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問質人個

中川　睦子議員
市民産業建設常任委員会

Q

A

Q

A

小川　吉則議員
福祉病院教育常任委員会

▲市内フリースクールの様子

▲新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

Q

A

Q

A

予約の殺到と周知期間が不十分

高齢者への接種計画に問題はな
かったのか

・子ども医療費を中学校
卒業まで無料にすべき
では

・学校給食無償化の実現
を

・子どもの貧困対策につ
いて

保護者へ支援することがより
適切と考える

フリースクールへの公的支援は

・医療費無償化拡大につ
いて

・小中学校給食無償化に
ついて

・職員の職場環境につい
て

その他の質問

その他の質問

※フリースクールとは、不登校の子ど
もに対し、学習・相談・体験活動等
を行っている民間の施設です。

Ｑ　不登校児童・生徒の教育機会を確保する場所の一つとして、フ
リースクールがある。市内のフリースクールへ公的支援が必要では
ないか。

Ａ　教育委員会としては、本市の不登校児童・生徒一人一人に合った場所での学びを保障するた
め、フリースクール等民間施設を利用する児童・生徒の保
護者への支援がより適切だと考える。

Ｑ　学校とフリースクールとの連携についてはどうなってい
るのか。

Ａ　学校とフリースクールの連携については、学校から保護
者に対してフリースクールに関する情報提供が行える体制
を整えている。また、フリースクールに通所する児童・生
徒の活動状況を共有し、学校において指導要録上の出席扱
いとすることや評価を行うなど連携している。

Ｑ　ワクチン接種は地域医療と行政が一つになり、迅速で安全な取組を
進めなければならない。高齢者への予約券の発送、予約日の取り方、
接種の仕方など、分かりやすい周知、接種スケジュールの組み方に問
題はなかったか。

Ａ　問題はなかったと考えるが、予約の殺到と、周知期間が不十分な面もあった。今後は周知期
間を確保し、予約を年齢で分け競争を防ぐ。また、コール
センター予約枠を確保し予約しやすい仕組にする。

Ｑ　予約できていない方の対応は。
Ａ　民生委員･児童委員など福祉に関わっている方に情報の提
供をお願いする。

Ｑ　会場への交通アクセスに係る助成、支援は考えたのか。
Ａ　公共交通の利用が可能なため助成には至らなかったが、
今後、南彦根駅からも会場へのバス運行を予定。
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問質人個

野村　博雄議員
福祉病院教育常任委員会

Q

A

Q

A

長﨑　任男議員
企画総務消防常任委員会

▲建設が待たれる図書館（中央館）建設予定地

▲高齢者の福祉増進を図る老人福祉センター

Q

A

Q

A

様々な機関と連携し一層の充実
を図っていく

コ口ナ禍で孤立する高齢者への
支援の充実は

・俳句文化の護持・発展
策について

・荒神山古墳の誘導標識
やトイレの整備等につ
いて

・河瀬学区の小中学校等
の整備について

決定された用地の変更は想定し
ていない

中央館の候補地は清崎町地先で
変更はないか

・新ごみ処理施設のアク
セス道路について

・県道２号線賀田山西交
差点、中沢交差点の渋
滞を懸念する声への対
応は

その他の質問

その他の質問

Ｑ　コ口ナ禍で人との接触を避け孤立する高齢者の方へ、老人福祉セン
ターや民生委員、社会福祉協議会、老人クラブ等を活かした支援の充
実が必要では。

Ａ　感染症拡大防止対策をしながら、工夫した事業の展開、訪問や電話
での相談・安否確認、広報誌等を活用した情報発信等、連携しながら一層取組を進める。

Ｑ　高齢者の孤立防止活動等により支給される老人クラブ活
動補助金の、一層の周知と活用促進策が必要では。

Ａ　様々な機関や機会を活用し一層の周知を図るとともに、
手続きの簡素化やきめ細やかな対応を更に図っていく。

Ｑ　気軽に相談できる窓口の充実や周知が必要では。
Ａ　地域包括支援センター等の周知を図るとともに、市ホー

ムページ等からも相談してもらいやすいように検討してい
く。

Ｑ　和田市長は当選後の新聞報道で市立図書館（中央館）の建設につ
いては「整備計画をゼロベース（白紙）にし電子図書館の方向で考
える」との発言があったように思うがこの発言の意図は。

Ａ　図書館整備計画について、私が白紙に戻すと発言したかのよ
うな報道が一部にあったが、それは正確な表現ではない。厳
しい財政状況の中、中央館の整備はいったん延伸し、財政状
況の改善を最優先で取り組み、その改善後に着手したいと考
えている。電子図書館については、図書館に替わり得るもの
ではなく、むしろそれを補完し、利用者の利便性を高めるも
のであると考えている。

Ｑ　用地選定委員会で決定された、清崎町地先を候補地とするこ
とに変更はないか。

Ａ　用地変更は想定していない。
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　３密を避けるため、一般傍聴席の定員を、本会議は15名、委員会は3名とさせていただきます。

　受付は先着順となりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

＊「コロナとのつきあい方滋賀プラン」が特別警戒・警戒ステージの場合は、原則、傍聴をご遠慮い

ただいております。

【傍聴に際しての留意事項】
傍聴を希望される方は、以下の点にご協力をお願いします。
・マスクを着用し、咳エチケットを励行してください。（「咳エチケット」とは、咳、くしゃみ

の際に、マスク、ティッシュ、ハンカチ、袖などで口や鼻を抑えることを言います。）
・手洗い、手指の消毒を徹底してください。（入口に消毒液を用意しております。）
・傍聴当日に検温し、熱（37．5度以上）のある場合や、体調不良（だるい、咳が出るなど）の

場合は、傍聴を自粛願います。
・傍聴受付の際にも検温をさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため
本会議・委員会の傍聴を一部制限させていただいております

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため
本会議・委員会の傍聴を一部制限させていただいております

歴代議長顔写真を議場ロビー壁面に掲出しました︕

せら知お

市民の皆様に議会をより身近に感じていただくための取組の１つとして、本庁舎5階　議場
ロビー壁面に歴代議長の顔写真を掲出しました。
本庁舎にお越しの際は、是非ご覧ください。
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せら知お

＊収支内容や領収書、その他、政務活動費にかかる詳細説明については、「彦根市議会ホームページ」でご覧いただけます。

私的な活動 本来的議会
活動

交際的活動
選挙活動 等、多岐にわたる

政務活動費を支出できる
のは、この部分のみ。

私人としての活動

政党活動
後援会活動

政務活動

公人（議員）としての活動

政 費務 活 動
政務活動費とは︖
　本市では、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、各会派（所属議員が
１人の場合も含む）に対して、所属議員１人当たり年24万円を交付しています。

交付の対象は︖
　本市では「会派が研究会・研修会を開催するために必要な経費」、「会派の行う調査研究活動のために
必要な資料の作成に要する経費」等、使途基準を条例（彦根市議会政務活動費の交付に関する条例）で
定めており、基準に合致しない等の理由で政務活動費が余った場合は、返還することになっています。

透明性の高い運用をするために
　本市では政務活動費の使途基準を条例で定め明確化するとともに、領収書を添えた収支報告書の提出
を義務付けています。また、ホームページで領収書の公開もしております。

【参考】　～政務活動の概念図～
※本図はあくまで政務活動の概念を表したもので、政務活動費の支出割合を示したものではありません。

公 政 会

夢 み ら い

公 明 党 彦 根 市 議 団

日 本 共 産 党 彦 根 市 会 議 員 団

令 和 会

12名

４名

２名

２名

２名

2,880,000

960,000

480,000

480,000

480,000

1,184,598

43,393

39,515

585,501

479,920

0

0

0

105,501

0

1,695,402

916,607

440,485

0

80

会派別一覧表（令和２年度交付分　収支報告書）（単位︓円）

交付会派名 人数 令和２年度
交付決定額 支出額 うち会派

自己資金 返還額



編集後記

本会議・委員会の日程（予定）

せら知お
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月　日 内　　　　容 時　刻
9月 6日（月）
9月13日（月）
9月14日（火）
9月15日（水）
9月16日（木）
9月21日（火）
9月22日（水）
9月24日（金）
9月27日（月）
9月29日（水）

10月 6日（水）
10月 7日（木）
10月 8日（金）
10月13日（水）

９︓00

９︓00

９︓30
９︓30
９︓30
９︓30
９︓00

９︓30

９︓00

開　　会

代表質問
個人質問

予 算 常 任 委 員 会
市民産業建設常任委員会
企画総務消防常任委員会
福祉病院教育常任委員会

本　会　議

決算特別委員会

閉　　会

　彦根城をイメー

ジした外観の新庁

舎が完成し、業務が開始されました。

　６月定例会では新たに就任された市

長の市政方針やコロナワクチン接種、

地域の懸案事項や課題などについて活

発な議論が交わされました。

　また、６月定例会から議会改革の一

環として進めておりました委員会のイ

ンターネットライブ中継が始まりまし

た。市民に開かれた議会、市民に寄り

添う議会を目指し個々の議員が資質の

向上に努めてまいります。

　　　　　　　　　　　　広報委員会

全国市議会議長会会長から、
３名の議員が表彰を受けられました。

次の定例会は次の定例会は次の定例会は

9月です9月です

議 員 表 彰

北川　元気議員
10年表彰

安澤　勝議員
10年表彰

谷口　典隆議員
20年表彰


