湖南市議会議員

赤祖父ゆみ

６月議会報告書
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２０１６年
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今年も、暑い夏がやってきました。
皆さん、お変わりありませんか。
日頃から、赤祖父ゆみ議員活動にお
きまして、温かいご支援ご鞭撻をいただいていま
す事、心から感謝申し上げます。１７日間、激戦
が繰り広げられた第２３回参議院選挙も幕を閉じ
ました。私は憲法９条を守り、戦争という悲惨な
過去の過ちを二度と繰り返してはならない。すべ
ての国民が安心して暮らせる平和な社会を次の世代に繋ぐ大人の責任からも、「林久美子」候補
を精一杯応援しましたが、残念ながら思いは叶いませんでした。現代の最大の問題点は人口減少
にあります。団塊ジュニア世代が高齢になった時に支える子どもたちが産まれていないことが最
大の問題です。２０年後までにそのシステムを構築しなくてはならない重要な分岐点に直面して
います。湖南市もこれから超高齢化が進む中、介護士が不足しています。国は法律を変え、予防
重視といった政策に着手しようとしていますが、人材がない中、どうやって支えて行くのか。経
済を立て直すためには、労働賃金をあげ、安心してお金を使える社会にしていかなくてはならな
いと思います。しかし、今ある年金もリスクの高い株式に投資され、約１０兆円から消えてなく
なりました。株式で儲けている企業から中小企業や市民にはその果実は落ちてきません。これ以
上格差が広がるような政治には「ＮＯ 」です。若い世代の雇用の安定を図り、経済的にも結婚
が出来る所得の向上や、安心して子どもを産み育てられる社会制度の構築が重要です。
与党は改憲できる３分の２議席を獲得した今、憲法改正については、基本的人権も含めてしっか
りとした議論を強く望むところです。子どもの貧困が進み、奨学金を抱えて借金に追われている
若者を救う施策をどうか進めてほしいと願います。
今回、選挙のために議会報告書の発行がいつもより遅れてしまったこと、心からお詫び申しあげ
ます。これからも市民の方々の意見にしっかり耳を傾けて、時代にあった施策の実現をめざし、
政策提案してまいります。初心忘れることなく、何事にも一生懸命取り組んでいきます。
どうか皆様の力もお貸しください。一人で出来ない事は、みんなと力合わせれば出来るんだと信
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じています。
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赤祖父裕美

一般会計補正予算（第３号）
☆ 福祉医療助成制度事業
乳幼児医療の県制度が変更になり、こ
れまで市が負担してきた 2 分の 1 が補
助されることとなりました。その額は
919 万１千円。補助分は第２子、第３
子の保育料の軽減に使われる予定で、
県主導での滋賀県下の乳幼児医療助成
は統一すべきといった考え方に一歩前
進したと言えます。
☆ 庁舎維持管理経費
熊本の大地震からも、庁舎耐震の重要
性が浮き彫りとなりました。庁舎整備
計画検討委員会の委員報酬８名分が予
算措置されました。
第三次湖南市行政改革大綱実施計画で
示され、今年度に庁舎周辺整備計画を
策定し、平成 30 年に庁舎建設工事に着
手する予定としています。

産業経済常任委員会
☆ 湖南市手数料徴収条例の一部改正
甲賀広域行政組合衛生センターの廃棄物
処分手数料が本年 10 月に改正されるこ
とに伴う改正で、事業系一般廃棄物処分
手数料を「90 円」から「110 円」に、家
庭系廃棄物可燃ごみとプラスチック類ご
み袋の「25 円以内」、粗大ごみ手数料の
「2000 円以内」を細分化しました。これ
によって、人件費や維持経費の軽減を目
的とします。焼却炉の大型不燃物の混入
防止策、事業系一般廃棄物の減量化につ
いて質疑しました。
教育長！全員賛成で再任決定！
任期満了に伴い、谷口茂雄教育長再任の人事
案件が提出され、選挙の結果、全員賛成で再
任の決定がなされました。益々の活躍を期待
する所です。
庁舎整備特別委員会

介護保険特別会計補正予算（第 3 号）
☆ 徘徊高齢者家族支援サービス事業
行方不明高齢者に GPS 発信機を持っ
てもらい、早期に探したいとするもの
で、要綱に基づいて申請し、7000 円の
費用負担で 20 人分です。
甲西中学校改築工事、落札業者が決定！
建築工事・・奥田・伊藤建設工事共同体
約 18 億 5400 万円
電気工事・・美松電気株式会社
約 1 億 8200 万円
機械設備・・草津整備株式会社
約 2 億 6500 万円
念願でありました、甲西中学校の改築がよ
うやく始まります。大変嬉しい事です。
石部医師住宅、社会福祉推進事業に！
障がい児（者）の相談事業の拡充の場とし
て、特定非営利法人 NPO ワイワイあぼし
クラブに無償譲渡されます。
国の補助の規定から用途変更が可能にな
ったことによるものです。
医師確保のため医師住宅 1 棟は残してお
きます

設置します！！

東庁舎及び周辺の建物は旧耐震基準のもの
も多く、今後起こりうるかもしれない大地震
に備えなくてはなりません。
東庁舎・・築 37 年
防災拠点としての機能不足
西庁舎・・築 38 年
12 月頃までに基本計画を策定していきま
す。議会も特別委員会を設け、それぞれの議
員活動の中で意見集約し、特別委員会の中で
議論していきます。
6/29 甲賀広域行政組合議会報告
水槽付消防ポンプ自動車を２台購入しまし
た。古いものから更新しています。石部、信
楽に配置されます。約 4600 万円
/
6 月 18 日滋賀県消防
学校で開催されたレ
スキュー大会でみご
と障害突破 A チーム
が 1 位で東近畿地区
大会にコマを進めま
した。優勝めざして、
努力あるのみ！
応援しています！
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子どもたちを守るそのしくみについて

一般質問
問
男女共同参画社会をめざして！
問

男女雇用機会均等法・育児・介護休
業法など法律が定められています
が、湖南市の状況についてお聞きし
ます。
答 男性職員も女性職員同様に育児休
業、育児短時間勤務、部分休業が取
得できます。実績としては育児休業
制度を利用した男性職員は平成 27
年度はいませんが今年度は部分休業
制度を利用している職員が 1 名いま
す。特別休暇については平成 27 年度
は対象となる職員 7 人中 6 人が利用
しました。
問 イクボス宣言の取り組みとねらいは
答 取り組みとしては、子育て、介護と
*
調和を図る部下を応援する。地域コ
ミュニティに積極的に参画する部下
を応援する。各種休暇の取得しやす
い職場環境をつくる。業務の効率化
や共有化、会議の短縮化をすすめる。
自ら与えられた責務を果たし仕事の
成果をあげる。
目的は、私生活が充実すれば仕事に
も打ち込める。ワークライフバラン
スを応援し、幹部職員意識を変えた
い
私の思い

市民意識調査からも、家事や育児、介護
の男性参画意識は低く、女性に負担が集
中していると言う結果がでています。男
女問わずお互いが思いやり、家事の分担
も当たり前といった価値観が生まれては
じめて女性が仕事に出ることができると
思います。今後あたらしい男女共同参画
アクションプランが策定されますが、単
に計画に終わらないで成果に繋がるよう
期待します。また、残業する職員が多い
わけですが、仕事量の調整と、担当部と
して、声を掛け合い助け合うチームワー
ク力を発揮してほしいと思います。女性
活躍推進法も策定されました。法に則っ
て数値目標については市 HP にて公表願
えればと思います。

通学路の危険箇所について福祉教育常
任委員会で平成 25 年に、今までの経緯
が一目でわかる台帳（通学路危険箇所対
応状況一覧）を作成し次の PTA 役員に
バトンとして渡していこうといったこ
とを提案していましたが、どうなってい
ますか。平成 26 年度から国からの補助
が通学路に対し出るようになりました。
「湖南市通学路交通安全プログラム」に
沿って事業が進められ「通学路危険個所
対策一覧」となりましたが、以前のもの
との精査はしていますか。
答 平成 27 年度において平成 26 年度と平
成 27 年度要望の２カ年度をまとめて各
学校に報告させていただいています。ま
た移行した際も２つのデータを突き合
わせたものを学校に渡しています。
問

不審者情報ですがメールでの伝達はス
クールガードさんには伝わっていない
ようです。他の手段が必要ではないです
か。
答 学校や地域コーディネーターなど学校
関係者を通じてスピーディーな情報提
供を行っていきたい。
私の思い

実際に動いて下さる役員さんやボランティ
アの皆さんと情報が共有し合えているかが
重要だと思っています。今後も調査します。
地域経済活性化について
「市民産業交流促進施設」の進め方について
提案をさせていただきました。
過疎村を救ったスーパー公務員「高野誠鮮」
氏の講義を受けて感じた事から・・
１、
「今だけ」
「ここだけ」
「これだけ」
・・で
安売りはしない
２、失敗をおそれない。発信の仕方が大切
３、経験者が計画をつくる。民間の力の起用
４、人が喜んでもらえるもの。健康良い、自
然栽培が注目点
女性が販売にあたるのならば、女性の意見を
入れて、若者や女性のやる気を引き出し、ビ
ジネスチャンスに繋がる新しいビジネスに
期待します。視野を広げるため、スーパーア
ドバイザーに「高野氏」を推薦しました。
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市民と議会の
まちづくりトーク（議会報告会）

8日
9日
10 日
13～14 日
5 月 13 日 菩提寺
5 月 14 日 水戸
16 日
18 日
25 日
27 日
30 日
5 月 20 日 夏見会館
5 月 21 日 石部
5月 6日
8日
9日
11 日
12 日
14 日
たくさんの方にお越しいただきました。
15 日
いただいた貴重なご意見は、出来るだけ市政に
16 日
反映できますように、議会として取り組んでま
17 日
いります。アンケートの集約につきましては、
21 日
議会 HP をご覧ください。
22 日
23 日
活動報告！
24 日
25 日
26 日
27 日
28 日
４月６日 阿星保育園入園式
４月２３日 谷康彦叙勲受章
29 日
31 日
6月
1～2 日
3日
4日
5日
４月２９日連合滋賀メーデー
５月１日 石部祭り
6日
8日
10～28 日
10 日
12 日
22～9
日
5 月 3 日 宝来坂春まつり
5 月 13 日委員会踏査水道施設
7月 3日
7～8 日
9日
13 日
15 日
5 月 15 日 防災避難訓練
5 月 18 日 KIA さくら教室
16 日
17 日

5 月 22 日長谷川＆大友イベント

４月

７月１日 林久美子選挙活動
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石部南小学校・石部中学校入学式
宝寿会・さくら祭り
ポンプ操法結団式
連合滋賀議員団会議石川県研修
こすもすの会勇さんとのトークショー
議会報告会実行委員会
予算常任委員会
滋賀県危機管理センター視察
南米 BBQ 参加
菩提寺子ども園視察
スィーパーバス研修
石部南まちづくり協議会交通安全部会議
全員協議会
野洲・湖南・竜王総合調整協議会研修
滋賀ちふれんリーダー研修会
浜矩子講演会参加
石部南小学校サークル研修会
公職選挙法等研修会
経営勉強会 in ロイヤルオーク
もみじあざみ運動会
軍師ネットワークキックオフ研修会
特養みやのもり事業運営推進会議
議会改革推進特別委員会
国際協会運営委員会・女性の会定例会
連合滋賀議員団会議
地域まちづくりフォーラム
野洲川親水公園魅力プロジェクト参加
観光協会総会・ふれあい広場会議
石部中学校図書ボランティア
消防救助技術指導会・林久美子決起集会
石部小学校運動会・タウンミーティング
国際協会総会＆ワールドフェスタこなん
議会報告会実行委員会
経営者モーニングセミナー
6 月議会定例会（19 日間）
臨時嘱託職員第 7 回定期大会
支援の会・湖南市バレーボール大会
参議院議員選挙林久美子応援
立石川及び市道端清掃活動
JIAM トップマネジメントセミナー
宝寿会・そうめん流し
議会運営委員会オブザーバー出席
石部小学校地区懇談会参加
滋賀ちふれん元気セミナー
第 10 回 ソフトバレーボール大会

大変暑い日が続きます。お身体ご自愛ください。
すべての市民の皆さんが平和に暮らしていけます
ように・・
これからも、前を向いて頑張っていきます。

