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無事、副議長としての職責を果たしました！★
平成22年第1回枚方市議会臨時会が、5月17日(月)から同月20

、 。日(木)にかけて開催され 正副議長の改選などが行われました

私は昨年5月20日からの1年間、副議長の重責を担わせていた

だきましたが、本臨時会をもって任期を終え、副議長の職務を

新しい方にバトンタッチすることとなりました。

、多くの市民の皆様のご支援と議員の皆様のご協力をいただき

無事、職責を果たすことができ、深く感謝いたしております。
臨時会の議事進行を行う西田まさみつ

今回の臨時会では平成22年度の新しい正副議長を初め

とする各種議会役員の選挙などが行われました。

以下に、今年度の私の議会での役職、所属委員会等を

ご紹介いたします。

＜私(西田)の今年度の役職、所属委員会＞
★議会運営委員会 委員長
★文教常任委員会 委員
★都市計画審議会 委員
★議会報編集委員会 委員臨時会で副議長退任の挨拶をする西田まさみつ

＜私(西田)が副議長の任期中に実施した議会改革の概要＞
私は、平成20年度に「議会改革懇話会」の座長を務めた立場から、平成21年度の副議長任期の中で、

枚方市議会にとっては歴史的とも言える以下のような議会改革を断行いたしました。

本会議一般質問における一問一答方式の導入

これまで、本会議における一般質問では一括質問・一括答弁

方式が採用されていましたが、この方式は傍聴者にとって質問

。 、に対する答弁が分かりづらいという欠点がありました そこで

、ひとつの質問に対してただちに答弁する一問一答方式を導入し

傍聴者にとって分かりやすい議会を実現いたしました。

予算・決算委員会における分野別分割審査方式の導入

予算・決算特別委員会において、一般会計については総合的

に一括して審査していましたが、分野別に分割して審査するこ

、 。とによって より詳細かつ慎重に審査できるようになりました

市役所本館4階への議員調査資料室の新設

新設した議員調査資料室の内部市民生活に直結した行政案件を審査するという重責を担って

いる議員として、社会情勢を的確に把握するとともに、法律や

条例等の知識をさらに高めていくため、市役所本館4階に「議員

調査資料室」を新設いたしました。

市役所各庁舎の掲示板への議会日程等の掲示

本会議や予算・決算委員会などの議会日程等を、広く市民の皆様

に知っていただくために市役所各庁舎の掲示板に議会日程等を掲示

することを始めました。
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枚方市議会 ６月議会で質問に立ちました！★

平成22年第2回枚方市議会定例会(通称:6月議会)が、6月14日(月)から

25日(金)にかけて開催され 「平成22年度一般会計補正予算の審議」や、

「 」、「 、 」 。一般質問 各種条例の制定案 改正案の審議 などが行われました

これらの内容については、本年8月に市内全戸に配布される市議会報

や枚方市公式ホームページで紹介される予定ですが、ここでは私(西田)

の『一般質問』の内容について、抜粋してその概略を報告させていただ

きます。

＜6月議会一般質問における私(西田)の質問とそれに対する答弁＞

（ ）抜粋・概略
西田の 月議会一般質問の様子Ｑこのたび発覚した枚方市社会福祉協議会(社協) 6

、における資産運用の失敗による損失に関しては

社協に対して市としてしっかりと指導していく 自殺者が全国で年間3万人以上という残念で悲しいＱ

必要があると思うが竹内市長の考えを聞く。 事態が続いているが、市としての自殺予防対策につ

社協は公共性の高い団体であり､地域福祉の中核 いての実績と今後の方針について聞く。Ａ

を担う団体でもあるため､市として必要に応じて 昨年12月から、相談専用電話「ひらかた命のホットＡ

指導と助言を行っていく。 ライン」を開設するとともに自殺予防に関する情報

提供を行うためのホームページを開設している。今

20歳代､30歳代の若い世代に対する行政サービス 後は、自殺のサインに気づき､見守り､必要に応じてＱ

は極端に少ない状況にある。本市の将来を考え 適切な専門相談機関につなぐ役割を担う人材「ゲー

た場合､これらの世代へのさらなる支援策が必要 トキーパー」を養成する研修会や電話相談支援事業

と思うが市の見解を聞く。 の相談員を養成する研修会を実施していく。

若い世代に対する支援策の重要性は認識していＡ

る｡枚方公園にある青少年センターを拠点とした ご高齢の皆さんに地域で元気にお過ごしいただくたＱ

新しい出会いや交流が図れ、生きがいを感じる め、地域の老人クラブさんへの支援策をさらに充実

ことができるような事業を検討していく。 させる必要があると思うが市の見解を聞く。

、 、 、Ａ地域の各老人クラブでは 社会奉仕活動 健康増進

安心して暮らせる住み良い街づくりに向けた活 友愛訪問活動等の活動を積極的に行っておられるのＱ

動に取り組まれている自治会に対するさらなる で、こうした活動を通じてご高齢の皆さんが地域で

支援策についての考え方を聞く。 生き生きとした生活ができるよう市としても支援を

自治会活動を活発に行っていただける環境づく していく。Ａ

りの一助として、自治会活動に関するリーフレ

ットや啓発チラシを作成し、自治会の加入啓発 本年3月20日の第二京阪道路の全線開通に伴い、さＱ

にご活用いただいている 今後も広報ひらかた らに渋滞が激しくなった枚方東部地域の交通対策、。 、

FMひらかた、ケーブルテレビなど、様々な機会 安全対策を強く望むが、今後の方針を聞く。

をとらえて自治会活動の啓発に努めていく。 今年中に枚方東部地域の交通量調査を実施し、実態Ａ

の把握をしたのち、地元の皆様と協議しながら交通

悪質商法から市民を守るために設置されている 対策、安全対策を進めていく。Ｑ

枚方市消費生活センターにおける消費生活相談

の実績と相談の特徴および今後の方針を聞く。 市内の公園に設置されているトイレのバリアフリーＱ

平成21年度の相談件数は3,162件で、内容はイン 化の整備状況と今後の対応について聞く。Ａ

ターネットによる架空請求が多く、70歳以上の 現在、市内の35公園に38箇所のトイレが設置されてＡ

高齢者の被害が増加している。今後も情報機器 いるが、そのうちバリアフリー化に適合しているの

や講座用グッズを充実させ相談機能の強化を図 は14箇所のみ。残りのトイレについては、今後バリ

るとともに、啓発活動も積極的に行っていく。 アフリー化を検討していく。

小学校における給食の食器にはトレー型の仕切り皿Ｑ

が採用されているが、これではご飯が食べにくい。本会議場での

、 。西田の 月議会6 ご飯茶碗の導入が必要と考えるが 市の見解を聞く

ご飯用のお茶碗の導入については、さらなる食育の一般質問の様子 Ａ

、 、推進を図る観点から 米飯給食の回数の増加も含め

実施に向けて取り組んでいく。
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枚方市政トピックス

★「第二京阪道路」全線開通後の市内・外の交通状況について
本年3月20日に「第二京阪道路」が全線開通して3ヶ月が経過いた

しました｡一日あたりの平均通行台数は約3万2千台で当初予測の2万

6千台を大きく上回っているとのことです。これに伴い、国道1号線

(従来の一日平均通行台数：8万4千台)と名神高速道路(従来の一日

平均通行台数：13万台)の通行台数がそれぞれ約1万台減少したとの

ことで、地域道路の交通がスムーズになった状況を見ましても、一

定度の渋滞解消効果があったと言えます。しかしながら、国道307

号線の津田地域から杉地域にかけての区間で新たな渋滞が発生して

いる現状があることから、今後も道路状況をしっかりと見極めなが

ら、道路の交通・安全対策を進めてまいりたいと思っております。
第二京阪道路“全線”開通式にて

★スポーツ施設の整備事業について
本市のスポーツ施設の規模(数や大きさ)は、41万人都市として

は明らかに不十分で、かねてより多くの市民の皆様からスポーツ

施設充実のご要望が出されていました。また、私も市議会の場で

スポーツ施設の充実について竹内市長や南部教育長に強く要望し

続けてまいりました。そこでこのたび、市は本年3月に「枚方市

スポーツ施設整備計画」を策定し、市民の“健康の保持増進”や

“生きがいづくり”につながるスポーツ活動を支える環境整備を

。 「 」進めることとなりました 以下に 枚方市スポーツ施設整備計画

市のスポーツ施設となる元枚方西高跡地の中で新設予定の2件のスポーツ施設をご紹介いたします。

元枚方西高等学校跡地の活用によるスポーツ施設の新設
２場所：伊加賀西町 施設：体育館1棟、テニスコート4面、グラウンド1面 敷地面積：約14,100ｍ

。 。開放時期：グラウンド等の即時利用可能施設から今年度より利用開始 その他の施設は整備完了次第

東部スポーツ公園の新設

場所：尊延寺 施設：野球場1面(夜間照明設置) 敷地面積：約78,000ｍ 開放時期：平成26年度２

★新しい市民病院の建設事業について
枚方市民病院は、北河内地域で唯一の二次救急医療を実施する医療機関として大きな実績を残してい

るものの、施設の老朽化等の問題が生じています。そこで市は､新病院に建て替えるとともに、近隣医療

機関との機能分担により､極めて水準の高い地域医療体制を構築していくことを目的とした「新病院整備

実施計画」を策定いたしました。以下にその計画の概要を示します。

【新病院整備実施計画の概要】

現市民病院の東側の国有地を購入し、現病院敷地も駐車場等に活用し整備する。＜位 置＞

病床数335床、延床面積28,920ｍ、階数は地上7階、地下1階、外来患者数900人／日。＜規 模＞ 2

＜医療内容(抜粋)＞

、 、 、 、内科 外科 リハビリ部門 小児科

分娩・新生児集中治療部門、産科、

婦人科、緩和ケア部門、感染症対応

、 、部門 365日24時間救急医療(小児科

産科含む)部門。

＜特 徴(抜粋)＞

、 。免震構造 太陽光発電システム導入

用地取得はH21年度中、＜目標工程＞

建設工事はH23年度～H25年度、

開設はH25年12月。

総事業費181億円。＜概算事業費＞

（ 、 、用地費16億円 建設関連費133億円

新しい市民病院の完成予想イメージ図医療機器等整備32億円）
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★JR長尾駅の駅前広場整備事業について
JR長尾駅は一日の乗降客数が2万8千人を超え、現在も増加してい

る中、既存の駅前広場は狭小であり、バス､タクシー､一般車が混雑

するなど、極めて危険な状況にあります。また、東側からの駅利用

にあっては､踏切を渡り､府道交野久御山線を経由するなど、歩行者

にとって大変不便な状況にあります。そこで市は駅利用者の安全と

利便性を確保し、交通結節点としての機能向上を図ることを目的と

して、西側の駅前広場を拡張整備するとともに、橋上駅舎､東西を

連絡する自由通路、駅東側の自転車・歩行者道の整備を進めている

長尾駅前広場の整備完成ｲﾒｰｼﾞ図ところです。整備完了予定は平成24年度です。 JR

( )内は月／日写真で見る

本年4月から6月にかけての私(西田)の活動の一部

藤阪ハイツ“さくらまつり”( ) 枚方市総合体育大会開会式( ) 桜丘北校区“桜ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ”( )4/3 4/4 4/11

藤阪ﾊｲﾂでの街かど市政相談所( ) 副議長としての最後の業務( ) 地域医療シンポジウム( )5/5 5/18 5/22

宮之阪ｲｽﾞﾐﾔ前での街頭演説( ) 関西大学 会総会( ) 枚方市議会 月議会終了後の議席にて( )6/7 OB 6/12 6 6/25


