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第14号

おがわ文人議会報告

12/6土山町山内学区、第９回「幼保・小中学校

再編検討会議」において、山内小学校を閉校し

平成29年度4月より土山小学校に通学させるこ

とを決定、教育委員会に報告された。4月には

鮎河小学校が休校となったばかりである。少子

高齢化がもたらす急激な人口減少による社会変

化の影響は、今後も加速していくことになる。


　再編計画は、よりよい保育・教育環境の提供

を目指し27年3月に基本計画が策定された。同

年7月〜10月にかけて市内の２３小学校区で計

画内容の説明を行い、多くのご意見・ご質問が

出された。その後、再編検討協議会が設置され

たのは、伴谷学区伴谷東学区と今回の山内学区

の２箇所である。今後各学区では難しい対応が

迫られることになる。しかし、私は再編計

画ありきで考えを進めていくことは少し問

題があると考えている。中には大規模校に

馴染めない子供もいることを忘れてはなら

ない。いづれにしろ、未来の地域のあり方

を見据えしっかりと議論をし、学校とは？

地域とは？そして子供とは？・・・難しい

選択がもうそこに迫ってきている。


　学校再編について、12月議会で岩永新

市長は『学校がなくなるということは、教

育施設がなくなるということだけではなく、

集落機能がどうなっていくのかということ

を不安に感じておられる。教育部局だけで

なく、市長・副市長関係する部局も一丸と

なって地域のあり方をパッケージで考えて

いく。再編計画は地域の皆さんと考え、地

域の皆さんと議論を深めること。また対話の中

から結論を導いていきたい。元の再編計画（案）

だけではない。」と答弁されている。再編あり

きではないとも言われている。


　今後、学校再編についての基本認識は、地域

が知恵を出し議論を進めていくことが必要と思

う。皆さんと共に考えよう。甲賀の未来を！

新しい年を迎えて・ 
　　甲賀の未来につなぐ・・

今年も公選法により年賀状はご辞退させていただきます

幼保・小中学校再編計画を考える

多羅尾小学校全児童８名のオペレッタ

朝宮小学校児童たちのステージ
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補正の主な内容 説　　明 補正額

信楽伝統産業会館の改築設計
信楽市民センター改築に合わせ、伝統産業会館の
移転改築のための実施設計費用 4,410万円

市施設のソフトウェアの更新
現在使用している、汎用性のないリブレからマイ
クロソフトに変更、ライセンス取得 4,200万円

伴谷児童クラブ整備工事 伴谷児童クラブ老朽化、移転改築解体費用 1億930万円

信楽高原鐵道施設整備・保守管理業務委託 車両補修費用・信楽駅ホーム嵩上げ等工事費用 7,419万円

小中学校エアコン設備整備設計費
岩永市長の公約である小中学校にエアコン設置す
るための整備設計費用

4,340万円

小中学校トイレ改修工事の設計費 子ども達の学校での環境向上のための整備設計 2,310万円

信楽高原鐵道ラッピング電車運行 県の地方創生事業と連携・忍者列車ラッピング 800万円

小中学校ICT環境整備の設計 ICTを活用した教育の推進・無線LAN整備工事設計 5,900万円

障害者福祉扶助費の増額 障害者福祉サービスが当初計画より増加の見込み 1億8000万円

12月議会で決まったこと（補正予算抜粋）1000円以下は切上げ

11/24から始まった12月定例会が、12月16日で閉会した。

各派代表質問からスタート、補正予算や条例案件が審

議され、なかでも補正予算として伝統産業会館の実施

設計に質問が多く出た。まず、基本設計を出し実施設

計に移る過程があるのに無理があるとの事。しかし今回の補正は、前中嶋市長と地元

業界との選挙前の公約、言わば前中嶋市政の継承である。その他一般質問も18名の議

員が登壇、やはり公約の実効性が問われたように思う。しかし、岩永市長は桜の杜構

想の白紙、給食センター用地の変更を打ち出した。そのセンターは、補助金交付の決

定後、国への断りを議会に報告せず行ったのは議会を軽視しているとの批判もあった

が、取り下げ・変更の意志は固く市民との約束を重視した結果となる。その他、今議

会から無所属議員が4名15%、公明、共産より多くなった。しかし一人ずつであるため

議会運営や方針に口出しできない。当然人事にしても。これら会派政治の弊害かも知

れないが、あと任期1年気長におつきあいしていきたいと考える。今回の議会の市長答弁は、100%であった

と考える。また、市長が交代すること、この様な場面に立ち会えること、多くの経験をさせて頂く議会で

もあった。あの10/16の思いを忘れることなく、これからもしっかりと岩永市政とともに歩んでいきたい。

11月10日、臨時議会

が開催された。今議

会は、岩永新市長の

スタートとなる初議会である。選挙で市民の皆さんと

の対話のもと３３分野１８からなる「市民の声でつく

るまちづくり政策集」を前に進めるために、施政方針

演説として議会に自らの考えを述べられた。①市政運

営に対しては市民対話を基本にすすめる。②人口減少

を止め10万人都市を目指す。③子育て施策の充実。④

産業振興と財源の確保の４点。その後、岩永新市長提

出の副市長人事同意案件（正木仙治郎氏）が上程され

たが、反対１６（清風クラブ9名、公明党3名、共産党3名、無1名）

賛成９(小河・谷永・市民6・無1）で否決された。残念な結果ではある。推薦議員数と各町の投票行動が示し

ている通りの結果となってしまった。

50％

５町の投票結果（BBC出口調査より）

78％

70％

45％

43％

30％
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AEDは、心室細動を解消す
る為に電気ショックを与え、
心臓が正常に動きを取り戻
すことを補助する為の機器
です。甲賀市の運動施設を
点検、早期設置を目指して
いきます。

建設管理課
（10月15日）

10/13信楽町グランドゴルフ大会が開
催されていた。その中の一人が心室細
動になりAEDが必要とされたが、施設
に設置されてなかったので、看護師さ
んから心臓マッサージを受け大事に
は至らなかった。スポーツ施設にこ
そ必要ではないかとの依頼を受け担当
課に要請した。

獣害防止策の補助を打ち
切られた。継続補助を要
望、担当課に要請 
（上朝宮）

信楽は薪窯文化が根付い
ている。本年開催のまち
なか芸術祭でも野焼きを
プログラムに入れオープ
ニングを飾った。来年度
以降も継続していける様
支援要請を受けた。

産業経済部 
獣害対策室
（7月13日）

教育委員会 
社会教育課 
（10月30日）

28年度重点事業で
もあり、県国の予
算は減少している
が補助していきたい。

地域の子どもたちの
参加はまちづくりに
つながる。伝統文化
を継承していく。

問・ゴルフ場来訪者、ミホミュージアム、秀明会など多

くの来訪者が利用しているがその必要性の認識は認識は


 
問・市独自の交通量の把握と調査を行っているか


・  

問・大戸川ダムとの関連性について 
ダムができなければ交通量が多くても整備されないのか


・

問・下流負担金について、県•市の立て替えは精算されて

いるのか


・

問・大戸川ダム水源地域振興基金


・
 

問・今後の国・県との協議について 

・

要望

おがわ文人は皆様方のお声を大切にします。

まちなか芸術祭『野焼き火入れ』

その後
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今年も公選法により年賀状はご辞退させていただきます

おがわ文人・日々あれこれ活動報告（10/1~12/29）
 

・10/1　信楽まちなか芸術祭 

・10/1　明照保育園運動会 

・10/1　信楽にこにこ園運動会 

・10/2　朝宮自治振興会敬老会 

・10/4　SKR新車両出発式 

・10/6　広報委員会 

・10/9　甲賀市長選告示 

・10/13	信楽町グランドゴルフ大会 

・10/14	信楽運動公園LED設置要望 

・10/16	甲賀市商工会商工祭 

・10/16	甲賀市長選岩永新市長誕生 

・10/17	広報委員会 

・10/21	異業種交流会 

・10/22	紫香楽宮　都あかり 

・10/24	議会全員協議会 

・10/24	県調理師回理事会 

・10/16	広報特別委員会 

・10/31	岩永市長初登庁 

・10/28	全員協議会 

・11/1　庁舎整備特別委員会 

・11/5		土山マラソンレセプション 

・11/6　全国たぬきの腹鼓大会 

・11/6　信楽町文化協会芸能発表会 

・11/6　神山区文化祭 

・11/9　水口JCくらわん会 

・11/10	臨時議会 

・11/12	多羅尾小オペレッタ 

・11/13	信楽方面隊消防訓練 

・11/13	多羅尾代官屋敷見学 

・11/14	多羅尾市道管理要望 

・11/17.18.19　議会報告会 

・11/18	田代区浄化槽要望 

・11/21	産業建設常任委員会 

・11/21	12月議会勉強会 

・11/23	朝宮茶祈願祭 

・11/23	朝宮茶まつり 

・11/26	FM信楽打ち上げ 

・11/29	全員協議会 

・11/29	県調理師会料理展示会 

・11/29	12月定例会開会 

・12/1　宮尻区急傾斜改修要望 

・12/1　植林時の獣害対策助成要望 

・12/6　本会議（議案審議） 

・12/7.8,9,12 

　　　　（本会議）一般質問 

・12/13	産業建設常任委員会 

・12/16	（本会議）終了 

・12/16	全員協議会 

・12/22	甲賀病院組合議会 

・12/29	消防年末警戒

免震工法視察

お茶芽クラブの皆さんと

　新年あけましておめでとうございます。皆様方

におかれましては、新しい年を迎え健やかにお

過ごしのことと存じます。さて、昨年10月16日

甲賀市に新しい市長が誕生しました。多くの市

民の皆様方のご支援に御礼申

し上げます。


　さて、昨年2月ごろより中

嶋市長の四選について、私は

できれば新しい市長をと思い

つつ同僚議員の中で度々話し

合いをしていました。結果5

月に岩永氏が立候補表明、無投票で？との懸念

は避けられ市民が選択できることになりました。

私の所属会派（清風クラブ）は現職を応援、会

派分裂選挙になるかと思ってましたが、私一人

が会派から離脱し岩永支援という結果に。支持

していただいている人には大変ご心配をおかけしました

ことお詫び申し上げます。厳しい選挙戦でありましたが、

政策を訴え市民のご意見を聞き政策に反映していくこと

が、甲賀を前に進めるための選択であったと思います。


　組織は長くなると硬直しますし、ましてリーダー

の培ってきた政策が検証などできるわけがありま

せん。ニューリーダーのもとで新しい感覚で時代

性にあった政策実現を望むのは当たり前のことで

あります。今回私の選択は決して間違っていなかっ

たと確信しています。


　桜の杜構想の白紙、給食センター予定地の変更

など打ち出した岩永新市長。前市政から受け継がれてき

た政策の転換が今後進んでくることになるでしょう。 
(文責・おがわ文人後援会事務局）

市
長
選
を
振
り
返
っ
て

ふみチャンネル

みんなの甲賀

子どもたちの選手宣誓
多くの職員・支持者による出迎え

祝当選セレモニー


