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は じ め に 

 ことしは自然の力を思い知らされる年です。3.11東日本大震災から７カ月が経たちま
したが、復興までにはまだまだ時間が掛ります。継続的な支援が必要です。また台風
の被害も１２号、１５号が大きな爪痕を残しました。近隣でも道路の冠水や長時間の停
電があり、備えの必要性を再認識しました。9月議会が閉会しましたので報告します。 
 

9月定例会 ８・９月の活動 

10・11月の予定 

10月 ３日 本会議（閉会） 
10月12日 木曽福島視察 

10月13日 朋友会 

10月22日 茨城報徳サミット 

10月23日 新居町産業まつり 

10月24日 三遠南信サミット 

10月25日 三重県行政視察  
11月 １日 神戸市行政視察 

11月 ４日 議会改革特別委員会 

８月 １日 議会改革特別委員会 

８月 ４日 藤枝市役所訪問 

８月 ５日 教職委員組合交流会 

８月 ６日 熱製造B職場委員会 

８月 ７日 開発B職場委員会 

８月23日 ９月議会招集 

８月27日 おいでん祭 

８月29日 本会議（開会） 
９月 ９日 本会議（質疑） 
９月11日 ボディ製B職場委員会 

９月12日 決算特別委員会 

９月13日 決算特別委員会 

９月20日 本会議（一般質問） 
９月21日 本会議（一般質問） 
９月21日 アスモ定期大会 

９月27日 福祉環境委員会 

くすのき     ＨｏｍｅＰａｇｅ 

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

9月議会では平成２２年度の決算認定を含め２８件の議案 
が上程。２件が取り下げ、２５件が可決、１件が否決されま 
した。市長提案の議案が否決されたのは市政施行後初めて 
の事です。 

現在、社会福祉協議会に４名の市職員を 
派遣しているが今後派遣出来る団体として、 
シルバー人材センター、市体育協会、湖西 
用水土地改良区を 追加しようとする案件。 
 

外郭団体においても自立した運営を基本と 

するものと考え、「新・湖西市総合計画」にも記されているように 

「市民協創」の流れに逆行していると、議案に対する 

反対答弁を行いました。   

※本会議は湖西市のホームページから視聴出来ます。 

http://www.ustream.tv/recorded/17154015 

議案 

第54号 

当初、市三役（市長、副市長、教育長）の退職金を廃止する議案を 

上程していましたが、総務教育委員会において、議論が不足し 
ているとのことで、市長が議案を引き下げました。一見、市長と議 

員の関係が不仲であるように見えますが、対等に議論が出来るよう 

になり二元代表制のあるべき姿に成ってきたとご理解願います。   

1. 

２. ２議案を取り下げ 

湖西市議会議員 
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平成２２年度決算 

１．湖西市の「さいふ」財政状況は？ 
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歳入では個人市民税の減少により昨年比2.9％減少、市債も35.7％抑えるなどして節約型 

の財政運営となっていますが、特別会計を含む市債（借金）の残高は312.9億円あり、固定 

費の削減と中長期予算の策定が課題です。 
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財政力指数 ：算定方法は、基準財政収入額を基準財政需要額で割った値。この指数が 

１を超えるほど財政に余裕があるとされています。これまで湖西市は1.2ポイントを超えて 

いましたが平成２２年度は前年比0.252ポイント下げ0.993ポイントと、収入よりも支出の方が 

多くなって財政は悪化しています。 
 

経常収支比率：経常経費に充当された経常一般財源の割合で、財政構造の弾力性を判
断するために用いられます。８０％を超えると弾力性が無くなっていると言えます。 
 

公債費比率：地方債の元利償還に充当された経費の財源負担状況を表すもので、この比 

率は低いほど良く、１０％を越さない事が望ましい。借金返済が財政の負担となっています。 

Q:：一般会計から特別会計への繰入金の限度額の 

  考え方は？ 

２．一般会計質疑 特別会計事業 一般会計繰入金 

国民健康保険 221,676,948円 

介護保険事業 419,192,000円 

後期高齢者医療 87,849,424円 

公共下水道事業 841,388,000円 

湖西病院 1,163,371,000円 

合 計 10,480,740,952円 

A：特別会計の繰入金については総務省から繰り入れ 

  金の基準額が設定されています。 
 

基準額を超えているのは「公共下水道事業」と「湖西 

病院」事業です。更なる行財政改革が必要です。 
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一般質問（９月２１日） 

Ｑ：工業のまち「湖西」、超円高による産業空洞化に対し、湖西市で出来ることは？    

湖西市における財布の入口と出口について質問しました。 

 市長に対し湖西市の技術力、製品のトップ 

セールスを提案しました。 

Ａ：空洞化の防止策として先端技術産業と、研究所の誘致に加え、今年度から技術自主 

 開発補助金として予算を計上、やる気のある経営者の側面的な支援をおこなっていく。 

湖西市内の企業に対し、新技術、新製品 

の研究開発について事業の１/２以内で 

２００万円を上限として補助を 

行います。すでに５社からの申し込みが 

ありました。 

Ｑ： 少子高齢化、女性の社会進出など 
によるライフスタイルの変化により、 
就学前保育のニーズが変わってき 

ている。空きの多い幼稚園と 
保育園の一体化への考えは？ 

レーダーチャートは湖西市内の認

可幼稚園と保育園を地域を対照
に、収容可能な人数と入所園児の
数を表しています。幼稚園にはか
なり余裕がありますが、保育園は
入所率１１０％と、入所待ちの子供
さんが発生しています。民営化と

合わせて幼稚園と保育園を 

一体化すれば効率的な運営が
出来るのではと提案しました。 

湖西市内認可保育所、幼稚園入所状況 

湖西市次世代育成支援行動計画<後期>より 
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区分 施設名 定 員 園児数 入所率 
公立   鷲津幼稚園 350 296 84.6% 
公立   白須賀幼稚園 210 67 31.9% 
公立   新居幼稚園 420 223 53.1% 
公立   岡崎幼稚園 420 176 41.9% 
公立   知波田幼稚園 140 55 39.3% 
公立   新所幼稚園 105 58 55.2% 
私立   しらゆり幼稚園 200 188 94.0% 
公立   鷲津保育園 150 147 98.0% 
公立   内山保育園 95 75 78.9% 
公立   新居保育園 115 92 80.0% 
私立   微笑保育園 90 103 114.4% 
私立   岡崎保育園 120 127 105.8% 
私立   なぎさ保育園 90 103 114.4% 

  Total 2415 1607 66.5% 

Ａ：国、県の動向を見ながら慎重に 
        検討する。 

答弁する教育長 



くらしの相談 
地域での困りごと、市政に対するご意見やご要望など、 
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 

議会改革特別委員会 

議会あれこれ 

質問時間カウンター 

議会のあるべき姿とは？ 

これから１年間掛けて各課題への対応策を検討し、議会 

基本条例（案）までまとめる計画を確認しました。 

議会改革特別委員会メンバーは９人、車座に 

なって議会の問題点を洗い出し、議会の 

「あるべき姿」について話し合いました。 

議会では市長をはじめとする執行部の方針や施策について質問を 

行う「一般質問」と議案の内容を確認する「質疑」が行われます。 

議員一人の発言時間は「一般質問」では３０分、「質疑」では１５分と 

決められています。議場の入口の上部に「カウンター」が設置してあ 

り、「カウントダウン」していくカウンターを見ながら質問の時間配分を 

行います。（汗） 

あるべき姿 課 題 


