平成３０年度３月定例議会報告 一般質問より抜粋

住みたい・住み続けたい
まちづくりについて
交野の環境を守るために
（質 問）
本市の魅力をどう捉え、今後
どのような点に力をいれて
いこうとしているのか。

（答 弁）
本市の魅力のひとつは、都市
郊外でありながら自然が豊
かであり、大阪市内・京都市
内への通勤圏にある。この恵
まれた環境を守り、活用して
いくことが重要である。
これからの高齢化に向かい、
特に農業従事者の高齢化・後
継者不足により、住宅地に姿
を変えていくことが考えら
れる。そのためには、農地の
多面的活用と住環境との調
の担い手の高齢化は、より深
和に努めていく。
刻な問題であり、新たな担い
手を得るための仕組みの一つ
（質 問）
課題は多いが、地域のコミュ として考えられるが、施設の
ニティー活動の拠点として、 セキュリティーの問題、地域
学校の利用が考えられるが、 で活動される各種団体の意見
等あり、地域の課題を地域の
市の考えかたは。
皆様で解決できるコミュニテ
ィー活動の重要性を地域住民
の皆様方に訴求していく。

（答 弁）
予算案には、この人件費抑制
を反映した額で予算を計上し
ている。
そのため、年度途中で予算に
不足が生じた時点で補正予算
を組むことになる。

（質 問）
地域行事に子ども達の参加を
呼びかけているが、高学年、特
に中学高学年になると、参加が
難しくなってくる。地域行事の
参加を呼びかけるチラシ等、学
校を通じて配布することは可
能か。
公共施設について
（質 問）
公共施設の老朽化が進む中
で、災害時の対策本部機能が
求められる本庁舎の耐震性
の優先確保が求められる。ど
のように進めていくのか。

（要 望）
過去の職員採用が出来なか
った数年間が、今、しわ寄せ
としてきていることも事実
である。
そういう苦い思いをしない
ですむよう、今後、交野市が
すばらしいまちとして担っ
てくれる行政であってほし
いと願っている。

定員管理計画を定め、計画的
な職員採用を図るよう努力
していく。

師等、この道場繁栄の基を築
き現在に至ります。
正中山遠壽院大荒行堂・戸田
日輝伝師上人より遠壽院祈
祷修法所として認可されま
した。
（般若寺縁起より）

（答 弁）
ワークショップでは、幅広く
意見を集めたいと考えてい
る。幅広い地域、年齢層が参
加できるよう公募したい。
開催方法は、一箇所での開催
を考えている。

（要 望）
庁舎も複合化が考えられてい
るが、行政側だけが便利に利
用できる施設ではなく、市民
も利用できる、また、気軽に
行ける庁舎の検討をお願いす
る。
三十年度予算について

（質 問）
三十年度予算は、市が担って
いかなければならない数々の
事業推進の中で、かさむ費用
の検討がされている。その中
で、条例が審議されていない
段階で給与カットが財源とし
て盛り込まれているが、市長
の見解は。

（質 問）
（答 弁）
ワークショップの開催、アン
市の財政状況について、負債
ケート調査で意見を集める
総額は全国的に見ても高い
ということであるが、その方
水準で推移しており、これに
法、手法は。
加え、公共施設の老朽化対策
など、財源確保が重要になっ
てきている。多角的手段で財
源確保を図っていくが、十年
先を見据えた市政運営に多
額の財源不足が懸念される。
そこで、一定水準を維持しつ
つ、人件費を抑制するという

（答 弁）
（答 弁）
地域行事に参加することは、社 本庁舎は、災害時の防災拠
会の一員として自ら認識する 点、また、市民サービスとま
機会であり、本市の小中一貫教 ちづくり拠点となる施設で
育は、地域で子どもを育てる教 あることから、耐震性の確保
育といわれている。
が重要である。ワークショッ
学校に相談すれば、子どもたち プを開催し、市民の意見を聞
への配布は可能と考えている。 き、財政的制約を踏まえなが
ら、その地域性や必要な機能
の確保を図りながら進める。
（質 問）
いま、地域の行事を中心とし
て、若者が担っているが、次世
代に引き継ぐ、いわゆる、循環
型活動が重要である。その議論
の場、提供の場として、学校施
設を利用できないか。
（答 弁）
現在、中学校には、学校支援地
域本部事業で利用できる地域
支援室がある。しかし、日常的
に利用できる場所はない。
これからの学校施設整備に当
たり、検討も必要である。

交野市の神社般若寺

当山開山大法院日秀（般谷啓
秀）が、京都大本山妙顕寺第
五十四世・宗門第二十二代管
長河合日辰聖人の師弟とな
り、当時妙顕寺の末寺とし
て、京都・大阪・奈良の中心
である交野の地に．龍華門下
として「一乗圓頓の宗旨広め
四海唱導の精祈をこらすべ
し」と山号「立正山」寺号「槃
若寺」を授与され、広宣流布
の志願をもって、この地に法
華弘通の道場を建立したの
が当寺の起原です。
その後、山田日真上人はじ
め京都頂妙寺加歴花房儀清
続けたいまちとして、課題解決
に熱意を持って取り組めるよ
うな人材の確保が必要ではな
いか。厳しい財政状況にあって
も、将来を見据えた計画的な職
員採用が課題であると思うが
市の考えかたは。
（答 弁）
本市では、財政健全化の一環と
して、退職者の不補充や採用を
見合わせた年度もあった。
そのため、現在の職員の年齢
構成がアンバランスになって
いることも事実である。

（出典：kikkomanHP より）

（答 弁）
現状の地域コミュニティー

苦渋の決断をした。
取り組み期間は三年の時限措
置とし、財政見通しの精査を
し、人件費抑制のコントロー
ルをしっかりとやる。
（質 問）
人件費カットの議案が可決さ
れる前提での予算案には違和
感を覚える。
仮に、今議会で否決された場
合、どうなるのか。
耳より健康コラム

（質 問）
補正予算の問題は、当然出て
くる話であるが、職員にとっ
て、給与は生活していく上で
大きな課題である。
人材の面から考えても、当市
の職員として応募の減少が危
惧され、優秀な人材の確保が
難しくなるのではないか。
この点についてはどのように
考えているのか。
（答 弁）
就職には、給与などの待遇面
も大きな判断材料となるが、
本市の厳しい財政現状を考え
ると、施策の達成感、やりが
いなどを十分に伝えて理解を
得、また、募集方法や採用条
件等の見直しを含め、優秀な
人材が確保できるよう引き続
き努力していく。
（質 問）
自分の生活が大切であるが、
交野の魅力、すなわち、住み

まで熱する。

(4 ) お皿に盛りつけ、しょうゆ
をかける。残りも同様につ
くる。

て卵１個を割り入れる。

(３) 水大さじ１を加えて蓋をし、
中火で５分ほど、白身が固ま
ってキャベツがしんなりする

材料（２人分）

(1) キャベツは太めのせん切り
にする。
(2) フライパンにサラダ油小さじ
1/2 をひき、キャベツの半量
を敷き、真ん中をくぼませ
２個
３枚
小さじ １
適量
・卵
・キャベツ
・サラダ油
（Ａ）
・丸大豆醤油

キャベツ巣ごもり風
超簡単レシピ

＝フッ素の利用と虫歯予防＝
フッ素は、骨や歯を作るために
必要不可欠な元素で、緑茶や魚
介類などに多く含まれていま
す。歯が生えてきた子どもや、
歯肉が痩せて歯の根が露出して
しまった高齢者の虫歯予防に効
果があります。
また、歯科医院で定期的にフッ
素を塗布したり、フッ素入り歯
磨剤などを利用することで、歯
質強化や初期の虫歯を修復し、
虫歯菌の働きを抑える働きがあ
ります。ただし、フッ素の利用
は虫歯予防の一つの手段であ
り、使用することで完全に虫歯
を防げるものではありません。
まずは、食生活や歯磨きなどの
生活習慣に気をつけて、フッ素
の効果的な使い方をかかりつけ
歯科医に相談しましょう。
健康増進課（広報より）

「南星台絵手紙の会」より

