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若葉の鮮やかな季節、後援会の皆様におかれまして
ては、ご健勝にてお過ごしのことと
存じます。
さて、３月彦根市議会では平成２１年度予算案を
を含む、４７議案を審議し可決
致しました。審議では新政ひこね会派を代表して、大きく７項目について質問を
行い当局の考え方を質しました。さて、総額７０４億５６４７万円は法人・個人
市民税の減額を受けて基金からの取り崩しなどで編成されており、依然厳しい財
政環境に変わりはありません。今年度も議会として議員として、執行チェックを
果たしてまいります。
引き続きのご指導・ご鞭撻を、よろしくお願い申し上げます。

『１／８彦根市消防出初式』

『２／１２議会運
運営委員会研修』

彦根市議会議員

安藤 博

『２／１４議場コンサート』

INFORM
MATION
彦根市平成２１年度予算
算

一般会計
特別会計
企業会計
総
額
市民税
約１１億円減
収

３４９億８０００万
万円（対前年＋４．３％）
２１４億３９６１万
万円（対前年－３．９％）
１４０億３６８６万
万円（対前年＋３．１％）
７０４億５６４７万
万円（対前年＋１．４％）
基金から
ら２１億
円
-1取り崩
崩し

地方交付税
大幅な増額

QUESTION&ANSWER
【３月定例議会代表質問概要】
代表質問
質問項目
１．平成２１年度予算案に関して
２．彦根市立病院改革プランの実施についての展望
３．「低炭素社会構築事業」の現状と課題について
４．公共交通網の整備に関して
５．緊急経済雇用対策の現状から
６．小中学校、異学年交流について
７．歴史まちづくり関連事業について
※質問形式は、一括質
質問・一括答弁方式

１．平成２１年度予算案に関して
Ｑ．市長は予算編成に際して、彦根市総合発展計画「ひこ
こね２１世紀創造プラン」後期基本計画に基づき、特に、
「次世代育成支援対策事業」及び「安全・安心なまちづ
づくり関連事業」に加えて、「歴史まちづくり法関連事業」を
重点化しているが、その重点化理由について尋ねる。
。
Ａ． 「次世代育成支援対策事業」と「安全・安心なまちづく
くり関連事業」は平成２０年度
に引き続き推進し 「歴史まちづくり法関連事業」は、
に引き続き推進し、
「歴史まちづくり法関連事業」は 昨年に公布された「歴史まち
づくり法」に則り、特別史跡「彦根城跡」を中心に文化遺
遺産を保存整備するため重
点化したものである。
た投資的経費を１５．６％も上
Ｑ．性質別予算案で見たとき、ここ数年、押さえ込んできた
積みしている。事前の説明では、歴史まちづくり事業や
や旧彦根藩松原下屋敷庭園
保存推進事業と聞き及んでいるが、このような１００年
年に一度の経済危機だからこそ、
物件費の緊急経済対策や雇用対策に、扶助費での福
福祉関係費にシフトするのが一般的だと考えるが、その見
解を求める。
解を求める
Ａ．「歴史まちづくり法関連事業」を重点化する一方、プレ
レミアム商品券の発行や緊急雇用創出事業などの経済対
策や雇用対策に配慮した予算編成としている。旧彦根
根藩松原下屋敷庭園保存推進事業は、将来の観光行政を
視野に入れ国庫補助を受け公有地化し早期整備を推
推進するものである。

２．彦根市立病院改革プランの実施についての展望
Ｑ．この改革を推進するためには、強力な実行部隊として
て組織体制が必要と考えるが、どのような体制で推進する
のか。また、ＰＤＣＡサイクルを回すためにも委員会は
は、第三者で構成するべきだと考えるが見解を求める。
Ａ．院長をはじめ各部局長で構成する拡大管理会議にて
て月１回の進捗管理や評価を実施し、年１回以上の評価・点
検は有識者や地域住民の参加を得て委員会を設置し
しＰＤＣＡを回していく。

３．「低炭素社会構築事業」の現状と課題について
Ｑ．平成２０年度の具体的な取り組みで、家庭、地域、学校に対して、それぞれどのような取り組みを展開 したのか、
啓発活動の実績とその評価について見解を求める。
1月 6日 会派会議
7日 議会運営協議会
8日 彦根市消防出初式
式
彦根市消防第１４分
分団激励会
9日 近江鉄道労組新春
春のつどい
（電）滋賀地協新春
春のつどい
10日 高宮十日えびす
13日 彦根商工会議所議
議員クラブ

17日
18日
20日
23日
24日
26日
30日
31日

田島一成衆議院議員新春の集い
松寿会新年賀詞交歓会
新政ひこね会派視察研修(～22日)
（連）滋賀彦根愛犬地区連新春の集い
彦根市ＰＴＡ大会
高宮学区連合自治会役員会
後援会報告会
民主党・連合滋賀合同会議

市民の視線、考え方、疑問が私の原点Starting Pointに今こそ立つ 安藤
藤ひろし Ａｇｅ.36

http://www.ando-hiroshi.com

QUESTION&ANSWER
Ａ．市域全体では彦根駅前や市役所・出張所への垂れ幕
幕設置や、「地産地消」をテーマにした市民環境フォーラム
の開催。家庭へは広報ひこねへの周知掲載し、滋賀県
県の環境家計簿「みるエコおうみ」の利用促進に努めた。
また、学校では４小学校で環境学習プログラムを実施
施した。来年度も拡充していく予算編成としている。

４．公共交通網の整備に関して
Ｑ．「愛のりタクシー」の本格実施として、鳥居本と稲枝地
地区の乗合タクシー運行費
補助金とさらに１地区を計画し、合計４５０万円を計上
上しているが、今後も新たな
地区を増やしていく考えか見解を求める。
連携計画」により、公共路
Ａ．平成２０年度に策定した「彦根市地域公共交通総合連
線空白地域への導入拡大が掲げられており バス路線
線空白地域への導入拡大が掲げられており、バス路線
線の見直しをする中で、
線の見直しをする中で
補完運行を検討していく。

５．緊急経済雇用対策の現状から
Ｑ．景気後退の影響から国が地域雇用創出推進費を新た
たに創設したのを受けて、本市では平成２１年度当初予算
主要事業として、ふるさと雇用再生特別基金事業３９２６万３千円、緊急雇用創出事業７３３０万４千円等を計上
しているが、どのような分野での事業を行なうのか、そ
その概要について伺う。
Ａ．「ふるさと雇用再生特別推進事業」は１年以上３年以内
内で、６事業を計画し新規雇用予定者数は１０名。また、
「緊急雇用創出事業」は３年以内で２１事業を計画し、新規雇用予定者数は延べ８８名としている。事業分野は福
祉・環境・産業などを計画している。

６．小中学校、異学年交流について
Ｑ．異学年交流は情操教育の上で非常に重要と考えるが
が、その取組みと成果について、
教育委員会の見解を問う。
ていたが、現在その環境は変化
Ａ．以前の社会では遊びを通じて自然と異学年交流をして
している。そこで、各学校では同級生との ミ
している。そこで、各学校では同級生とのコミュニケー
ケーションや他学年との交流、さら
ションや他学年との交流、さら
に地域のおじさん、おばさんとの交流を積極的に実施
施しており、様々な場面で異学年
や異年齢交流に成果をあげている。

７．歴史まちづくり関連事業に関して
Ｑ．彦根市歴史的風致維持向上計画での、重点区域の考
考え方について見解を求める。
Ａ．考え方として、固有の歴史的風致が集中している城下
下町地域や
宿場町の高宮・鳥居本地域、そして荒神山と周辺地域
域が挙げら
れるが 「歴史まちづくり法」では城下町地域を重点地
れるが、「歴史まちづくり法」では城下町地域を重点地
地域と設定
している。
Ｑ．歴史的風致の課題を①城下町のまち割りに係る事項
項②歴史的
建造物の滅失③歴史的風致の要素となる建造物の活
活用と管理
の課題④伝統的産業の担い手と後継者育成に係る４
４つの課題
に整理しているが、この４つの課題解決についての、施
施策につい
て尋ねる。
Ａ．歴史的風致を象徴する建造物の保存修理、歴史的風
歴史的風致を象徴する建造物 保存修理 歴史的風
風致形成地
区の環境整備として、周辺道路等の整備および案内板
板や道標の
整備、自転車利用促進の施設整備、一部外堀の復元
元を含む水路
整備や、歴史的風致形成地域を対象とした計画策定事
事業を考えて
いる。
2月 1日
2日
4日
5日
9日
12日
14日

高宮学区自主防災
災会講習会
中学校給食特別委
委員会
（電）組織内議員団
団会議
議会運営委員会
北方領土返還県民
民大会
議会運営委員会行
行政視察
子ども議会
高宮ドリームズ総会
会

18日 議案説明会
19日 農業団体連協総会
20日 新政ひこね会派研修
（連）滋賀彦根愛犬地区連定期総会
21日 彦Ｐ連定例協議会
彦根市消防葬
24日 彦根市・犬上郡営林組合議会
28日 高宮蓬莱山保存会総会
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【緊急経済対策事業】
◆金融対策事業
◆工場等設置奨励事業
◆緊急経済対策彦根市住宅リフォー
◆緊急経済対策彦根市住宅リフォ
ーム促進事業
ム促進事業
◆緊急雇用創出事業

１億５３３０万円
１億８９６６万円
２００４万円
７３３０万円

【新規事業】
◆ふるさと雇用再生特別基金事業
◆新型インフルエンザ危機管理体制整備事業
◆特定不妊治療費助成事業
◆特別支援教育支援員配置事業

３９２６万円
３０９万円
３２６万円
２５３６万円

【大規模歳出事業】
◆保育所運営事業
◆生活扶助支給事業
◆児童手当支給事業

１５億１４９６万円
１２億２６０３万円
９億１５４８万円

２期目の２年間は、特に次世代育成支援対策の強化を、
、議会を通じて主張してまいりました。今回、平成２１年度予
算に一定の予算反映することが出来ました。引き続き、丁
丁々発止の議論を尽くしてまいりたいと考えます。

理工系人材育成
５３６万円

国際理解教育
３０５０万円

教育フォーラム
２２万円（予算
化）

時間延長保育
９７５０万円

就学援助
７８６２万円

放課後児童クラブ運営
１億８４７万円

3月 2日
4日
6日
7日

３月議会開会
執行委員会
議会運営委員会
（連）春闘決起集会
会
民主党県連定期大
大会
9日 一般質問(～11日))
12日 予算特別委員会(～
～16日)
14日 高宮ＮＴ自治会総会
会

16日
17日
18日
19日
23日
26日
28日
29日

予算特別委員会
福祉病院・産業建設常任委員会
福祉病院
産業建設常任委員会
総務・市民文教常任委員会
議会運営委員会
３月議会閉会
めぐみ保育園卒園式
彦Ｐ連新旧役員交流研修会
民主党第２区総支部定期大会

