市民の命を守る病院

市全体で支えるべき
さ ち

こ

利用促進への取組を聞く。
なお、施設利用者の駐
車場利用料は、無料にす
べきと意見しておく。
答弁 空調工事による閉
か

じ

や

と も ひ ろ

鍜治谷知宏

市債残高の増加を危惧
行財政改革の取組を
大阪維新の会
枚方市議会議員団

なお、職員の福利厚生
は共済組合等も担い、団
体の使用料は近隣の賃貸
物件より安価である。市
民理解や市場価格も意識
した使用料への見直しを
行うよう要望する。

組み、交付税措置がない

的の一つが職員の福利厚

お お

じ

ま さ

ひ ろ

まで減少した。引き続き、

計画的な整備で、安全、

安心で快適な交通環境の

令和２年度中に市

確保を図るよう要望する。

答弁

道楠葉中央線のモール南

交差点から府道枚方交野

２つの自治会から建設し

間の整備も計画的に進め

に着手し、それ以外の区

議を経て予算計上したが、 寝屋川線までの整備工事

大 地 正 広

助成制度を拡充し
速やかに周知を

公明党議員団
％と

ない意向が示されたこと

事は、所有者には費用面

る予定である。

備事業で、楠葉地区の４

などで負担が大きく、ニ

なお、自治会館の改修、 などによる。

アンケート結果等を踏ま

路線の詳細設計を実施し

組は抜本的な見直しを要
くずはアートギャ

介護保険料引下げを

第７期の高齢者保

る。病床確保に伴う影響
なお、市駅周辺再整備

後の対応を聞く。

使用料の減免は疑問
質問 職員会館内に事務

利用支援事業の
対象者拡大を

からも制度の利用促進が
求められる中、対象者を
拡大すべきではないか。

の増加等で制度の利用が

答弁 今後、
認知症高齢者

高まると考える。利用し
やすい環境整備に向け、
助

状況等も参考に、策定予

成の在り方について、
他市

対応するため、制度とし

ても緊急性が高い。以前、 質問

自転車通行空間整

質問

住宅の耐震改修工

拡充を要望してきたが、

この間の取組状況を聞く。

なお、簡易改修への補

なお、初めて自転車通

の考え方を聞く。

行空間が施工された５年

助開始後、受付件数が着

量化工事の補助も含め、

実績数の増加に向けた周

耐震診断や設計、

知、啓発を要望する。

答弁

改修工事に加え、住宅除

却工事などにも補助を拡

充した。また、負担軽減

策では、工事内容に応じ

た補助金額の設定など、

検討を行った。

り健全な財政運営を維持

想される中、将来にわた

一段と厳しさを増すと予

このように財政状況が

れるおそれのある学習支

の貧困対策の役割が失わ

④事業の見直しで子ども

政改革実施プランで市民

決算認定等に賛成する。

合的に判断して全会計の

衡が図れたことから、総

たものの、一定の収支均

公共施設の有料化の推進、 企業会計で赤字を計上し

負担を求める民間委託や

しかし、新型コロナ感

などを要望する。

た病院の万全な体制整備

療機関である市立ひらか

の充実、⑤感染症指定医

の物品配備など災害対策

④状況に即した避難所へ

定の計画で検討を進める。

するため、①市有財産の

援、
⑤市内事業者の実態把

染症の拡大など今後も厳
第 代議長、第 代副

入での府支出金や地方特

等の増加があったが、歳

的な積立て、④適切な感

財政調整基金等への計画

の変化や災害等に備えた

画的な推進、③経済情勢

充てない点や今後の児童

度黒字分を保険料軽減に

別会計については、前年

また、国民健康保険特

等に備えた積立てなど各

③経済情勢の変化や災害

政対策債を抑制する取組、

②危機感を持って臨時財

で真に必要な施策の実施、

いては、①行政手続等の

／

文化の灯を絶やさず裾野

ンターに集約されるが、

予算執行率の低い取組
で作品を発表し、作品に

を広げるためにも、身近

抜本的に見直しを
触れる機会を創出できる
つつみ

鎖や、新型コロナ感染症
への対応で施設予約を一

質問

幸 子

答弁 手続に沿って行政

金の予算執行率が

堤
れ抑制を行う。また、公

財産の目的外使用を許可

なった理由を聞く。

日本共産党議員団
質問 市債残高に占める
債費に留意した計画的な

しており、団体の活動目

ま つ お か

公共の市民向けギャラリ

時中止したことが利用者
臨時財政対策債の割合は
投資的事業の実施に取り

ー確保を要望する。
た。また、職員が感染リ
減の主な原因と考える。
増加傾向で、令和元年度

松岡ちひろ
質問
スクに対する強度の緊張
今後も、アンケートやデ

日本共産党議員団
答弁
で、新型コロナ感染症患
感を強いられたり、患者
では ・２％という。将

自治会館建設補助

補助しており、商店街ご
回開催するなど同施設へ
者受入れに伴う空床補償
ータの分析により課題を

市立ひらかた病院

質問
とに取組が異なることか
訪れる機会の充実を図る

ミニ企画展を年４

経費は、令和元年度を含
ら、毎年の執行状況には
で府の補助金を受けたが、 が安心して来院できるよ

＊４

め予算を余らせる年度が
多いが、その原因を聞く。 変動があるものと考える。 とともに、施設パンフレ

え助成制度の拡充を設計

ーズに応じた補助内容の

住宅耐震改修への補助

するとの答弁があったが、 たというが、今後の整備

計画的な整備で

抽出し、より使いやすい

質問 成年後見制度利用

令和３年度当初に制度を

修繕については、老朽化

う様々な感染防止対策を
施設となるよう取り組む。 るためにも、市債残高を

支援事業では、申立てを

確定し、速やかに自治会

市債を中心に抑制を図る。 生の向上に当たることを

講じる必要があった。

環境整備に見合った

所を置く２つの市職員団

する親族がおらず、市長

来世代への負担を軽減す

１床１万６１９０円では

スポーツ施設利用者

図書購入費の増額を
事業等で市債残高の増加

体に対して、行政財産使

申立てで制度を使う生活

ットの配布等に努めた。
コロナ禍での収益減を補

駐車場利用料を無料に
質問 学校図書館等への

用料を減額しているとい

文化の裾野を広げるため

のほか感染症発生でどの
スポーツ施設の令
も危惧されるため、自主

う。団体は全職員で構成

拡充内容の周知、啓発を

質問
ような課題があったのか。 質問
貸出用図書費はこの２年
財源の確保や事業の大胆

へ周知の上、相談を受け

受診控えによる収

前と比べ、市内の交通事

故件数は毎年減り、

の教職員への研修体制の

実に増加している。新た

傷等がないよう求め、同

充実と児童・生徒への手

な補助内容である屋根軽

する渚保育所と渚西保育

事業会計とその他の会計

％

どの大きな財政負担が続

所の統合、民営化、②蹉

の決算認定等に賛成する。 厚い学習支援、③市駅周

辺再整備は、策定予定の

活用や税等の未収金対策

握が不十分で的確な取組

基本計画で合意形成を図

など、行財政改革プラン

に欠ける商業振興対策、
⑥

しい状況が見込まれ、そ

自治会との事前協

ら熱心な質疑が行われ、

く状況が見込まれ、今ま

跎西幼稚園の閉園後、認

答弁

多くの有意義な意見や

で以上に収支の均衡を意

加速し、権利擁護の観点

提言がなされました。

安定した財政運営を求め

財政基盤の確立に努め

２０２０に沿った財源確

市民生活に寄り添う対応

の中で安定した財政運営

例交付金の増加などで実

扶養減免の必要性を明言

種基金の適正な運用、④

議長等を歴任。

質収支が平成 年度を上

染防止策を講じた上での

しない点、後期高齢者医

公共施設の計画的な老朽

とする自主財源の確保な

コロナ禍で奮闘する市立

オンライン化の推進、②

り、慎重かつ柔軟に推進、

るよう、本市に強く要

保と、その効果検証等を

への改善が必要な債権回

を持続するには、①長期

全会計の認定等に賛成

〈委員長の主な経歴〉

通じたさらなる行政改革

収の取組等の問題点があ

もに、今後も安定した

平成 年初当選、現

の推進、②将来負担に十

り、決算認定に反対する。 財政の見通しの再検証や

回り、前年度に赤字であ

経済活性化に向けた取組

療特別会計については、

化対策、⑤施策の充実等
大に伴う景気の悪化など
市民生活に寄り添えない

事業の優先順位の見極め

った単年度収支が黒字と

などを要望する。

制度自体に問題があるこ

なっている。

とから、両特別会計の決

今後、市税収入は新型

一般会計と各特別会計

を受け、厳しい状況が続

コロナウイルス感染症拡
らなる支援を要望する。

を合わせた令和元年度の

委員会での討論

により市税収入をはじめ
答弁 本市の１㌔㌘当た

となったが、単年度収支

堤議員 一般会計につい

ひらかた病院として広く

また、個別の施策につ
では赤字となった。なお、 に加え、現行の各整備事

ては、①定員数に対して

どが必要と意見しておく。
府内の中核市では、寝屋

業が進む中で、市駅周辺

タブレット型端末導入後

ついては、市として財政

川市が６円、吹田市が７

一般会計では、歳出では

周知し、同院への誹謗中

支援を強化するとともに、

円、東大阪市、八尾市、

新園舎の敷地面積が減少

３会計の認定に反対

なお、病院事業会計に

算認定に反対する。

上 野 議 員 一 部 の 特 別・

在４期目、自由民主党

分留意しつつ、老朽化し

望します。

枚方創政会所属、 歳、

た公共施設の改修等の計

や提言を踏まえるとと

可保育園でなく待機児童

が少ない。高齢化社会が

委員長の総括
委員の意見を踏まえ
安定した財政基盤を

とみ え

用保育室を整備、③新行

解を聞く。

計が平成 年度から５８
００万円程度のままだが、
新図書館も開館するなど、
環境整備に見合う増額を
すべきと意見しておく。
答弁 学校図書館等への
貸出用図書は、子どもに
本を届ける基金も活用し
ながら購入しており、例
年より多くの本を購入し、
活用できたと考える。

は、依然として多く残っ
ている。財政難から制度
の在り方を見直す自治体
もあると聞くが、市民の
安全、安心を確保するた
め制度を継続させるとと

まえ だ

富枝

決算特別委員長
前田

識した財政運営が求めら

た市債の繰上償還や借入

た か

もに、除却の推進に向け
た周知、啓発を要望する。
答弁 木造住宅等耐震改
修補助金で８件を、危険
ブロック塀等対策補助金
で１５８件を除却した。
ごみ減量の役割が大きい

本特別委員会では、
５
日間にわたり各委員か

れる。

なお、図書購入費の合

の

危険ブロック塀除却

古紙の集団回収の支援を

質問 令和元年度に古紙

自 転 車
通行空間

こうした数々の意見

るが、市の見解と今後の

なお、待機者の早期解

国の動向を注視し

う え

上 野 尚 子

積極的に要件緩和を

公明党議員団

こ

現状について見解を聞く。 生材料が入手困難となっ

消と、次期計画での保険
料引下げや利用料減免制

高齢化の進展やサ

度の検討を要望する。
答弁
ービス提供体制の充実に
伴い介護給付等が増え、
一定の負担をお願いして
いる。今後も引き続き介
護サービス基盤の整備や
充実に努める。

備が進む中、子どもがい
じめや犯罪に巻き込まれ
ないか心配する声がある。
令和３年３月末に全校の
Ｗｉ―Ｆｉ環境が整うた

小学校同時に行う

め、同講演会をリモート
で全

歳以下の世
帯を対象に、最大

万円未満で

業は、少子化対策や定住

を補助し、交付件数は１

結婚新生活支援事

促進策として、本市で新

４５件、決算額は５０９

質問

たに生活を始める新婚夫

７万１０００円である。

万円

婦等に補助金を交付し、
住宅の賃借・購入費用等
を支援しているが、令和

大阪府北部地震か

補助制度の継続を
質問

ごみ焼却量の年度目標値

ら２年が経過し、この間、 の行政分別回収を開始し、

快適な交通環境を

質問

和元年度の利用状況は、
間減っているが、中学校

保護受給者等に報酬助成

るよう要望する。

した建物の予防保全にも

ラリーでは、リピート率
健福祉計画で、介護保険
なお、市民の命を守る
団体利用者数と個人利用

されてはいないため、減

をしているが、利用実績

考慮した措置である。

望する。また、関係団体

が増加する一方、新規利
料の基準月額が第１期時

えるべきと意見しておく。 者数ともに減少している。 で学校司書を配置する中、 な見直しも含めた行財政

の約１・８倍となる一方、 病院として、市全体で支

改革の取組を要望する。

額するのは疑問だが、見

る予算執行率の低調な取

も要望していた店舗リニ

用率は顕著に減少してい

令和２年３月末時点で特
調べ学習用の図書を充実

答弁 収支状況を踏まえ

市職員団体の事務所

ューアル等への助成制度

る。周知不足が要因と考

これは、駐車場を有料化
させるべきではないか。

抑える必要があるが、今

を、消費税増税や新型コ

えるが、令和元年度の利
答弁
した影響が大きいと考え

うにはあまりに低額であ

ロナ感染症拡大の厳しい

別養護老人ホームの入所
益減のほか、防護具や衛

商店街等が主体的

おさむ

で終了し総合文化芸術セ

と う

治

特養入所待機者の解消と

状況下で行うべきだった
用率向上の取組を聞く。
待機者が７９７名に及ぶ

答弁
に取り組む事業に対して

か

加 藤

財政見通しの再検証と
施策の優先順位づけを
自由民主党枚方創政会
る令和２年度をピークに、 などの取組を要望する。

投資的経費は、一
回程度、３

小学校が受講で

年に

習慣につながる取組を

なお、合計特殊出生率

元年度の実績を聞く。

わんか体操を用いて自主

の伸び悩みから、国は補

ひらかた元気くら

的に介護予防活動を行う

質問

多様なツールを用意し

きるよう調整している。

年で全

質問

億円程度

ＩＣＴ教育の取組

全校同時に実施を

ＩＣＴ環境を活用し

を見込んでいる。

年度以降は

部の大規模事業分を除い
億円程度が基本

その後は減少傾向となり、 答弁

て毎年

億円となった。大

というが、令和元年度で
は約
規模事業の予定もある中
で、投資的経費の今後の
質問
が進む中、正しいインタ

見通しを聞く。
なお、将来への財政の
ーネットの知識を児童に

市は危険ブロック塀の撤

理解してもらうための学

グループを支援するため、 助制度を見直す方針との

健全性を維持するために

去に取り組んでいるが、

は、長期財政の見通しの

報道があった。今後、国

監査委員の意見
厳しさを増す状況の中
健全な財政運営を

勝山武彦 分林義一

自転車通行空間が整備
される市道楠葉中央線

公共のギャラリー確保を

と意見しておく。
なお、同施設は２年度

なお、商業振興におけ

63

商業振興対策事業

自治会館
建設補助金

地区市街地再開発事業な

社会保障関連経費の増大

くと予想される。一方で、

漆原周義 藤田幸久

68

成年後見
制
度

扶助費や積立金、補助費

※質問の内容について、各議員が項目を選定の上、要約して掲載しています（そのため、実際の発言口調とは異なる場合があります）
。

63

りの報償金は４円である。 決算は、実質収支で黒字

が大きい集団回収へのさ

なお、ごみ減量の役割

他市の状況を聞く。

報償金について、本市と

こで、集団回収に対する

回収は減少している。そ

新聞発行部数の影響で自

を初めて達成した。一方、
スタート支援講座などを

補助制度により令和元年

校講演会を、令和元年度

の動向を注視し、本市で

再検証が必要で、今後の

開催しているが、活動が

度に除却した件数を聞く。 治会の収入源となる集団

小学校で実施したと

も要件緩和等を積極的に

は

取り入れるよう要望する。

に面する危険ブロック塀

なお、小学校の通学路

継続してこそ介護予防に

年間所得が４００

いうが、どのようなサイ

なお、タブレットの整

体操開始時と半年

果の見える化を図るなど

後の体力測定を通して効

答弁

へつなげるよう要望する。

寝たきりを予防する習慣

多様なツールを用意し、

オーキングやゴルフなど、

クや、高齢者に人気のウ

可能な競技であるモルッ

なお、車椅子でも参加

ために行った取組を聞く。 答弁

クルで実施しているのか。 つながると考える。その

施策の優先順位づけも重

総合文化芸術セン

要であると意見する。
答弁
ターの建設工事が終了す

市立ひらかた病院

録画映像はこちらから→

072-841-0240

072-841-1528 ｜ FAX

34

本会議中は、インターネットによる本会議の生中継をしていま
す。また、後日、録画映像を配信しています。それぞれ、
市議会ホームページの「本会議生中継」または「録画
映像」からご覧いただけます。

TE L

市
立
ひらかた病院
結婚新生活
支援事業

本会議の生中継・録画配信を実施 ／

枚方市議会では、新
型コロナウイルス感染
防止のため、本会議等
で右記の取組を行って
います。

市 議 会 事 務 局

15

・自席でのマスク着用
・議場の窓と扉を一部開放
・定期的な換気の実施
・ビニール製つい立ての設置
（演壇、傍聴席）
・傍聴席の間隔を確保 など

行いました。

45
45

27

豊中市が各５円である。

より、次の３つの常任委員

70

市債残高などの状況が示される
「枚方市の財政事情」

53

68

30

70

40

結婚新生活支援事業の申請の様子
（写真は子ども青少年政策課）

感染防止の取組

主的に調査を

■ 11月24日 総務常任委員会
「本市におけるＩＣＴを活用
した取組について」

務について自

くずはアートギャラリー
令和元年度に実施した学校講演会の様子

19

11
学校講演会

14

68

介護予防

専門職も関わり支援した。

議会は、委員会の発議に

■ 10月12日 市民福祉常任委員会
「成年後見制度の利用促進に
ついて」

所管事務調査

■ 10月29日 建設環境常任委員会
「公共交通不便地域の移動支
援について」

会で、それぞれ所管する事

商業振興
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