岸本のり子です

年度

岸本市議は昨年の臨時議会や９月議会で

電子黒 板な ど、「教育 」
に名を 借りた 企業 救済

世紀にふさわ しい学校 といえるのか、実 情に

予算。「
暑い夏に扇風機すら ない教室 がある。これ
で

あった予算計上を」
と求めていました

しかし、２０１０年度予 算には扇 風機設置の予算

「
パソコンは先進国並みでもこの生活環境では」

は計上されませんでした。

徒」
、「
補助はあっても比叡平のように年間７万

「
大型のデジタ ルテレビよりさきに、せめて扇風

地域」
、「
自転車も認 められ ず、距離制限で補

円も負担する生徒」
など様々な方 法で通学し

機ぐらいつけて欲しい。今の時代クーラーよ」

保護者から

ている。

助 も 認 めら れな いた め、全 額自 己 負担 の生

☆ 大津市全体を見たとき、「
公共交通に頼れない

代を今削減することはない。

通学費補助・
猛暑対策・
県立高校統廃合・
鳥獣害・
・
・

協議会での「
経過措置」
をふまえて、平成

お こな い、安 全・安心に通学 でき るよう 迫りま し

こに住んでいても、通学路の整備、定期代の補助を

も・
・
・
」

の授業確保のた め夏休みを 返上しろといわれて

「
文部省の通達で一年間に中学校では９８０時間

現場からは

実施さ れる と、志賀 域では、５㎞圏 内の中学

た。しかし、教育長 は「
義務教育にかかる費 用のす

岸本市議は市議団の申 し入れに引き続き、さら

岸本市議は、義務教育の小・
中学校の生徒が、ど

生３５０人 （
おもに和邇 の生徒）が徒 歩通学 とな

べてを無償にする という規定 はな い」と居直 ってい

党大津市議団の﹁学校での猛暑対策・緊
急の申し入れ﹂に︑急遽全学校の最上階
の教室に扇風機が設置されました！

風 機 を 全 学校 ・全 学級 に設置 す べき と迫 りま し

た。

教育長は今後「
室内環境を見 極めて」
といいます

が、勉強 できる 環境ではあり ません。来 年度 は必

ず予算化することを強く求めました。

～～～～～～～～～～～～～～～～

岸本市議 は県 が進 めよう としている 「
県立 高校

高校・
北大津高校が対象と

の統廃合計画」
で、堅田
地域活性化・
経済対策交付金。これを受けて

なっていることから、市とし
小・
中学校にパソコン・
デ ジタ ルテレビ・
電子 黒板に
億３千３００万円を予算化。

求めるよう要望しました。

て県に統廃合計画の中止を

大津市 は「 世紀の学校にふ さわしく 」と市内の

昨年、自公政 権が、総選挙ネライで打ち出 した

に「
本来はクーラーの設置 が望ましいが、せめて扇

ります。（現在 自転 車通 学 は認 めら れず、お金

校 あ る 大 津 の中 心 部 と違

億７千万

１００ 年に一度の猛暑に扇風 機すら
ない学校が！

ます。

㎞に

㎞に１校のみ。徒歩通

％で、あ とはＪＲ通学 しか手段 がな

年度の一般会計決算では

１３

☆ 大人である大津市の職 員の通勤手当支 給の

や部活する生徒などにとって適切なのか。

☆ 徒歩通学に最高往復２時間かかるのは受験生

かった。だから全額補助がされていた。

学は

い、志 賀域 は南北

☆ 南北

岸本市議は次のように指摘

いこうとしています。

２１

を使ってＪＲに乗るのは自己負担となります。）

から遠 距離通 学について全市 統一 の制度にして

２３

大津市 は、昨 年の事 業仕分 けの提 言や、合併

安心して学校に通えるように！

どこに住んでいても

議会質問に立つ岸本市議

１７

対象は２㎞ではないか。
☆ 平成

２１

１６

円の黒字。３５０人でほぼ３５０万円の定期
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こんにちは

植 えて伸 びか け た苗 を 一
晩で食い 荒らされ た。 サツ
マイモやジャガイモはほじく
りかえされ作れない！

全国的に鳥獣 被害 が深 刻化す る中 で、２００
７年に国会では「
鳥獣被害防止特別措置法」が成
立。大津市でも「
鳥獣被 害防止計画」
を 策定。強
化されてきました。
ところが、政権が変わり、新政府は事業仕分け
で、「
鳥獣害対策は、国ではなく自治体 が責任を
もつべき」
として予算額を大幅に削減しました。
岸本市議 は、国や県 が削 減しても市 が独 自で

葛川の鳥獣害対策は「
地域の福祉」
として必要

をもたら しました。岸本 市議 は、昨 年６月 議会

で、市が緊急に、事業 者に厳しい指導・
監督 を行

うよう求めていました。

必要な防災措置が図られるよう、農業委員会と

市は「
期限 を決め、市道、農 道の機能回 復や、

いわれ る葛 川では日々の生活の食材を賄うには

も連携しながら、法に基づき手続を進 めていく」

昨年の６月議会で、岸本市議 は、「
限界集落 と

畑に頼らざるを得ない。生活を維持していくため

と約束。

ませんでした。

．
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今、緊急に対応するよう強く求めました。

り、岸本市議は台風シー ズンを迎えようとする

近年の集中豪雨は各地で被害をもたらしてお

り、近隣４世帯が浸水する被害が発生。

先月７月

日と降り続いた激 しい雨によ

止しているものの、必要な 是正措 置は講じられ

ところが、１年が経 った今も、土砂の搬入 は停

には電気柵は農業振興事業というより「
福祉施策」
として必要」
と迫っていました。
今回も 電気 柵な どの補助 が受 けられ るよう
緊急に関係法令の緩和など検討すべきと迫りま
した。
産業観光部長は
「
防護柵の設置は農業振興を目的とした施策
であり、個 人単位 の防護 柵 への助 成 は現時 点で
は考えていない。小規模農家の防護柵の設置につ
．時
．点
．で
．は
．考え
いても補 助要 綱の緩和について現
ていないと答弁。

１４

対策を強 化していることを評価 しな がら も、次
の質問を行いました。

害獣捕獲を強化するためには
動物炉の使用を無料に！
岸本市議は、猟友会に委託し、捕獲した獲物の
最終処分は猟友会にまかされているが、市の動物
炉の使用や、市の土地に大型の穴を掘るなど市の

岸本市議は、緊急の課題として対応することを
強く求めました。

２０１０年しが赤旗まつり

責任で処分することを求めました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

える土砂の埋込など が行われ、本市道 北０３１

１３

１０月１７日 １０時〜１６時
膳所公園へぜひおこしください

産業観光部長は
「
捕獲後の処分は、猟友会に対し、処分費を含

危険な地すべり地域、市民の安全と
安心のため、業者に厳しい指導を
伊 香 立下 々谷 での農地 の嵩 上げ は中山 間 地
域の農 地の保 全と優良 農地の造成 を理由 に
年以上にわたって行われてきました。

も今では少なく、高齢の方 々が大 きな獲物を自

０号線や農道は土砂で埋め立てられ、大雨の日

お待ちして
ま〜す

んだ経費を支出。動物炉の使 用料の別途支出 や
減免はできな い。市有地 への埋設 はでき ない」と
答弁
岸本市議は現在の委託料ではボランティアに等
しい実態や、獲物の処分費の負担を高島市やその

分で処理する困難な実態を訴え、市の動物炉での

には、近隣の住宅に土砂が流れ込むなどの被害

その間産業廃棄物 の不法投棄や、計画図 を超

減免措置など検討すべきと強く求めました。

他の自治体が行っていること、猟友会のみなさ ん

１５

