未来に責任

決算特別委員会質疑 (清水・岩本)
平成23年度の

お金の使い方について質疑

PRESS

●主な質疑項目
●来庁者駐車場の有効活用について
駐車場用地借上料は年間
1,526万円。借上料を賄うた
めの有料化の検討はしたの
か？
また、借地料は1日あたり約
4万円かかっているが、土日
祝日はシルバー人材センター

に使用許可を出し、無償で貸
して運営している。その運営
で平成23年度は62万円余剰
が出ている。シルバー人材セ
ンターには賃料をもらうか、業
務委託契約すべき。
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答弁
有料化は庁内グループ会
議で検討を進めている。でき
るだけ早期に有料化を実施し
ていきたい。

市の行政改革実施プラン
では外郭団体に自立運営の
取り組みを進めるとある。財
団も人件費の全額を市に頼
るのではなく自立運営の事業
計画を作成せよ。

●国民健康保険会計の健全化を
被保険者のうち、35.2％が
65歳以上でさらに増加傾向
にあり、所得が150万円以下
の世帯が69.9％でこちらも増
加傾向。構造的に厳しい状況
だが、医療費の適正化など、
やるべきことはある。

例えば、厚労省からの通達
でジェネリック医薬品の使用
率を30％以上を目標に掲げ、
利用促進啓発、費用抑制を目
指しているが、枚方市の取り
組み状況は？

●有料運動施設の最適管理を
王仁公園（プール除く）、中
の池公園、香里ケ丘中央公園
は使用料収入が1,542万円の
一方、運営経費支3,401万円、
差引マイナス1,859万円であ
る。限られた財源の中、収支改
善をしていくべきである。

またこれらの施設は公園とし
て、土木部が担当しているも
のの実際は運動のための施
設である。今後、料金体系も
含め、
どの部署が担当するか
など管理についてあり方を見
直す必要があるのでは？
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無所属の枚方市議会議員
4名で構成された会派

未来に責任・みんなの会
市政報告

●外部団体への補助金について
（文化国際財団）答弁
補助金5,116万円。語学教
室、
クラシックコンサート、映
画上映は公益団体としてやら
ねばならない事業か。実施す
るための人件費を市が補助
する結果となっている。

・将来世代に負担を先送りしない
・しがらみのない政治
・行財政改革を推進

芸術性の高い分野を担うこ
とが財団の役割。
コスト感覚、
事業効果意識をもって、人件
費についても事業収入確保、
経費縮減を図る取り組みを
はたらきかける。

TOPICS:

枚方市の喫緊の課題について
9月議会一般質問

平成23年度のお金の使い方について
決算特別委員会

答弁
枚方市のジェネリック医薬
品が占める割合は数量ベー
スで平成23年度3月時点で
23.8％。今後もジェネリック医
薬品の普及啓発を行ってい
く。

答弁
収支はマイナスだが、手軽
に利用できる公共運動施設と
しての料金設定であり収支だ
けでの一元的な判断は 難し
い。
コスト削減等の経営努力
は引き続き行う。

岡沢龍一（おかざわ りゅういち）
（未来に責任・みんなの会 会派代表）
昭和42年11月15日 枚方市長尾生まれ。
平成23年4月枚方市議会議員二期目当選、
枚方市監査委員、総務常任委員会副委員長
などを歴任。現在、建設常任委員会委員長。
HP: http://okazawa-ryu.jp

清水薫（しみず かおる）
昭和26年11月24日枚方市茄子作生まれ。
開成小学校・第四中学校・寝屋川高校
早稲田大学法学部。
大学卒業後イズミヤ(株)入社。35年間流通
業界で勤務。
E-Mail: info＠hirakatsu.net
HP: http://hirakatsu.net

岩本優祐（いわもと ゆうすけ）

木村亮太（きむら りょうた）

昭和55年3月5日 生まれ。
山田東小学校・山田中学校・近大附属高校
立命館大法学部 牧野在住
パソナ㈱、大阪ガスセキュリティサービス㈱
を経て平成23年5月より現職
☎: 070-6654-6679
E-Mail: yusuke@ganpon.net
HP: http://www.ganpon.net/

昭和59年 4月22日 生まれ。
枚方小学校・バンコク日本人学校
枚方中学校・四條畷高校・大阪大学経済学部
ベンチャー企業を経て、現在市議会議員1期目
E-Mail: hirakata@kimura-ryota.net
HP: http://kimura-ryota.net
blog: http://ameblo.jp/kimura-ryota

9月議会一般質問

清水薫、岩本優祐、木村亮太
会派でそれぞれ8月13日、14日の豪雨災害、中学校給食、子育て、
いじめ問題、行政改革について取り上げました。

大雨対策 治水ビジョンを策定し、
予算の重点配分を
質問
8月13日14日に、枚方市内
で降った大雨で浸水被害がで
た。平成20年にも大雨が降り、
その時も今回も被害を受けた
地域が非常に多い。それ以降
どのような対策をしてきたの
か。また、枚方市の雨水整備率
は何％で残りの整備をするに
は費用と期間はどれくらいか
かるのか？
答弁
平成20年の豪雨を受けて、ポ
ンプ場の能力UPは貯留施設な
どの整備をした。雨水整備は40
％が完了し、残りを全部するた
めには1000億円ほどかかる。

災害時の情報伝達
電話回線
質問
平成20年の集中豪雨をきっ
かけに、時間外の電話回線を5
回線から10回線に増やしたと
のことだが、内線本数は7本し
かなく、7人が話すとそれ以上
はつながらず、今回の大雨時に
市民からの連絡に対応できな
かった。 改善策はどのように考
えているのか？
答弁
電話受け付け体制について
は内線電話の増設も含め改善
策を検討していく。

再質問
10年に一度起こるといわれ
る豪雨が数年おきに発生するよ
うな異常気象になっている。そ
のたびに浸水被害が起こってい
る現状は「住みたい、住み続け
たいまち」には程遠い状況であ
る。雨水対策に予算も優先的に
配分する必要があるのでは？

再答弁続き
豪雨対策として、貯留施設や
浸透施設の整備など新たな減
災に向けた取り組みを研究する
とともに国費の獲得も含めた予
算配分を検討していく。
我々の主張

雨水整備の計画は市民にと
って非常にわかりにくい。浸
再答弁
水被害にあわれた地域は いつ
雨水事業にウェイトを置き、
どのように整備が進むのかを
整備に取り組んできたが、今般
待っている。そのためにも全
のような計画雨量をはるかに超
体の「治水ビジョン」を作成
える豪雨に対応することは極め
し、進捗状況をわかりやすく
て困難である。
説明することを要望する。

様々な課題が浮き彫りに。改善策を
ケーブルテレビ
質問
市としてはK-CAT社（＊）
を災
害時の情報伝達に活用すると
のことだが、K-CAT社が水没し
たために、ケーブルテレビの加
入世帯は地上波も含めテレビ
が全く映らない状況に。改善策
の申し入れが必要ではないか？
答弁
K-CAT社に経緯や市民など
への影響、今後の対策も含め報
告を求めている。そのうえで市
として必要なはたらきかけを行
っていく。
＊現 ㈱ケイ・オプティコム

地域との連携
質問
自治会の代表が被害状況を
市へ連絡してきた地域とそうで
ないはない地域もあると聞いて
いる。 被災時の対応をまとめた
簡単な冊子などを作成し事前
配布すべきでは？ 校区ごとの自
主防災組織など、地域と連携し
情報の共有化も図っていく必要
があるのではないか？
答弁
災害時の対応は周知内容と
方法について検討していく。 地
元への協力要請もお願いして
いく。

中学校給食 選択制の50％の根拠が曖昧

本来の目的に立ち戻るべき

平成20年の学校給食法改正
により、学校給食の目的は「食
育」
という、みんなで同じ給食を
とり規則正しい学校生活を送
り、望ましい食習慣を養うこと等
に変わった。
であるならば、給食を生きた
教材として先生も含め全員で共
有すべきものである。選択制方
式は、学校給食の主たる目的に
なじまないと考える。

質問
本市の選択制では、喫食率は
50%を設定しているが、その根
拠は？
答弁
富田林市が最大38％、吹田
市は17％、スクールランチ事業
の茨木市、高槻市や、独自にラ
ンチサポート事業を実施してい
る堺市では5％以下。

我々の主張
実際の喫食率がどうなるのか
不確定要素が多分にある、この
点からも全員喫食にすべき。以
前の議会答弁の「単に昼食を提
供するというものではなく、次
代を担う子供たちに食を通じて
その健全な心身を育み、健やか
な成長と学びを支える」はまさ
しく全員喫食で推進するもの
だ。『誰の為に』『何の目的
で』中学校給食を推進するの
か、しっかり考えるべき。

待機児童ゼロ 近隣自治体との連携も活用すべき
質問
市長は待機児童ゼロを目指
されているが、平成24年度当初
の待機児童が32人、8月1日時
点で298人、また来年度当初の
待機児童ゼロも厳しい状況と伺
った。

いじめ問題

答弁
居住している自治体以外の保
育所への入所（広域入所)を拡
大していくべきであるが、見解
は？
また、隣接している寝屋川市
と交野市の待機児童数は？

広域入所に関しては、保育ニー
ズも踏まえ、
さらに検討していく。
近隣自治体の年度当初の待機
児童数は寝屋川市で2人、交野市
はゼロであると聞いている。

実態調査の内容の公開を

質問
小中学校への緊急調査があ
り、現在調査を実施されている
と伺っている。結果の公表は考
えているのか？
答弁
議会での報告に向けて集約
作業を進めている。

行政改革
●行革を進めるためには市長のリーダーシップが必要。
●事務事業総点検の情報を公開すべき。
●臨時財政対策債（いわゆる赤字地方債）の発行はできる限り
抑制すべき。
*こちらの記載内容は9月末時点での情報です。
その他の質問は市議会議事録をご覧ください。

