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１月

謹賀新年

昨年は、皆々様には、公私にわ
たり何かとお世話になりました事
心から感謝いたします。
２０１６年、新しい年がはじまり
ました。今年も自分に与えられたこの仕事を
真摯に受け止め、絶えず市民目線で解決に向
け、邁進していく覚悟です。
今年のお正月は暖かかったですね。地球温暖
化が進んでいるのを感じずにはいられません。自然環境の変化がみられていますが、日本の人口
構造も刻々と変化しています。その状況に応じ、どうすれば克服できるのかを考え、市政運営も
進めなくてはならない状況となってきました。全国的にも人口減少問題、少子高齢化問題があげ
られ、特に東京一極集中問題が深刻さを増しています。東京の高齢単身世帯の増、介護施設も足
らないことから、国は地方創生にのりだしました。湖南市の人口ビジョンは、このまま進むと、
２０６０年には約２万人の人口が減少する見込みです。この数を押し上げ約８０００人減らす目
標の「地方版総合戦略」を打ち出した所です。どの市町も同じ課題を抱え、そこから如何に克服
して、地域を魅力あるものに、元気にさせていくかは、そのまちの市政にかかっています。今ま
での政策にとらわれることなく、頭を柔軟にした発想の転換での政策が求められてきています。
そのためには、ファシリテ―ターとなる人材の育成が最も重要です。今議会に湖南市の１０年先
を見据えた「湖南市総合計画」が提出されました。「わかもん委員会」での若い人達の夢の構想
がつまった計画となっています。これからのまちづくりが鍵となります。
今年は「申」年。真っ直ぐ伸びて体を成すことを示すのだそうです。私も今年１年、新しい事
にチァレンジしながら、実り多き年となりますよう努力してまいります。市民の皆さんのご意見
を聞き、今後もその方向性を見出していく努力をし続けて行きたいと考えています。そのために
は、常に身近な存在でありたいと思っています。議会報告書・ホームページやフェイスブックで
情報を発信し、情報を共有していければと思います。みなさんと共に考え、創り上げていく「き
らめき湖南市政」に、一歩踏み出し、参画いただければありがたいです。皆様にとりまして、幸
多き良き年となりますように、ご祈念申しあげ、新年のご挨拶とさせていただきます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
赤祖父ゆみ
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予算決算常任委員会

産業経済常任委員会報告

11 月の所属委員会が新しくなり、決算常
任委員会から予算常任委員会に変わりま
した。
湖南市一般会計補正予算（第 6 号）
☆ 三雲駅周辺整備事業
国からの社会資本整備総合交付金 900
万円減額等、事業費も落ちているが、
一般財源が減額になっていない理由と
して、今後も交付金の見通しが不透明
なこともあり、多額の一般財源が必要
とならないよう、計画的な執行目指し
て、4000 万円余りをつぎ込んだため。
☆ 農業振興等拠点施設整備事業
市民産業交流促進施設が地域再生戦略
交付金の対象として採択される見込み
であることから、関係機関との協議や
アドバイザーからのノウハウを受ける
ための費用を補正計上。
☆ 道路維持補修事業
当初予算では 4000 万円。毎年この時期
に補正対応されていることについて質
疑をし、財政的に考慮されたことによ
る。
・・・など

上下水道事業の統合と公営企業法の適用へ！

下水道普及率は 97％と集中的に投資を行
い、多額の市債を抱える事となっています。
今後とも安定した事業運営を継続していく
ために、経営健全性や計画性・透明性の向
上を図るためにも、地方公営企業法の適用
を開始します。また、上下水道を統合する
事によって、会計システムの共有化、事業
相互の人員の共有化などメリットが生まれ
ます。
市民産業交流促進施設整備の概要

いじめ問題対策連絡協議会条例の制定！

いじめ防止対策法では地方公共団体が
いじめ問題対策連絡協議会を置くことが
でき、また、いじめの重大事態の事実関係
を明確にするための調査、また、第三者委
員会を設置するための条例です。調査の仕
方や現状を聞き出すことで大切であると
思う事について質疑し、日頃から教職員が
真摯に子どもと向き合う姿勢が重要で、信
頼関係があれば、いじめが重大事態にまで
進んでしまわない。
「授業改善の取り組み」
を進めており、この取り組みから、児童等
の居場所つくり、社会的な絆をつくること
を目指し、いじめを防止できる学校風土づ
くり、現状を正直に話すことのできる集団
をつくっていくものであるとの回答でし
た。この条例が、教職員１人１人に周知、
理解され、学校全体で取り組む姿勢が求め
られていると私は思います。

地域再生戦略交付金
予算額 3 億 7500 万円に対して 1 億 7000 万
円交付。
今後の計画
平成 28 年秋頃、市民産業交流促進施設オープン
平成 29 年度、体験農園オープン

効果
○産物の販売額増加○農業振興の実現
○産品の消費拡大○地域経済の活性化
第二次湖南市総合計画策定！
総務常任委員会との連合審査にて、時間を
かけ慎重に審議しました。平成 28 年～平成
37 年の 10 カ年計画が策定され承認されま
した。平成 26 年度から総合計画審議会を開
催し、策定業務を進めていたものです。
わかもん委員会での意見
環境への関心が高い。公共交通機関や身近
な生活空間の質の向上、企業誘致などの地
域産業活性化、高齢者の生きがい支援、介
護予防の推進、幼児期を含めた学校教育の
内容や施設の充実、行政サービスの削減も
やむを得ない・・などの声がありました。
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一般質問 少子高齢化と人口減少問題

国では、まち・ひと・しごと創生本
部が発足し、来年度の地域創生関連
予算は事業費ベースで約 2 兆円と言
われています。湖南市が国に予算要
望して、特に力を入れて進めて行く
施策は。
答 本市の人口減少局面の最も大きな原
因は、転出超過にあります。特に若
い女性の転出がめだっています。大
学生が卒業後、本市に戻って就職で
きるよう、就職を希望する優秀な企
業、女性の働きやすい事業所の誘致
や育成が必要で、そのためには、ま
ちの魅力アップに繋げていかなくて
はならない。6 次産業化による収益
性の向上、観光資源の開発をはじめ
として、現在市が進めている、内陸
型国際物流ターミナルと道の駅を併
設する市民産業交流施設による産業
の融合が地域創生の要となると考え
ています。

答

施設面においては、平松こども園に続い
て、来年度は下田保育園を認定子ども園
に改築すべく設計作業を進めています。
働く場としての環境については、保育園
では、毎年の入園申し込みを受けて、検
討会を開き、保育士加配の必要性に応じ
て配置をしていますが、今年度より 1
歳、2 歳、については１：５の配置が可
能な人件費を確保していますが、慢性的
な保育士不足の中、現在は 1：5.5 の配
置となっています。小規模保育所の開設
や、病児保育所の開設に向けて準備を進
めています。

問
答

職員や市民の人材育成について
湖南市では現在、人材育成基本方針に基
づき取り組んできました。めざす職員像
は、市民とともに歩む、実行力のある職
員。熱意と向上心、強い使命感を持った
職員の育成に取り組みます。地域のリー
ダー育成は大変重要な課題であるが、そ
の重要性を真に理解していただくこと
は容易なことではない。持続可能な地域
づくりのためには、一定の報酬が得られ
るコミュニティビジネス化に取り組む
事も必要ではないかと考えます。

問

問

子ども達が地元に就職するためには
市内企業の情報を大学や市民に周知
する事が必要です。U ターンの促
進・支援について
答 地域ニーズに対応した高等教育機関
の機能が地方では十分ではない。こ
のことを踏まえ、地方大学等におい
て地域とのつながりを深め、地域産
業を担う人材育成など地方課題の解
決に貢献する取り組みを促進する必
要がある。また、地方公共団体と大
学等との連携を強化し、さらに、学
校を核として、学校と地域が連携・
協働し地域資源を用いた教育活動を
進めながら、地域に愛着や誇りを持
つ人材育成を進める事が、地域力強
化に繋がると考えます。
問

湖南市の合計特殊出生率を 2030 年
には 1.80 人、2040 年には 2.07 人ま
での増加を見込んでいます。目標達
成するための具体策は。働き方を含
めた保育現場の環境改善策は。

第三次行政改革大綱策定にあたって

問

第二次行政改革大綱での懸案事項とし
て、外郭団体の見直しがあげられていま
す。文化、体育の振興は、容易に人と人
を繋げ、市民憲章にも謳われています。
市が主体となって、国からの補助金を取
るなど、政策としてマネジメントしてい
く改革が必要と考えますが、見解を伺い
ます。
答 文化にしても体育にしてもその範囲は
広く関わる市民も広いなか、マネジメン
トすることは、なかなか容易なことでは
ありません。文化協会やさまざまなサー
クル、体育協会や競技団体など、市民を
主体にしながら連携し、市民ニーズに応
えられる文化、体育の振興を図っていき
たい。
納得して進めて行く事が一番重要で、そのた
めには、市民に皆さんに評価いただき改善を
重ねて行く事が求められていると思います。
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活動報告！
10 月

10 月 13 日～14 日
議会運営委員会研修
（島県小松島市、兵庫
県加西市）
議員間討議
ペーパーレスの導入調査

11 月 21 日
奥村展三 旭日重光章
記念祝賀会に参加しま
した。長い歴史をひし
ひしと感じました。

10 月 24 日リレーフォーライフ

11 月 5 日 甲西高校文化祭

10 日
11 日
15 日
17 日
11 月 4 日
18 日
議会改革ネットワーク
20 日
平成 28 年度要望書を提
24 日
出しました。道路や河
25 日
川、福祉、教育関係な
26 日
ど要望させて頂きまし
28 日
た。
11 月 2 日
3日
4日
6日
8日
12 月 21 日～22 日
地域防災組織リーダー
10 日
研修会に宝来坂ふるさ
11 日
と防災副隊長として参
加しました。実際に消
12～13 日
火活動もしました
16 日
17 日
19 日
20 日
24 日
25 日
11 月 1 日 湖南市文化祭
27 日
27～16 日
28 日
29 日
30 日
12 月
6日
11 月 9 日スマイルプロジェクト
13 日
23 日
26 日
28～30 日
1日
1月

11 月 15 日 かふか音楽祭

11 月 22 日 ふれあい広場

11 月 23 日みちくさコンパス

12 月 13 日ガーベラ会忘年会

12 月 24 日 やまなみ工房

12 月 27 日もみじあざみ門松づくり

石部南小学校運動会
琵琶湖保全再生法勉強会
栗東トレセン文化祭
石部宿まつり・民主党パーティー
柑子袋ゆめまつり
災害ボランティア養成講座
劇団こなんヒストリア「椿の実」
石部南学区ふれあい祭り＆ふれあいフェスティバル

会派代表者会議
全員協議会・さくら教室
コナン市民共同発電所会議
ボランティアセンターまつり
臨時議会
連合滋賀第 14 回定期総会
こにゃん元気市場・菩提寺センターまつり

全国競馬労働組合定期大会
産業経済常任委員会
JIAM トップマネージメントセミナー
スマートエネルギーシステム構想検討委員会

災害ボランティア養成講座
在宅看取り推進セミナー
湖南三山めぐり
広域行政組合議会臨時議会
ローカルマニフェスト推進地方議員連盟
第 4 回経済政策研究会 with 徳永ひさし氏
12 月定例議会（20 日間）
空中音庭コンサート
青少年育成大会
国際協会運営委員会
甲西吹奏楽団定期演奏会
青少年指導支援の会・宝来坂もちつき
第 1 回 石部高校吹奏楽部定期演奏会
カトレアもちつき・宝来坂年末警戒
湖南市消防団 年末警戒激励
元朝式

追伸・・・
お正月、3 日～5 日まで実家高槻市
に帰り、父と湖南市の美味しいお酒
を酌み交わし、母と映画を観て有意
義な時間を過ごしました。「母と暮
らせば」を観ましたが、大切な息子
を長崎の原爆で亡くた母親がその
後を追うと言った悲しい映画でし
た。大切な人の命が奪われるような
戦争を二度と起こしてはならない
とあらためて感じました。
３/18 甲西駅バリアフリー完成 ３/30 甲賀広域行政組合議会
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