
TEL 053(577)0980 
FAX 053(577)2425 №15 

 
は  じ  め  に 

一  般  質  問 8-9月の活動 
8月  1日 シニア人材バンクプロ 
8月 2日 浜名学園組合夏祭り  
8月 4日 議会活性化特別委員会  
8月 6日 FDK労組定期大会 
8月15日 新居町戦没者追悼慰霊祭  
8月16日 夜間防災訓練  
8月18日 総務経済委員会 
      湖西警察署意見交換会 
8月19日 千葉県柏市視察   
8月20日 地方財政セミナー参加 
8月23日 湖西おいでん祭  
8月25日 静岡大学工学部訪問 
8月26日 議員全員協議会 
      連合湖西代表者会議 
8月27日 豊田佐吉翁生誕150年事業 
      企画会議 
8月29日  総務経済委員会 
8月30日  議会基本条例説明会 
9月  1日 静岡県総合防災訓練 
9月  3日 9月定例会本会議 
9月  9日 アスモ中央委員会  
9月9-16日 本会議一般質問 
9月17日 本会議（質疑） 
9月18-22日 決算特別委員会 
9月16日 総務経済委員会 
9月17日 静教組湖西支部定期大会 
9月18日 議員全員協議会 
9月23日 ９月定例会最終日 
9月25日 シニア人材バンクプロ 
9月26日 豊田佐吉翁生誕150年 
      記念事業推進委員会 
      湖西地域労福協総会 
9月27日 浜名湖電装労組定期大会 

子育てを終了したシニア世代に生きがいを
持って活き活き活躍して戴きたい。 
定年後の就労先やボラティア活動などの情
報提供、キャリアの棚卸しや、カウンセリング
が出来る相談窓口を含めた 
「しくみづくり」を提案しました。 
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市長答弁 

 今年の夏は各地で集中豪雨による災害が発生しました。広島市の土砂災害では 
多くの方が犠牲者となりました。東日本大震災の後、地震津波対策に目が行きが 
ちですが、地域によって災害の形態は異なります。地域別の防災計画、危機管理 
が必要です。さて、9月度定例会が終了しましたのでくすのきの一般質問を中心 
に活動状況を報告いたします。 

  
 

シニアのニーズはボランティア、就労な 
ど数多の分野にわたり、全てのニーズに 
対し一カ所でカウンセリングやコーディ 
ネートすることは困難。まずは湖西市民 
活動センターを相談窓口としたい。 

女性の働きやすい環境づくりを進める中で、 
湖西市は０歳から２歳児の保育園入所待ち、 
学童保育の拡充と指導員の確保と育成が課題と
考える。平成２７年からスタートする子ども子育て
支援制度の変更に向けて湖西市の準備状況は
どうか。 

http://www4.tokai.or.jp/kusunoki/ 

くすのき     ＨｏｍｅＰａｇｅ 
健康福祉部長答弁 

湖西市では昨年度より子育てに関わる事業者など関係者が集まり 
「子ども子育て会議」を開催している。アンケート調査を基に 
ニーズ（人数、施設、実施時期）に併せた実施計画を１０月 
上旬に策定、１２月に市民の皆様の意見を伺う計画である。 



  平成25年度決算 

≪平成２５年度一般会計決算≫ （単位：千円） 

区  分 平成２５年度 平成２４年度 

歳 入 総 額 22,270,125 21,834,864 

歳 出 総 額 20,666,887 20,376,325 

歳入歳出差引 1,603,238 1,458,539 

翌年繰越財源 326,959 205,390 

実 質 収 支 1,276,279 1,253,140 

単 年 度 収 支 23,130 ▲424,216 

積 立 金 482 1,246 

積立金取り崩し 1,197,882 1,670,286 

実質単年度収支 ▲13,667,014 ▲2,093,256 
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湖西市の貯金と借金の関係 

財政調整基金残高 地方債残高 

見かけの実質収支は12.5億円
の黒字ですが、前年の実質収支
を引いた単年度の収支は4.2億
円のマイナス、更に積立金を
16.7億円取り崩しているので
平成25年度単年の収支は21億
円の赤字です。 

右のグラフは湖西市の財政運営を表して
います。 
貯金を切り崩しながらも、借金を減らそ
うとしていますが、財政調整基金の残高
が底をつくと、北海道の夕張市のように
自治体が破綻してしまいます。近々では  
千葉県の富津市（ふっつし）が、2018
年度にも破綻する恐れがあるそうです。 
私たちもキャッシュフローをチェックし
ておかないといけません。 

実質単年度収支とは 
現年実質収支－前年実質収支 
＋積立金－積立金取り崩し 
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田原市 

（単位：億円） 

近隣市の財政状況を比較してみました西部 
へ行くほど財政状況が良くなっている傾向 
が見られます。湖西市はバランスのとれた 
財政状況にあると判断できますが、今後 
 50 年間における市内公共施設更新費の 
合計は約 920 億円と試算されています。 
今年度末までに発表予定の公共施設白書を 
しっかり注視する必要があります。 
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実質公債費比率 

財政健全化状況 

平成25年度 

（％） 

（％） 
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（貯金） （借金） 

実質公債費比率： 公営企業への繰出金や一部事務組合に 対する負担金のうち、公債費に充てる
ものなどを含めた、市で負担しなければならない借入金の返済に要する費用のことです。この数値
が18％以上に なると地方債の発行に国や県の許可が必要になります。 

将来負担比率：将来負担しなければならない負債の割合のこと。数字が大きいことは、将来世代の
負債が大きいこと（財政が不健全）を示し、50～100％程度が望ましいとされています。投資を抑え
過ぎると生活の不便を感じたり豊かでなくなるのでバランスが大切です。 



議 案 

議案51号：湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める 

       条例制定について 

議案52号：湖西市放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める条例制定 

       について 

議案71号：湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について 

子ども・子育て支援新制度制定に伴い湖西市でも３つの条例が制定されました 

幼稚園保育園など事業者には、認定子ども園への移行認可の手続きを簡素化したり、 
家庭的保育事業（定員５人以下）では保育士の資格が無くても湖西市長が行う研修を修了し、 
認められれば良しとなります。保護者さんが保育事業所をしっかりと選択を行えるように 
自己評価に加えて外部評価の公開を求めています。 

放課後児童クラブの基準も変わります。 
例えば、対象が６年生まで拡充、各クラスに職員を 
原則2人以上置くことが義務づけられ１クラスの定 
員が40人以下に定められます。 
 

制度の概要と目的は。 
 

１．幼稚園と保育園のいいところを一つにした「認定子ども園」の普及を図る。 
２．保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい社会にします。 
３．幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の向上を進めます。 
４．子どもが減って来ている地域の子育てもしっかり支援します。（内閣府） 

湖西市ではこれから５年間の間で市民のニーズに併せて 
「子育てしやすい」「働きやすい」環境整備を行っていきます。 

湖西市に待機児童は 

いないと言うけど 

平成２６年１０月 

湖西市 

湖西市 子ども・子育て支援事業計画 

http://www.city.kosai.shizuoka.jp/5963.htm 

詳しくは 

湖西市ホームページ：子ども・子育て支援制度を 

確認してください。 

子ども子育て会議において、湖西市 子ども・子育て支援事業計画を
策定しています。計画には湖西市の現状と被保育者の量の見込み、
事業の一覧が掲載されていますが、いつ、どこで、何を、いつまでに
実施するのか具体的な記載がありません。この事については改善を
行政に働きかけてまいります。 

子育て中の皆さん、これから家族が増える予定の皆さんも関心を持っ
てご意見を戴きたいと思います。 

0歳から2歳までの保育園入所待ちの幼児は8月末現在 

４７人で、毎月増加しています。 

一方、幼稚園の入所率は60％以下です。これらの矛盾を 

制度改正と運用によって改善させていきます。 



地域での困りごと、市政に対する意見や要望など、ありまし 
たら気楽にご相談ください。湖西市以外の地区においても 
仲間議員と連携して対応しています。 
 
【連絡先】 アスモ労働組合 政策制度推進委員 楠 浩幸 
 事務所 ☎   ０５３（５７７）０９８０ 
       FAX ０５３（５７７）２４２５ 
                 E-Mail  kusunoki@asmo-union.com 

アスモ 
本社工場 

アスモ労働組合 
くらしの相談室 

健保会館 

その他の活動 

く ら し の 相 談 

アメニティプラザ南側遊歩道が倒木や雑草に覆われて使用が出来ない状態。との相談を受け 
ました。市民の皆さんが安全に自然の中を散策出来る遊歩道です。早急な対応を求めました。 

豊田佐吉翁が生誕し、平成29年2月で生誕 
150年を迎えます。公募を含む市民12人が 
記念事業企画委員として1回/月の会合の 
中で技術立国発祥の地にふさわしい事業を 
検討しています。現在は佐吉翁ゆかりの地 
を巡るウォーキングコースの整備や、織機 
の復元など事業の内容を18事業に絞り込 
みました。今後は事業実現に向けて実行委 
員会に移行します。お楽しみに。 

豊田佐吉翁生誕150年記念事業企画委員会に参加しています。 

市民協働のまちづくり＞第 3回ねんど祭りを開催します。 

まちの活性化のために自ら考えて活動出来るしくみを作りたい。 
私たちの住むまちの良さを知ってもらいたい。 
そんな思いから今年も「ねんど祭り」を開催します。 
 

■日時：11月2日（日）10：00～14：00 

■会場：新所原駅南口取付道路 

■参加費：無料 

■少雨決行 

 

ビフォ→ アフター 

倒 木 


