無所属の会・市民の力
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新しい年を迎えました。いかがお過ごしでしょうか。
コロナウイルス感染拡大の中、年始を迎えることとなりました。例年にない
お正月ですが、ウイルスにひるむことなく立ち向かい、今できることを考え
て行きましょう。辛く厳しいけれど、我慢の時です。皆で乗り越えていきまし
ょう。私は、皆さんにエールを送ります。
１１月３０日(月)～１２月２２日（火）２３日間の日程で１２月議会が開催されま
した。新しい市長を迎えての初めての議会となりました。６つの会派から代表質問、１０名から一般質問が
なされました。所信表明で述べられた子育て施策の強化として、中学生以下の医療費の無料化をあげ
ています。中学生までの無料化で６３００万円の増。１億５５０万円の財源が必要となります。その財源をど
うするのかがこれからの課題です。今後なんらかの提案があると思われます。また、第二次湖南市総合
計画後期計画の提案を延期されました。市長は就任してすぐであり、今後５年間の計画を、自分なりに
考えたいということです。住民減少と高齢化による地域コミュニティの弱体化など考慮しながら、市民主
体のまちづくりの行政組織をどうしていくか。地域福祉と地域防災に大切な組織です。急いでまとめてい
かれるとの事です。東庁舎建設については、耐震診断も含めて早急に精査されます。その結果を待ちた
いと思います。コロナウイルス感染拡大の影響からこれからの数年間は税収が減り、財政が厳しくなって
きます。国からの交付金も活用しながら、更に生活が厳しくなる方々への支援は待ったなしです。声なき
声に耳を傾けながら、地方から政策提言出来るよう、政治の役割は益々大きくなるものと考えます。議会
の役割も大きく、今年度は市民と議会の懇談会を常任委員会形式で開催し、貴重なご意見をお聞きしま
した。政策に繋がるように、そのシステムを議会改革推進特別委員会の中で研究していきます。
また教育分野では、新しく教育長に松浦加代子氏の就任が決定しました。発達支援教育にも精通され
まずは「心」を大切にしたいとのお話でした。湖南市教育を更に前にすすめていただけるものと期待して
います。 甲賀広域行政組合衛生センターは、25 年経過する施設の延命化を目指して、基幹的設備改
良工事が行なわれていきますが、コロナ禍感染予防のためのホームステイの影響で、ゴミが更に増えて
くる事が予想され心配をしています。今年は丑年。私の干支です。粘り強く努力して参ります。この報告
書を始めホームページ、Facebook などでも発信していきます。どうぞご覧下さい。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
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議会審議

「木工の館」廃止条例
継続審査！！

令和２年度湖南市一般会計補正予算
(第９号)
可決！
新型コロナウイルス感染症対策対応地域創生
臨時交付金１５１２万円・・基金積立
基本的には単年度で使い切る事としているが、
複数年にわたって活用する必要がある金融支
援などであれば、基金に積み立て活用も可能。
宮の森火葬場解体撤去工事・・２２４８万９千円
舎周辺整備事業！じっくり計画！
解体工事においてアスベスト含有が確認され、
当初１７００万円→４０００万円
事前調査の必要性や建築士を通す事を指摘。
石部駅コミュニティハウス解体撤去工事監理
業務委託・・１４４万９千円
解体撤去工事を円滑にするための監督費用
質疑
/ 石部駅コミュニティハウスに設置されてた駅の
治安を守る市民協働パトロール隊の部屋は。
→現在の所設けていない。今後意見交換をしてい
く。

湖南市社会体育施設条例の一部を改正
可決

5

河川占用許可を有している野洲川運動公園の
一部を県に返還することから、多目的グランドが
利用出来なくなる。→安全対策をしっかり行い、
区長会に説明をすべき。

舎周辺整備事業！じっくり計画！
条例影響箇所・オレンジ部分

県：築堤盛土工事・赤ライン

「木工の館」を廃止する理由として老朽化が原因
とされているが、施設は除却せず活用方法を検討。
「もりの駅」「土の館」と併せ 3 施設一体の民間譲
渡に向けて検討している。利用促進が行なわれてい
舎周辺整備事業！じっくり計画！
たのかなど議論が交わされ、
公共施設等総合管理計
画個別計画との整合性が図られてなく、地権者との
協議も未確定であることから、継続審査となりまし
た。

総務常任委員会審査
指定管理者制度関係議案

可決

指定管理者候補者選定委員会の選定結果を基に
議会に提出されました。
非公募施設
舎周辺整備事業！じっくり計画！ 3 年
サンライフ甲西・・・・・・・商工会
社会福祉センター・・社会福祉協議会 3 年
7 つのまちづくりセンター
各区のまちづくり協議会・・5 年、7 年（石部南）
8 つの学童保育所
総務常任委員会審査
保護者中心とした委員会・・5 年（石部は NPO 検討中）
質疑
保護者の運営や事務的負担について質問し、事務の
軽減のために社会保険労務士を委託をしたり、銀行
のシステムの利用や事務員を雇用するなど工夫し
ており、大きな負担はないとの答弁でした。
公募施設
湖國十二坊の森、じゅらくの里、HAT
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける公募施
設については、2 年の期間延長を決定。
公共施設等総合管理計画「個別施設計画」

石部学童保育所について
令和３年度入所見込み数が
10 月 9 日受付終了
民間幼稚園への給食提供条例について
時点で 107 名であり、もう 1 カ所確保する必要が
出てきた。2 カ所目に石部保健センターを利用し
ていたが、旧耐震基準のため石部小学校内（郷土
舎周辺整備事業！じっくり計画！
資料展示室）へ移転。3
カ所目も石部小学校を考
えたが、現在のところ困難であり、検討の結果、
舎周辺整備事業！じっくり計画！
石部子育て支援センターを思案中。子育て支援セ
総務常任委員会審査
ンターの事業縮小や駐車場が課題との意見が出
された。
ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給！
○支給対象
・令和 2 年度 6 月分の児童扶養手当受給者
・令和 2 年 12 月 11 日時点で既にひとり親世帯
臨時特別給付金「基本給付」の支給を受けてい
舎周辺整備事業！じっくり計画！
る方（申請不要）
○給付額
1 世帯 5 万円。第 2 子以降 1 人につき 3 万円加算
○申請期間・・・令和 3 年 2 月 26 日
○支払い方法・・基本給付支給口座へ送金
○予備費充当額・・956 万円
○給付までのスケジュール

今年度(令和 2 年度)、各施設の老朽化などの状況を
総合的に判断し、今後 10 年間の改修費等の平準化
を図り、施設をより有効に活用していくために、個
別計画が示されました。
舎周辺整備事業！じっくり計画！
行政施設、学校施設、子育て支援施設、市民文化系
施設、社会教育系施設、保健・福祉施設、スポーツ・
レクリエーション施設、公営住宅、医療施設、産業
甲賀広域行政組合議会報告
（3 月 26 日）
系施設、
公園、処理施設等公共施設の調査を行ない、
施設の方向性を示しています。
令和 2 年 12 月 23 日～令和 3 年 1 月 22 日まで
パブリックコメントが実施されます。
庁舎整備特別委員会報告（12
月 18 日）
広報こなん
1 月号及びホームページに掲載予定です。
これからの方向性を決める大切な計画です。
皆さん
舎周辺整備事業！じっくり計画！
の忌憚のない意見をお聞かせください。
少人数学級の実現を求める意見書 採択

舎周辺整備事業！じっくり計画！

コロナ禍の中で子どもも学校も多くの不安と心配
を抱えています。40 人学級の教室では身体的距離
が取れず「密集状態」となっています。安全・安心
でゆきとどいた教育実現につながる少人数学級を
舎周辺整備事業！じっくり計画！
速やかに実現するよう必要な措置を講ずることを
求めた意見書です。採択され、国に提出します。

12 月 16 日ホームページ、個別通知。25 日口座着金
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一般質問

地域福祉の充実について
(前期５年計画の検証)

問
答

地域包括ケアシステムの効果と課題は。
医療と介護の連携では、訪問診療を実施
している 13 人の医師を中心に「こなん在
宅医療安心ネットワーク会議」を 2 ヶ月
に 1 回開催し、在宅看取り等についての
協議を行ない、高齢者が望む生活が送れ
る環境を整えています。生活支援体制整
備事業を社会福祉協議会と各まちづくり
協議会に委託し、地域支えあい推進委員
を専任で配置を考えていきます。

問

市民と協働を最大限に生かす考え方と、
福祉有償運送サービス事業の支援は。
答 「支え合い」の観点から、シニア世代を
はじめとするボランティア活動を推進し
地域団体や事業所等と連携し、協働の輪
をさらに広げていくことが重要です。福
祉有償運送サービス事業は湖南市内に２
者の登録がありますが、昨今社会情勢的
にも寄付が集まりにくく、経営に苦慮さ
れている現状です。しかし、益々増加す
る移動困難者には欠かせない生活の一部
地域循環
となっています。継続して運営していた
だけるよう、令和３年度予算に計上でき
るよう協議していきます。
昨年９月議会で質問をいたしましたが
コロナ禍においてシングルマザーの経済
的影響は深刻化しています。保育園で熱
が出たとき、病児保育から園に迎えに行
ってくださる病児保育送迎サービスは、
解雇されない非正規雇用の子育て支援に
有効と考えます。国からの補助もあり、
他市でもサービスが始まっていますが、
現状と、更なるサービスの拡充の考えは。
答 市内２カ所で実施。平成２９年度は延べ
217 人。平成 30 年度は延べ 659 人。令和
元年度は延べ 940 人利用していただいて
います。しかし今年度は新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響で少なくなってい
ます。2 業者同時に体制を整えるのが難
しく送迎の実施を見送っています。あら
ためてニーズを踏まえ検討していきます

に繋がっています。初期日本語指導教室（さく
ら教室）やことばの教室・適応指導教室（ふれ
あい教育相談室）では、新型コロナウイルス感
染拡大防止のための休校期間も必要に応じて
指導を継続し、不安が高く情緒が安定しない支
援が必要な子どもに丁寧に対応し、保護者の教
育相談も実施しました。不安の軽減に繋がりま
した。
問

コロナ禍におけるいじめの状況、暴力行為
の状況は。
答 学校再開直後、少々落ち着かない状況があ
り、いじめも小学校で増加していました。
昨年度 15 件、今年度 34 件。一方暴力行為
は少し減少しています。
問
答

ふれあい教育相談室の相談件数は。
来所相談 86 件、巡回相談（ケース会議で
の対応）147 件、訪宅 65 件。相談件数は
増加しています。

問

この時期、早期に問題解決することは、人
生を大きく左右することに繋がります。担
当指導員との信頼関係が大変重要です。会
計年度任用職員 4 名体制となっています
が、常勤職員が必要ではないですか。
答 現在、専門家チーム会議で専門的知識を高
め、室長が室を統括し、指導員の指導にあ
たり充足しています。

問

問

問
答

民間団体との連携は
「青少年指導支援の会」「楽々勉強会」な
ど、大変ありがたいと考えています。地域
と共に、子どもを育てることに繋がってい
ます。
市民主体のまちづくりについて！

問

令和 3 年 4 月からまちづくり協議会長と区
長の新制度導入について
答 ７つのまち恊を中学校区ではどうか。報酬
についてはどのようにすべきか。ご意見を
聞きながら決めていきたい。少し待ってほ
しい。
問

石部まちづくりセンターは複合施設とな
っています。調理場もなく、食を通じたま
ちづくりが出来ません。市民主体の協働の
まちづくりを考えたとき、使い勝手の良
い、東海道石部宿の観光の拠点となるよう
なセンターが必要ではないですか。
答 課題につきましては、西庁舎周辺整備事業
の中で、市民や議会の皆さんと検討を重ね
ていきたいと思います。

問題行動への対応と相談業務の充実。成
果と課題について。
答 児童生徒の様々な悩みや問題・課題に対
して SSW（スクールソーシャルワーカ
ー）を県の事業に加え、市独自の事業と
して学校の状況に応じて各校に配分して
います。小・中学校の連携した取り組み
にロナウイルス感染症第２波に備え、モ
バイルルーターの購入を進めています。 -３具体的な活用についてはこれからの検討

研修報告と議員活動
地域婦人会リーダー研修

トップマネジメントセミナー

地域まちづくりフォーラム

市町村議会議員特別セミナー

10 月 24 日 (土)
～次世代のためのまち
づくりを目指して～
甲西高校 3 名、石部高
校 3 名のパネルディス
カッション。交通手段が
少ない。外国人との交流
を持ちたいなど、まちづ
くりに対する若者の意
見を聴く事ができまし
た。参考となりました。

JIAM11 月 19 日～20 日(金)

会

JIAM 10 月５日～6 日(火)
「～危機を乗り越え新し
い時代へ～」をテーマ。
コロナ禍ではあります
が、しっかりとした対策
を取っての研修会に参加
しました。非常時に柔軟
に対応できる組織である
ためには何が必要か。自
治体の積極的な取り組み
を学びました。

10 月 22 日（木）
「未来のために知ってお
きたい、海とプラスチック
の話」講師に大阪商業大学
公共学部准教授原田禎夫
氏のお話。プラスチックゴ
ミの 3 割が日本のゴミ。海
鳥のお腹の中からたくさ
んのプラスチックゴミが
出てきました。自然環境を
守る取組みが急がれます。

12 月 6 日 防災士スキルアップ講座

議会報告会・・赤祖父ゆみと話そう会

「新型コロナウイルス感染
症蔓延下における避難所の
開設・運営」について学び
ました。収容人数は 43％。
避難所以外の避難方法を考
え、備蓄も含め一人一人が
命を守る行動を取る事です

令和 3 年 1 月 31 日(日)

石部まちづくりセンター

14：00～15：30
・石部駅周辺整備事業
・西庁舎周辺整備事業など
皆様のご意見！お聞かせ
ください。

12 月 10 日 生田市長へ！会派で政策提言提出！
出！

「地方行財政」という
テーマ。オンラインで研
修を受けました。元長岡
市長、森民夫氏の市民の
声をしっかり聴いて政
策を進めてきた事。慶應
義塾大学経済学部教授
井出英策氏の社会保障
のあり方については大
変興味深いものでした。

お待ちしています！

7 日 議会運営委員会・決算常任委員会
9 日 総務常任委員会
14 日 会派会議
15 日 議会広報委員会
16 日 災害ボランティア運営隊会議
29 日 湖南市観光協会研修会
30 日 「新型コロナ差別を考える」研修会
1 日 宝来坂防災訓練
12 月 13 日 つながる日本語 おしゃべり CAFE
11 月
6 日 石部保育園キッズサッカー視察
様々 な国の方々と日本語でお
11 日 さくら教室ボランティア（音楽）
し
しゃべり。外国の食べ物、自国
13 日 図書館協議会傍聴
のクリスマスは？国は違えども
17 日 議会運営委員会
感じるものは同じ。国際協会の
20 日 「部落差別の今」研修会
ボランティアとして楽しい時間
25 日 全員協議会議案書配布
を過ごしました。
27 日 議会運営委員会・議会広報委員会
12 月 20 日 「大地の会」学習会
28 日 石部駅周辺整備事業説明会
江戸時代、石部宿の「服部未石亭」は、鉱物・化石・
27 日 スキルアップ研修会
岩石のコレクションし、その内容を服部泰三氏が本に
29 日 自動車問題政策フォーラム・G ネットしがフェスタ 2020
まとめ紹介されました。また、石部「灰山」の話も聞
30 日～12 月 22 日 12 月定例会（23 日間）
く事ができ、珍しい鉱物が産出され、灰山の石灰岩の 12 月
24 日 広報委員会
利用は、江戸時代からがなされていました。湖南市の
25 日 甲賀広域行政組合議会臨時会
10 月

魅力だと
思いまし
た。

。

皆様、元気でお過ごしください！
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