
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖南市議会議員 

赤祖父ゆみ 
 

 

                                      

                                                                  

               
  初春のお慶びを 
        申し上げます  
  昨年秋の湖南市議会議員選挙にお

きまして、１７８６票という多くの票をいただきました。

14 年間、がむしゃらに歩んでまいりましたが、市民の

皆様の大きな負託を受けた責任を噛みしめて、また一歩

ずつ、まじめに前向きに取り組んでまいりたいと思いま

す。選挙直前、最愛なる父を亡くし、自分にも病気が見

つかり、選挙後治療に専念させていただきました。その間、皆様方には大変なご心配とご迷惑をお

掛けしました。今後は無理をせず、少し落ち着いて周りの事も見ながら、初心忘れることなく進ん

でまいりたいと思います。医師のお陰さまで、12 月議会にも間に合いました。今は感謝の気持ち

でいっぱいです。引き続きのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。 

今期は初めて総務常任委員会に席を置く事となりました。今議会、指定管理者制度関連の議案な

ど多く負託され質疑してまいりました。防災をはじめ、コミュニティバス、行政改革、庁舎問題な

ど重要課題が山積する委員会です。しっかりと議論を尽くしてまいります。やはりポイントとなっ

たのは予算常任委員会に付託されました庁舎建設関連の計画案件ではなかったかと思います。この

時期に建て替えが必要なのか。税金の無駄使いではないのか。といったご意見や、また、国の補助

金がある今しか建て替えのチャンスはない。市役所の使い勝手が悪い・・などご意見をいただいて

いるところです。委員会でも本会議でも議案に反対者はおられましたが、賛成多数で可決されまし

た。補正予算議案について、私は賛成討論をさせていただきました。内容についてはこの後掲載し

ますが、詳しくは湖南市議会ホームページ動画等でご覧ください。 

フジテレビドラマ「民衆の敵」が最終回を迎え、残念に思っています。まさに「民衆の敵＝無関

心」。今回の選挙でも投票に行っていただけるように訴えましたが、投票率は半分に満たない地域

も多くあります。今回の一般質問は「主権者教育」。市民に関心を持って頂けるように、議員も魅

力ある議会にしていかなくてはなりませんし、このような報告書やホームページ、フェイスブック

等で発信し続けることが大切だと思います。マスコミが取りあげる事ばかりではないことを示して

いかなくてはならないと思っています。次の世代の子ども達に夢や希望をもって、まちの未来を真

剣に考える新しい議員をめざしてもらえるよう、これからも襟を正して進んでいきたいと思います。 

すべては市民の皆様のために・・            赤祖父ゆみ 

 

 

 

 

 

 

石部まちづくりセンタ
ー、中央まちづくりセン
ター、宝来坂集会所 
父の形見の帽子をお守
りにして。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務常任委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

予算常任委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁舎整備特別委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22 日 連合滋賀役員研修会（エネルギー施策） 

24 日 健康まつり 

26 日 広域行政組合議会 

   30 日 石部南幼稚園・阿星保育園運動会 

1 日 湖南市防災訓練 

   4 日 湖南市職員労働組合定期総会 

9 日 マウルシオさん感謝の集い 

  10 日 とくなが久志出陣式 

    14 日 比布町議会歓迎会 

    10 日 石部中学校人権学習会 

    22 日 産業経済常任委員会 

29 日 もみじあざみ文化祭 

  22 日 湖南市・甲賀市議会合同研修会 

23 日  災害ボランティアセンター設置運営訓練 

         生命尊重・円ブリオ縁のつどい 

    25 日 みちくさコンパス・激動する経済勉強会 

    26 日 青春会（青少年育成大会） 

29 日～19 日 12 月議会定例会 

   3 日  きらめきコンサート 

   4 日 HIV 研修会 

  27 日 もみじあざみ・宝来坂集会所の門松づくり 

  

 

 

 
 

 

5 期目に挑戦！！雨の中の厳しい選挙 

10 月 

 

。 

 

 
 
 
 

10 月 8 日 
石部駅をどんな駅にし
たい？東庁舎建設につ
いて、西庁舎や周辺公共
施設など、ご意見を聞か
せていただきました。 

 

  
 

 

 

 

 
9 月 23 日 

コンビニの跡店舗をお
借りして事務所を開き
ました。選挙に向かっ
ていよいよスタートで
す。 

 

 

 

 

事務所開き 赤祖父ゆみと語ろう会 

in 
12 月議会報告書 

N0.５８ 

 

２０１８年 １月 

 

議会改革ネットワーク 
 

 

 

 

 

 

 
10 月 15 日 

いよいよ始まる選挙戦。 
有権者の皆さんにしっ
かりと想いを届けます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

さまざまな場所でスポ
ットさせてもらいまし
た。マルゼン前、平和堂
前、イオン前、文化ホー
ル前、市役所前など・・ 

新しい委員会 

雨の中のスポット 

in 

出陣式！！ 

in 

 個人演説会 日本精工門立ち駅立ち 有権者との対話  当選！！感謝です 

 
 
 
 
 
 
 
 
９月 2４日 びわ湖クリーンキャンペーン 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 月７日 石部南小学校運動会 
 
 
 
 
 

 

 
12 月 3 日宝来坂ふるさと防災訓練 

 

 
 
 
 
 
 
 
12 月 12 日 中学生議会（甲西） 
 
 
 
 
 
 

活動報告 

11 月 

12 月 

９月 

mailto:pengin-fight.6.6.3.9@zeus.eonet.ne.jp
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問 JR 西日本との協議状況は 
答 地元協議会などからお聞きした意見

を基に、7 月に駅舎に係る比較検討
業務を行い、11 月に基本設計業務を
発注しました。来年 3 月頃回答が出
る予定です。コミュニティハウス改
修についても必要な経費査定の結果
判断となり、試算についてはもう少
し先になります。 

 
問 古い跨線橋の撤去と JR 構内の行き

来についての考えは 
答 古い跨線橋は撤去します。JR 構内の

移動については、JR 西日本に対して
引き続き要望してまいります。 

 
問 駅北側ロータリーの土地買収と市道

中島線の拡幅は 
答 現在、石部駅北側から駅舎へ出入り

できるよう計画中です。市道中島線
は駅舎と幹線道路を結ぶものとして
位置づけ適切な対応となるよう関係
者と協議をしています。 

 
問 駅南側ロータリーがスムーズに流れ

るように、石碑以外の庭は無くして
効率化を図り、駅東側の市有地も駐
車場など有効活用すべきではないか 

答 草刈りをはじめとする作業など、将
来において持続可能な維持管理を考
えます。全体的な構想の中で検討し
ていきます。 

 
問 石部宿場まちとしての観光の拠点、

また、糸賀一雄思想が息づくまちと
しての駅舎改築の考えは 

答 旧東海道石部宿の旧所・名跡が多く
残っています。駅舎にはわかり易い
案内と誰もが利用し易いバリアフリ
ー化の充実に努めます。 

 
問 石部西地先の産業団地、内陸型国際

物流ターミナル、新石部駅を一帯と
した地域創生の考え方について 

答 石部西地先に限らず、新たな企業進
出がありましたら、草津線の利用に
つながり、甲西駅行違い整備や草津
線複線化等の実現に向けて期待が出
来ると考えています。                    

 

石部駅の駅舎改築と駅周辺交通施策 

 
 
 
 
 
問 今回の投票率は 57.7％と前回の 48.92％

と比べると９ポイント近く上回ってい
ますが、同時選挙が挙行された滋賀県下
５市の投票率と比べて湖南市が最も低
いものでした。主権者教育に対する考え
方、進め方は 

答 文部科学省は主権者教育とは、社会の中
で自立し、他者と連携・協働する力や社
会を構成する一員として、地域の課題解
決を主体的に担う力を育みたいとし、本
市のめざす教育の「生きる根っこを太く
する」ことと軸を一にすると捉えていま
す。社会の構成員として、現実にある課
題を主体的に考え実践し取組むことを
推進しています。具体的には、甲西中学
校の議場をお借りしての学習を市内中
学校に広めたいと思います。 

 
問 投票率をあげるための工夫は 
答 県選挙管理委員会が実施されている出

前講座など、主権者教育に取り組んでい
ます。駅などの啓発活動をはじめ、投票
に行きやすい環境づくりに努め、投票率
アップのための方策を講じていきたい。 

 
問 「市民交流促進施設」ここぴあ等、投票

所設置の声を聞きますがその考えは。ま
た設置した際の試算は 

答 人が集まる商業施設などにおいても、 
検討していかねばならないと考えてい
ます。設置費用は、あくまでも概算で、
約 145 万円です。 

 
問 石部南幼稚園、阿星保育園投票所は、雨

のため、園庭がぬかるみ、高齢者や障が
いをお持ちの方の歩行が大変困難でし
た。他会場も含め投票し易い環境であっ
たか 

答 今回の選挙は台風 21 号が重なり有権者
の方の投票は非常に厳しいものがあり
ました。「雨の中、投票所まで遠い」と
いった意見は、市選挙管理委員会に１件
のご意見をいただきました。今回の選挙
を機に、各投票所の状況に合わせて検証
を行い、場合によっては投票所の見直し
も必要ではないかと考えています。 

 

 

 

☆地域循環事業・・・２６０万円 
 木質バイオマス燃料など新たな自立分散型

エネルギーの導入他 

 
 
☆松籟会館基本設計業務委託･211 万 7000 円 

 昭和47年建築の施設の建て替えがやっと始

まります。 

 

 

☆国庫支出金、一般財源合わせて 4860 万円 

 透析患者の増。被保険者世帯の増。高齢者

世帯の増が主な要因 

 

 

平成29年度～平成31年度まで（債務負担行為） 

☆湖南市複合庁舎整備基本設計業務 

1 億 810 万 8000 円 

☆湖南市複合庁舎整備発注者支援業務 

              6320 万円 

☆湖南市複合庁舎整備オフィス環境整備業務 

              2665 万円 

 

 

○現在までに外部検討委員会、内部検討委員

会、タウンミーティングにて協議をされた。 

○現在の庁舎では手狭であり、ワンストップ

になっていないため効率が悪い。 

○耐震基準に満たない建物であり、今後集中

豪雨や地震に備え、市民の財産を守るため 

○図書館、保健センターは借地であり、年間

約 1000 万円の経費がかかっている。 

・・・・・事などをあげ、付け加えて 

○今後もワークショップ等でしっかりと市

民・議員の意見を聞く事。 

○西庁舎並びに周辺施設についても市民にと

って最も良いあり方を検討する事 

を付け加え賛成討論としました。 

 

 

 

 

すべての施設がそのままの指定管理者で承認

されました。新しい施設となる十ニ坊ゆらら

については、指定期間は 3 年。サンライフ甲

西も東庁舎改修があるため 3 年となります。 

今後は、公募増やし、指定管理者制度に任せっ

きりにならないよう、担当課も入り、しっかり

チェックをしていく事が重要と考えます。 

 
 
 
 甲西中学校改築工事において既存校舎の
解体時に天井材の一部から微量のアスベス
トが検出されたことにより、その撤去や処分
費用にかかる予算です。平成 18 年、平成 20
年の検査では検出されていなかったとの説
明を受けましたが、委員からは今回 19 日間
の工事延期によるものからの追加予算。最初
の時点での調査徹底について意見が出され
ました。周辺に害を及ぼさないよう最善に注
意をはらい、その壁材は固まったもので飛散
する危険性はないとのことでした。 
建築工事・・・1854 万 1440 円 
電気設備工事・・29 万 7000 円 
機械設備工事・・31 万 6440 円の増額 
 
 
  
 

平成 30 年度予算において、必要な道路関係

予算の確保と、道路整備の補助率の拡充を求

めました・・全員賛成可決 

 

 

 

2024 年に予定している国民体育大会（国体）

に向けての施設整備が彦根市の主会場の整

備や県立体育館の移転・新築でおよそ 300

億以上かかり、未確定な施設整備や大会運営

費用も含めればそれ以上になると予想され

ています。他県開催の平均は約 200 億円。貴

重な税金を社会保障や子育て支援の充実に

あてるべきというもの・・・・賛成少数否決 

 

 

 

日本は唯一の戦争被爆国として、けっして忘
れることなく、核の恒久的な廃絶を訴え続け
なくてはならないと考えます。湖南市では、

平成 17 年に「非核平和都市宣言に関する決
議」が出され、「非核平和都市」を宣言して
います・・・賛成少数否決 

総務常任委員会 

 

平成 29 年度補正予算審議 

 

議案第 92 号～94 号 
        変更契約の締結 

 

 

舎周辺整備事業！じっくり計画！ 

木質バイオマス再生可能エネルギー導入へ 

松籟会館の建て替え始まる！ 

生活保護費、医療扶助費が大幅の増！ 

湖南市複合庁舎整備に関する予算を提案！ 

賛成討論をしました！！ 

指定管理者の指定について（17 議案） 

公募 2 施設（湖南市浄苑と湖國十二坊の森） 

   

道路の整備促進を求める意見書 

    全員賛成で国へ提出！ 

巨額な県民負担となる国体施設整備費の 
削減を求める意見書に賛成！ 

核兵器禁止条約への 

参加を求める意見書に賛成！！ 

 投票率をあげるための施策と 

主権者教育！！ 

一般質問 


