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湖南市議会議員 

赤祖父ゆみ 

 

                 

         

                   

                   ６月７日から 23 日間にわたり開か 

れた６月定例会が無事に閉会しました。 

                   ７月２日現在、湖南市の新型コロナ 

ウイルスワクチンの接種状況は、65 歳 

以上の高齢者の 1 回目の接種率は 88.2％。2 回目の 

接種率は 54．8％。65 歳以下の接種予定は、湖南市 

ホームページに掲載され、順調に進めて頂いています 

関係者の皆様に、心から感謝申しあげます。 

私も 1 回目の予約をスムーズに取る事ができました。少しずつ経済も回復の兆しが見えてきたよ

うですが、今も尚経営状況が厳しく、困難な状況の企業や市民の方がたくさんおられます。本議

会の補正予算で、国からの支援策が示されました。また、９月からではありますが、私も提案し

ていました地域経済活性化を目的とした「湖南市地域応援券」事業が実施されます。これらの政

策により、少しでも市民の皆様の生活支援となるよう願っています。コロナ禍で厳しい状況を鑑

み、市議会から決議を提出していた、市民念願の「小中学生の医療費の無償化」が９月から実施

される運びとなりました。今後、経常的な財源確保に知恵を出していかなくてはなりませんが、

本来医療費助成については、市や町が競い合うのではなく、国や県が保障すべきだと思います。

人口減少問題が深刻化していますが、子どもを安心して産み育てていける社会環境の整備が重要

です。そのためには、如何に歳入を増やしていくか。このまちの宝は何か。民間とのコラボ、AI

を使ったデータ分析など、社会の変化をしっかり捉えながら、変わっていかなくてはならないと

思います。公共施設等総合管理計画個別施設計画に基づき民間活力の新しい活用等も検討しなが

ら施設管理運営を行なっていきます。皆様のご意見も伺いながら前に進めていかなくてはなりま

せん。コロナウイルス感染症の影響から、議会改革推進特別委員会で予定していました「議会と

の懇談会」や研修が思うように出来なかったことは、大変残念でなりません。しかし、議会は民

意の代表です。市民の皆様と対話しながら政策を提案し、議会で合意し決めていく２元代表制の

役割は大変重要です。特別委員会の任期は４年で終わりますが、より市民に納得して頂ける議会

をめざして、私は取り組みたいと思っています。 

社会の状況は刻々と変化し、その変化に合わせて変わっていけるのかが試されている時ではな

いかと思います。「SDGs 未来都市」の認定を受けた湖南市です。命・環境・文化を大切にした住

みやすいまちづくりに向けて、これからも皆さんと一緒に取り組んでいけたらと思います。 
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 社会福祉協議会が実施している総合支援資金の再
貸付が終了するなど、特例貸付を利用出来ない世帯
に対して、就労による自立を図るため、またそれが
困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげる
ための国の支援金事業。 
1 億 4479 万 9000 円  単身世帯   167 世帯   

2 人世帯   98 世帯 
3 人以上世帯    295 世帯 

 
  
 
 県は、気候変動・人口減少時代の中、「実践力」
を兼ね備えた工業系の高等専門学校での人材育成
は重要としています。湖南市は県内最大級の「湖南
工業団地」が整備されており、工業系の高等専門人
材の育成を成し遂げるための環境とその基盤は十
分に備えています。未来を見据えたまちの活性化、
雇用の創出に期待するところです。議会として内外
に発信し、誘致に向けた積極的な取り組みを求め、
全会一致で決議を提出しました。 
 
 
 
 
「政策提言サイクルの具現化」オンライン研修 
講師：岐阜県可児市議会 議会運営委員長・元議長 
   川上文浩議員 
地方議会の役割とは。 
大学と連携した専門的知見 
の活用に繋げながら、市議 
会の現状を調査するアンケ 
―トを実施した際、厳しい 
状況・議会改革を進める 
必要性を再認識した事で議会改革が始まる。 
・市民福祉の向上のため 4 つの議会サイクル作成 
・一般質問から、常任委員会の所管事務調査で研究 

を重ね、委員会代表質問などにより議会提言 
・ママさん議会、子育て世代との意見交換会 
・高校生議会・子ども議会の主権者教育 
「議会の力が地域の未来を創る」との言葉が、心に
響いた研修となりました。 
 
 
1，政策提言サイクルの具現化研究 
平成 28 年議会運営委員会で提案されたチャレンジ
システムも含めて議論を行なった。 
→政策に繋がるアプローチは様々にある。以前のフ 

ローの何処に問題があるのかを検証し、実情を整 
理することが大切ではないか。 

2，可児市の取り組みについて本市議会に取り込め
ることについて 
湖南市も今までに様々な改革を行ない、提言に繋
がっている。現状に沿って運営をする。 

3，9 月議会までの閉会中調査の協議 
 幾つかの研修を提案しましたが、協議の結果見送 

る事となりました。今後、特別委員会のまとめの 
作業として、意見を出し合っていきます。 

総務常任委員会審査 

 

 
 
 

請願者から意見陳述の申し出があり、委員会と
してそれを許可し質疑に望みました。 
請願項目は   
・再審における検察手持ち証拠の全面開示 
・再審、開始決定に対する検察の不服申し立 

ての禁止 
・「再審法」の整備      の 3 点です。 

日本弁護士連合会のまとめでは、1910年～2000
年までの冤罪事件は 161 件。この数字は、氷山の
一角ということです。人は過ちを犯すもの。裁判
のやり直しについて、法制度が不十分であると感
じます。湖東記念病院事件の西山美香さんは警察
が持っていた決定的な証拠が明らかになり、無罪
となりました。私は証拠開示の何らかの法整備が
必要と考えます。再審を待ちながら亡くなってい
かれる被疑者もあります。また検察の取り調べに
ついても大変厳しいものと伺っています。 

人生を狂わせるこのような過ちを二度と繰り
返してはならない。地方から意見書を提出し、国
を動かす一歩となることを望み賛成しました。        
           ・・・・賛成少数で否決 
 
 
 

委員会の閉会中の調査で私が意見を述べた「行
政改革の推進体制フロー図」に議会の位置づけが
新たに追加され、地域力・デジタル化・経営力の
向上に向けて、市全体が一丸となって取り組んで
行かなくてはなりません。「都市集中型から地方
分散型へ」本気度が試される時。今後公共施設等
総合計画は個別計画に沿って進められていきま
す。市民の意見を充分聞いて進めるように意見を
述べました。 
 
 
 
 
対象者は 4100 人。実施は 9 月から。7 月に各対

象家庭に案内と申請書が送付されます。8 月中に
オレンジ色の受診券が送付され、受診券と保険証
を持参して受診すると費用負担はありません。予
算としては、5 ヶ月分の概算で約 3100 万円。国
や県が本来すべき事業で、引き続き要望していき
ます。今回は財政調整基金での対応。少しでも若
い世帯の子育支援に繋がればと思います。 
 
 
 
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化

する中で、低所得の一人親・ふたり親子育て世帯
に対し生活支援を行なう国の事業。 
7 月 2 日に案内通知をし、7 月 20 日に支給予定。 
高校生のいる世帯に対しては、7 月の湖南市ホー
ムページや広報紙等にて周知します。 
     事業費 3701 万 6000 円 
     対象児童 660 人 （一律 5 万円） 
 

 
 

  再審法の改正を求める請願  賛成する 

 

 

舎周辺整備事業！じっくり計画！ 

   第四次湖南市行政改革大綱 可決 

 
 

舎周辺整備事業！じっくり計画！ 

議会審査 

  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 

 
 
 

舎周辺整備事業！じっくり計画！ 

  小中学生医療費無償化！ついに実現！！ 

 

 
 

舎周辺整備事業！じっくり計画！ 

    予算常任委員会 

 

  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 

 
 
 

舎周辺整備事業！じっくり計画！ 

 （仮称）滋賀県高等専門学校の誘致を求める決議！提出 

 

 

舎周辺整備事業！じっくり計画！ 

議会改革推進特別委員会報告 

5月 10日 閉会中の調査 

 

6月23日 委員会 

 



一般質問  

 

湖南市の文化を大切に、地元に対する愛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域循環 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                        

 

 

  着心を育む教育について 
答 湖南市は、湖南三山をはじめとする数多く 

の歴史・文化遺産がある魅力的なまちであ 
り、工業都市です。地域の魅力発見に繋が 
る有意義な活動を引き続き継承、周知して 
いきます。 
 

 
問 新しい防災マップが配布されました。この 

マップは概ね 200 年に１回程度起こる大 
雨（24 時間総雨量 634 ㎜）を想定し、そ 
の浸水の範囲と深さを明示した内水氾濫、 
また、概ね 1000 年に 1 回程度起こる大雨 
によって野洲川の堤防が破堤、越水した時 
の外水氾濫の浸水想定が表示されていま 
す。平成 25 年の台風 18 号の際は夜中、柑 
子袋に避難勧告が出されました。この時で 
さえ総雨量は 321 ㎜でした。災害、雨量に 
応じた個々の正しい想定リスクの理解が 
求められます。その周知は。 

答 出前講座、防災リーダーを通じ、命を守る
ことを第一として、細かい指示に心がけま
す。 

 
問 新しい警戒レベルの避難指示、警戒レベル

4 が出される判断基準は 
答 野洲川横田橋水位観測所の水位が 3.5m ほ

どに達した時です。 
 
問 平成 25年の台風 18号の時の野洲川横田橋

の水位は 3．62ｍですので、今後も避難指
示の可能性は充分あります。避難指示が出
されてもコロナ禍の収容人数は全体の
30％程に制限され全員の収容は不可能で
す。その対策は。 

答 避難指示は細かく地域を限定して発令し、
日頃からの個々の災害判断基準に沿って、 

  垂直避難、親戚避難など分散避難も視野に
入れた想定訓練を実施してほしい。 

 
問 福祉避難所の運営マニュアル、出前講座の

メニューが市民に充分周知されていませ
ん。防災リーダーには少なくともわかりや
すい説明が必要ではないですか。 

答 今後、出前講座、防災訓練、防災士研修を
通じて周知、説明をしていきたい。 

 
問 ＬＩＮＥを活用した情報伝達ツールは有

効ではないですか。 
答 今後協議を行ない、機能充実を図ります。 
 
問 学校での防災訓練の際、地域 DIG などで災

害リスクを友達と話し合うことで、その重
要性を知り、地域と繋がるきっかけになる
のではないですか。 

答 総合的な防災教育に努めていきます。 

 
 
 
問 人口減少・少子高齢化が進んでいます。 
  何が必要と考えますか。 
答 一番に企業誘致・働く場所、仕事づくり

です。 
 
問 若者のローカル志向が進んでいます。U

ターン、I ターンを増やす施策は。 
答 今年度、郷土愛を醸成し、自らが運営側

に携わる「若者まちづくり課プロジェク
ト」に取り組み、まちづくりを考えてい
ます。先月５月 27 日に石部南小学校３ 

  年生、６年生が市役所や議場を訪れ、「そ
こで働く人が市民の生活を支える仕事を
している事を知る」取組がなされました。 

 
問 AI を活用した日本の未来は「都市集中型

から地方分散型」が望ましいと行った結
果が出されました。買い物難民対策とし
て、移動スーパーを提案します。 

 
答 地域支え合いの中で広まって行く事を

望んでいます。 
 
問 「命」を大切にした産業（健康・医療、

環境、生活・福祉、農業、文化）が今後
重要視されてくると思われます。健康施
策として、百歳体操、サロンなどでの健
康出前講座や相談の実施を提案します。 

答 健康事業の実施は大切です。with コロナ
形を変えて、地域の中に出向いて行なえ
るよう、体制整備も含め検討します。 

 
問 湖南市は「SDGs 未来都市」に選定され

ました。自然と共に暮らす居場所づくり。
障がいのお持ちの方も犬などのペットも
寛げる公園づくりについて 

 
答 最近では、公園のあり方も変わってきま

した。プレイスメイキングの考えの中、
所管委員会で協議していきたい。 

 
問 持続的な福祉社会のためには財源確保

が必要です。民間のノウハウ、その力は
今後益々重要と考えます。地域資源の見
える化、担当課から土地所有者への積極
的なアプローチはされていますか。 

答 今後は企業誘致について積極的な PR に
務めます。該当する土地がありましたら、
記録台帳に記載し掲載していきます。 

 
問 湖南市の文化を大切に、地元に対する愛 
 

  人口減少！ピンチをチャンスに 

      変えるまちづくり 

     

  

    防災でまちづくりを！ 
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研修報告と議員活動 

 
 
 
 
 
 
 
  5 月 24 日（月） 

改革から変革へ 

～地域から日本を変える～ 

全国から約 200 名の参加 

中でも多治見市古川雅典氏

の「市民による政策選択から

実践までつながるシステム

づくり」は刺激的でした。予

算が伴った総合計画を市民

の意見を聞きながら職員が

議会と共に作成していた。 

 
 
 
 
 
 
 

4 月 15 日～16 日（金） 

オンライン研修 

○京都大学こころの未来

研究センター 廣井良典

氏（人口減少・ポストコ

ロナ社会のデザインにつ

いて） 

○奈良県生駒市長小紫雅

史（コロナ禍のピンチを

チャンスに変える自治体

になるために） 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 月 10 日（水） 
マイクロツーリズム 

（ご近所観光） 

（株）玉造温泉まちデコ 

角幸治氏の話は魅力的で

した。観光と通販を繋げて

関係人口をつくっていく。 

また、気仙沼地域戦略、小

松志大氏の話も、如何に観

光戦略をつくっていくか。 

地域をどこまで巻き込む

か。危機意識が重要です。 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

搬送用アイソレーター装置 
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議会報告・懇談会  一緒に話そう～ 

令和 3 年 8 月 8 日(日)  石部まちづくりセンター 
             14：00～15：30 
         

皆さんとまちづくりについて 

          話をしましょう。 

          ご意見をお聞かせ下さい！！ 

 

しっかりコロナ対策をとって開催します。 

          

 

          
 

 
 
 
 

    

7 日 第 4 回議会広報委員会 

  11 日 青少年指導支援の会 

  12 日 総務常任委員会（第四次湖南市行政改革大綱） 

    19 日 臨時議会 

21 日 議会運営委員会 

25 日 カルチャーステージ、大地の会 

2 日 赤祖父ゆみ議会報告・懇談会 

   7 日 総務常任委員会（長期財政計画） 

10 日 議会改革推進特別委員会（可児市オンライン） 

  12 日 さくら教室（カエルの歌指導） 

  15 日 湖南市女性の会（zoom の活用）研修会 

  19 日 石部南小学校サークル活動 

  25 日 石部中学校「本の帯」ボランティア 

   1 日 議会運営委員会 

3 日 議会運営委員会・議会広報委員会 

7 日～29 日（23 日間）6 月議会定例会 

23 日 議会改革推進特別委員会 

24 日 決算常任委員会 

27 日  明るい社会づくり運動（清掃） 

   30 日 議会広報委員会 

    1 日 広域行政組合議会臨時会 

    ホームページもご覧ください！ 

        

 

 
・ゴミ処理施設の排ガス中の

水銀対策のため、薬剤が有
効との調査結果を得たこと
から薬剤購入 882 万 3000
円、活性炭投入装置設置工
事 582 万円が計上された。
体温計 1 本でも高い数値と
なります。両市で体温計の
回収が提案されました。 

・コロナウイルス感染予防対
策として、搬送用アイソレ
ーター装置を新たに購入。
これで両市に 1 台ずつ設置
されます。1 台 154 万円で
２分の１の補助申請を現在
行なっています。 

・ゴミ処理施設基幹的設備改
良工事のため、７月３日～
18 日までの期間はごみを
焼却処理することができま
せん。三重県伊賀市に搬出
し処理しますので、ゴミの
減量化をお願いします。焼
却炉が止まる 7 月 5 日～16
日までの期間、大型燃える
ゴミの受け入れは休止され
ます。 

 
 
 
 
 
 
 

4 月 

5月 

 
  暑い夏がやってきます。皆さん！マスクをしていま

すので、特に熱中症には気をつけてくださいね。議会

最終日に京進のようちえん HOPPA 石部・石部南につい

て、統合に向けてのスケジュールが示されました。７

月に保護者説明会の後統合し、令和 4 年４月に HOPPA

石部南で運営され、令和６年４月から新園舎（認定こ

ども園）で開園予定との事です。スムーズな移行とな

りますように、調査を行なっていきたいと思います。 

 

6 月 

7 月 

7月 1日 甲賀広域行政組合臨時議会報告 
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   6 月 26 日(土) 

地域福祉・支え合いについて 

～誰もが住みやすいまち

づくり～ 

武庫川女子大学 

  松端克文氏 

人口減少・少子高齢化をど

う考えるか。地域が繋がっ

て助け合える社会実現の

ために、今私たちにできる

ことは・・新しいまちづく

りはこれからです。 

地域デビュー応援講座 
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