまな問題を抱える
児童生徒への対応について
さまざまな問題を抱える児童生徒の困難
さは年々深刻化を増していると受け止めて
います。今年度は教育委員会事務局に社会
福祉士を正規職員で配置し、専門的な知識
や経験を生かして対応にあたってもらうこ
とで、問題を速やかに解決に導きたいと考
えています。
通学路の安全対策についての
しくみづくりについて

石部駅バリアフリー化はいつ？安全
な周辺整備は分けて考えるべきでは
現在石部駅周辺地域マネジメント協議
会においてＪＲ西日本と整備に向けた具
体的な協議を進めています。財政的なこ
とから、その時期は三雲駅周辺整備が終
わりしだい、石部駅にとりかかっていき
たい。駅周辺の安全対策は、緊急的なも

通学路につきましては、各 PTA からの要
望を事務局で受け付け、関係課に回答を依
頼し、取りまとめたものを各 PTA に回答し
ています。平成２４年度から通学路に関す
る担当者会議（生活環境課、土木建設課、
学校教育課、生涯学習課）を実施し台帳を
作成しています。各単位 PTA での周知徹底
をしていきます。
滋賀県において、県内の小学校区毎に通
学路アドバイザーが配置され、次年度以降
には通学路点検についても予定をされてい
るようですので、そうした制度も活用しな
がら、検討していきたい。
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１月

甲賀広域行政組合議会
歳入
両市からの負担金は歳入合計額の８４％
にあたる２７億１７００万円
歳出
衛生関係・・平成７年４月稼働から２０年
となるごみ処理施設において、３箇年計画
で行っている白煙防止用空気予熱器改修
工事の最終年として５６３０万円
消防関係・・消防車両の整備として、はし
ご付消防自動車のオーバーホール費用２
８００万円、高規格救急自動車の購入費用
２６７０万円
課題としては、財政状況を見据えなが
ら、湖南中央消防署の建て替えを考えてい
かなくてはならない。
市民と議会の
まちづくりトーク（議会報告会）
湖南市議会主催、３月定例会の報告会＆懇
談会を下記にて開催いたします。是非とも
お誘い合わせのうえ多数お越しください。
５月１０日（土）19：00
センタ
ー

５月１１日（日）13：30

柑子袋まちづくりセンター

石部南まちづくりセンター

５月１７日（土）19：00

５月１８日（日）13：30

下田まちづくりセンター

岩根まちづくりセンター

編集後記

全国競馬旗開き・連合滋賀新春の集い

教職員組合新春の集い
議会事務局シンポジウム
三日月大造氏年賀会
さくら教室、石部南小学校サークル活動

議会運営委員会・連合滋賀第 4 区
D１グランプリ滋賀大会
産業経済常任委員会・議員研修会
JIAM 防災と議員研修会
湖南市駅伝
人権教育研究会
火葬場竣工式
総務常任委員会傍聴
産業経済常任委員会
三雲幼稚園音楽リズム発表会
県要請書提出
竹内酒造蔵見学・東海道いしべ宿寄席

「北方領土の日」県民のつどい
福祉教育常任委員会傍聴
林和子氏叙勲受賞記念祝賀会
栗東・湖南広域行政協議会
3 月議会定例
防災フォーラム
早春コンサート
石部中学校卒業式
石部南小学校卒業式
甲賀広域行政組合議会

1/8 産業経済懇話会

新年度がはじまりましたね。健康管理には特
に気をつけています。毎朝の散歩が日課でした
が、最近は、横断歩道での誘導をしていますの
で歩けていません。
愛犬のチェリーも
少々運動不足(>_<)
これが悩みの種です。
皆さんも野菜をたく
さん食べて、運動に
心がけてくださいね
(^^)/~~~
№42 号にて、糸賀一雄生誕の地はゆかりの地
の誤りです。訂正してお詫び申し上げます。

8日
11 日
12 日
13 日
15 日
17 日
18 日
21 日
23～24 日
26 日
1日
3日
4日
2月
5日
7日
10 日
11 日
13 日
21 日
22 日
23 日
27～25 日
2日
9日
3 月 11 日
19 日
27 日

2/6 防災被災地研修 in 宇治

2/16
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ふれあい広場

1/12

2/15

3/8

消防出初め式

石部中学校人権フェス

国際女性デイ

