重要と考える︒市民の理

検討していくプロセスも
た市民の理解を得ること

際には︑議会を初めとし

に努める︒

指して︑基金の有効活用

源として市長がいつでも
を図るよう要望する︒

自由に使える趣旨のもの
が重要であり︑その検討

議会は︑３月６日の本

解が進んでいない施策や
プロセスにおいて議会と

会 議 で︑
﹁枚方市基金条
答弁 行財政改革プラン
議会での議論を十分に経
行政とのコミュニケーショ

民サービス向上に使うと

同基金は︑行財政

いうが︑結局︑行政が好

質問

活用基準を設けるべき

この街に住みたい基金
の取り組みによる効果額
るべき施策についてどう
ンをより密にしていく︒

になるのではないか︒

を活用し︑真に行政サー
対応していくのか︒

より早い時期に議会に示

きなように使うことにな

なお︑具体的な対象事
業と取り崩しの時期を含
ビスの向上につながる施

例の一部改正﹂案を原案
のとおり︑賛成多数で可
決しました︒
む同基金の運用計画案を︑ 改革推進の取り組みや市

すよう要望する︒

る︒活用について基準を

今回設置した基金は︑
次の３基金です︒

答弁

本市の魅力向上や

設けるべきではないか︒
関係だけでなく︑森林保

質問 同基金を森林整備

国・府との協議を

幅広い活用に向け

答弁 基金の運用を図る

■この街に住みたい基金

する施策や事業に充てる
ことを前提に︑議会の意
答弁

道路陥没による物損事故など

専決事項の報告を聴取

策を展開していく︒

⁝行財政改革による効果

を図り︑本市の魅力向上
見等を十分に踏まえ︑適

真に市民が必要と

額やその使途の見える化

や行財政改革の推進に係

の各使用料の額を改める

育文化センターの音楽室

年センターのホール︑教

流ルーム︑枚方公園青少

生涯学習情報プラザの交

階的に改定するというが︑

施設との均衡を図り︑段

き上げとなるため︑類似

から試算すると大幅な引

手数料に関する設定基準

室の使用料は︑使用料・

設置目的や他市の

施設の状況等を踏まえ︑

答弁

きないと意見しておく︒

よる使用料改定は納得で

なお︑不明確な基準に

類似施設の考え方を聞く︒

ものです︒

特性が異なる集会室
使用料改定の対象外に

めに制定するものです︒

今回の条例制定に

動物愛護憲章など
本市独自で策定を

質問

より︑動物愛護管理員の

業務や権限は変わるのか︒

なお︑本市の動物愛護

の取り組みはガイドライ

ンによるものだが︑柱と

日の本会議で︑損害賠

施設の特性及び現状を踏

まず利用者へ説明を

り︑特性が異なるため︑

利用者に大きな影響を与

００円の引き上げになり︑

改正に伴い︑従来から置

及び管理に関する法律の

飼養施設等に立入調査を

の適正飼養の指導を行い︑

まえ︑必要に応じて個別

ンター条例︑枚方公園青

使用料改定の対象から外

今回の改正で︑枚

飼いになっている犬の捕

空洞調査を要望する︒

少年センター条例︑教育

獲や飼い主に対する犬猫

答弁 陥没の原因は︑盛

行う権限が与えられてい

空洞があったというが︑

個々に判断する︒

議会は︑３月６日の本

使 途 の 明 確 化 を
等︑幅広い環境対策に同

使用料・手数料に

なる考え方を示すため︑

国からの森林環境譲与税
の積み立てを行い︑森林
同基金の活用につ

質問

動物愛護憲章や同推進計

護対策の観点から自動車

会 議 で︑﹁ 枚 方 市 動 物 愛

行財政改革を推進する経

護管理員の設置に関する

画の策定を要望する︒

切な運用に努めていく︒

条例の制定﹂案を原案の

答弁

る事業費に充てる︒

とおり︑満場一致で可決

２件の損害賠償額を決定

質問

しました︒

施設使用料の改定

方公園青少年センターの

関する設定基準では︑各

調整を行うとしている︒

ホールの使用料が最大５

㌢㍍程度の

牧野北分館の集会室は︑

や府との協議を要望する︒ 報告を聴取しました︒
報告は︑ごみ収集中の

中心に深さ

スポーツで利用されてお

議会は︑３月６日及び

議会は︑３月６日の本

等のＣＯ２排出抑制対策

陥没の原因と対策を聞く︒

会議で︑生涯学習市民セ

には活用できないのか︒

なお︑陥没を未然に防

費に活用を図っていくこ

償の額を定めることにつ

ぐ対策として︑路面下の

ととしているが︑具体的

の市民ニーズや課題︑議
いて︑２件の専決事項の

この街に住みたい基金

会の意見を踏まえながら︑ 基金を活用できるよう国

■枚方市森林環境基金⁝

質問

検討していく︒

なお︑地球温暖化対策

いて︑議会と十分なコン

な充当事業は︑その時々

環境保全事業への活用を

センサスを図るべきと考
答弁 同基金は︑森林環

同管理員は︑放し

図る︒

真に必要な施策に活用を

本条例は︑動物の愛護

■枚方市国民健康保険財

この街に住みたい基金

るなど現在と変わらない︒

物損事故と道路陥没によ

なお︑基金は明確な使

いている動物愛護担当職

境税及び森林環境譲与税

険特別会計における安定

員を条例上位置づけるた

めた使用料・手数料に関

今回の改正は︑市が定

保険料を統一する中︑保

賛成討論 令和６年度に

営していることから︑対

適用に向け︑速やかに広

道事業に向け︑料金制度

月１日です︒

なお︑施行日は令和２

の見直しを行うものです︒

年

本市の水道料金は︑

本市の水道料金
府内での水準は

質問

一般家庭の標準的な使用

量で比べると︑府内では

一般家庭で標準的

どのような状況なのか︒

答弁

例及び下水道条例の一部

会議で︑﹁水道事業給水条

方㍍の場合︑本市の現行

㍉㍍で平均使用水量

に使用されている口径

改正﹂案を原案のとおり︑ 水道料金は１月当たり税

議会は︑３月６日の本

質問

満場一致で可決しました︒ 抜き２０７０円であり︑

立

転車通行帯ではなく縁石

考えるが︑今後︑道路の

自転車道を設置すべきと

収する口径別料金制度の

の口径に応じた料金を徴

今回の改正は︑水道管

目に安い状況である︒

る︒いずれも府内で２番

改定後は２０８２円とな

安全面からは︑自

等の構造物で分離された

安全な自転車利用
推進する施策を

基準を定めるものです︒

い︑自転車通行帯の構造

路構造令の一部改正に伴

今回の改正内容は︑道

満場一致で可決しました︒

周知に努める︒

直接お知らせするなど︑

か︑利用者にチラシ等で

載し︑施設に掲示するほ

報紙やホームページに掲

牧野北分館の集会

不明確な基準での
使用料改定に疑問

象となる︒

同分館は︑生涯学

えると考えるが︑どのよ
り土された路床の圧密沈

うに説明してきたのか︒

る車両損傷での損害賠償

すべきではないか︒

額決定に関するものです︒ 下と考えられる︒

答弁

に関する法律において︑

文化センター条例の一部

森林整備・促進に関する

同基金は︑枚方の

するとともに︑関係機関

する設定基準に基づき︑

３万円引き上げるという

険料額が急激に変化する

議会は︑３月 日の本
会 議 で︑
﹁令和元年度下
水道事業会計補正予算
︵第

今後︑ 月からの

改正案をそれぞれ原案の

質問

用目的があって初めて意
味をなすものであり︑誰

や市民からの通報を呼び

が︑内容と影響を聞く︒

ことのないよう︑賦課割

場一致で可決しました︒
真に必要な支援を

質問

５号︶
﹂ を 原 案 の と お り︑

第７号は︑国庫補助金
の追加交付に伴う増額補
ス感染症対策に係る補助

導入など︑持続可能な水

答弁

施策の財源に充てること

かけ︑道路異常の早期発

牧野生涯学習市民セン

ロールで舗装状況を確認

見や事故防止に努めてい

しました︒

習市民センターとして運

未来を見据え︑真に必要
が明確に示されている︒

とおり︑賛成多数で可決

が市長でも同じ使い方を
な施策に活用すべきと考

年２回︑全市域のパト

されるよう使途を明確に

この街に住みたい基金

えるが︑
どのような視点を
持って活用していくのか︒

道路陥没防止策に
空洞調査の実施を

すべきと意見しておく︒

した財政運営を図る︒

この街に住みたい基金
活用には十分な議論を

なお︑議会の意見に耳

活用については︑

質問 適切な同基金の運

答弁
予算編成過程等で議会の
を傾け︑誰もが住みたい

運用計画の早期提示を
意見を踏まえながら検討

同基金の使途が漠

ター牧野北分館の集会室︑ 質問

質問

く︒

用には︑活用する施策を

質問 道路の陥没箇所を

と思えるようなまちを目

対する︒

府域全体で保健事業の

なお︑保険料の統一に

連携求め本議案に賛成

向け︑激変緩和措置期間

質問 基礎賦課限度額を

段階的に保険料統一を

軽減緩和策を講じて

考えるため︑本議案に反
・４％︑

としている︒
年度が

答弁 本市の受診率は︑
平成

国の令和５年度までの目
内容の報告を受けました︒ 標値は ％となっている︒

厚生常任委員長から審査

日の本会議で田口敬規

会を開いて審査を行い︑

を行うなど︑適切な対応

府が手指消毒用エ

然としているが︑一般財

答弁
タノールを購入し︑市町
村に配布する手続を進め
ており︑本市も府と連携

質問 保険料の抑制のた

合の段階的な変更は必要

し︑市内の高齢者施設等

め︑予定収納率を府より

を最大限に活用し︑いっ

であり︑高所得者からの

保険料支払いが難しい

高く設定しているという

ときに大きな負担増とな

相応の負担は︑持続可能

会 議 で︑
﹁令和元年度一
正を行うほか︑国の新型

新型コロナウイル

へ配布する︒

が︑保険料は市税のよう

らないよう軽減緩和策を

性を確保する観点からや

般会計補正予算
︵第５号・

生活困窮者への対応は

質問 国民健康保険特別

に非課税という扱いがな

講じながら︑段階的に進

保険料支払い困難者へ

会計に赤字が見込まれる

いため収納率を上げるこ

むを得ない︒また︑低所

下水道事業会計
︵第５号︶

ときの対処は︑制度改革

めていくよう要望する︒

得者の支援拡充は︑適正

設を対象としている︒

前後でどう変わったのか︒ とは難しいと考える︒保

答弁 府統一の措置で︑

号︶
﹂を原案のとおり︑満

金の活用方法と︑その際︑ 満場一致で可決しました︒

険料の支払いが難しい生

なお︑減免制度の周知

寄り添う姿勢の徹底を

この補正は︑溝谷川ポ

ニーズを把握して

第６号︶
﹂を原案のとおり︑ コロナウイルス感染症に
市がマスク等を一括購入

議会は︑３月６日の本

満場一致で可決しました︒ 関する緊急対応策を踏ま

に実施すべきと考える︒

構造の基準とは別に︑さ
議会は︑３月６日の本

推進する考えはあるのか︒ 喚起等を行い︑安全性向

らに安全な自転車利用を
会議で︑﹁道路の構造の基

矢羽根等の路面標

よいのか︒

なお︑個人情報を扱う

業務は︑直営を原則にす

今号では︑３月定例月

議会の内容を中心に掲載

枚方市議会報は︑各会

しました︒

委 員 長⁝

上野

前田

議会報編集委員会

副委員長⁝

真人

映仁

治

尚子

富枝

までお寄せください︒

ましたら︑市議会事務局

御意見︑御感想があり

準に基づき編集しています︒

を対象とする︒

部で行う事務処理の双方

対を行う窓口業務と︑内

市民室や国民健康

の推進などにも取り組む︒

学校等への交通安全教育

のために府域全体で保健

活困窮者への対応を聞く︒ 高所得者に対しより多く

担軽減につなげる︒

答弁

など︑保険料を支払う事

それでも滞納になる場合

準等に関する条例の一部

に手続できる電子申請の

導入等の検討を要望する︒

アウトソーシング

個人情報を扱う業務

め︑検討を進めていく︒

即したコストの比較も含

を検討する上で︑実態に

れぞれ最適な組み合わせ

やＩＣＴ導入︑直営のそ

会﹂を新設するものです︒ 答弁

窓口業務の最適化の検討
実態に即した費用比較を

現行の窓口業務を

上 を 図 る︒ ま た︑ 通 行

事業に取り組むことを求

議会は︑３月 日の本

は︑生活の実態に寄り添

ルールの周知や高齢者︑

ンプ場整備工事の設計変

答弁 改革前は︑一般会

いながら相談を受け︑関

改正﹂案を原案のとおり︑ 示でドライバーへの注意

し︑保育施設等へ配布し

計から法定外の繰り入れ

係部署を案内している︒

め︑本議案に賛成する︒

え︑歳入歳出をそれぞれ

第５号は︑予算の執行

案を原案のとおり︑賛成

を行うか︑赤字を翌年に

べきと意見しておく︒

国民健康保険が広域化

多数で可決しました︒

先送りするかの対応だっ

くまでも事務処理だけに

答弁

された今︑医療費の抑制

今回の改正は︑①保険

だが︑コストメリットな

限り︑直接市民と応対す

の保険料負担を求め︑そ

料賦課割合の変更＝平成

たが︑改革後は︑保険給

ど従事者の給与実態に合

保険室などでの個人情報

新たに２つの機関を設置

の取り扱いも含む市民応

答弁 督促状の送付や電

年度に国民健康保険の

保険料引き上げに反対

基金を積み立てる中

保険料激変緩和の
措置期間の延長を

反対討論 国民健康保険

る窓口業務そのものは対

が困難な人たちに寄り添

溝谷川ポンプ場工事

付に必要な費用は府から

質問 安定した財政運営

象としないということで

う姿勢の徹底を要望する︒ 話での催告をしているが︑ れにより中間所得層の負

なお︑施設のニーズを
把握し︑本当に必要な支

全国的にマスクが

援を行うよう要望する︒
答弁

不足する中︑予算執行期
限内での一括購入は困難

運営単位が市町村から都

全額交付される︒

雨季までの完了を

道府県へと広域化する制

なことなどから︑各施設

度改革が行われたため︑

議会は︑３月６日の本

溝谷川ポンプ場の
で購入する感染防止用の

会 議 で︑﹁ 枚 方 市 附 属 機

附属機関条例を一部改正
上げることが示されてい

円を積み立てるというが︑ る中︑保険料は毎年引き

財政調整基金として約７

この基金を保険料抑制に

を目的に国民健康保険財

質問 保険料負担の軽減

質問

備品等に対して補助する︒ 整備工事中︑ブロック擁

国民健康保険料を激変緩

が必要となったというが︑ 〜令和５年度︶の６年間

には医療費の伸びを抑え

関条例の一部改正﹂案を

億円の積み立てを実現す

をかけて府が示す標準保

る︒加入者世帯の約６割

政調整基金として約７億

整備完了の時期を聞く︒

使えないのか︒

受診率の向上を
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が所得１００万円以下で︑ 原案のとおり︑満場一致
の受診率向上が重要と考

なお︑市民の暮らしが厳

溝谷川の水位上昇に伴い︑ 的に近づける②基礎賦課
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るが︑本市の介護施設へ

組むよう要望する︒
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