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会議録をご覧ください

会議録の閲覧は市役所１階の情報センターや市立図書館︑
各公民館︑コミュニティセンター 小(山田・清見台 で)︒

を果たし得る強固な財政基盤の確

継続的︑安定的に市としての役割

の繰り入れ等を行っている︒厳し

答

会計から繰り入れて軽減せよ︒

問

路線の充実を︒

とテレビに出た︒ミニバスやバス

問

の負担をお願いしている︒

いては受益者負担の観点から一定

本会議の録画中継は市ホームページから

立を目指し︑財政健全化の取り組

答

バス路線については︑地域公

本市は﹁買い物難民﹂のまち

芝田市長の本格的新年度予算

みを着実に推進し︑第４次総合計

い財政状況から考えると︑現状以

要に応じたバス路線の見直しや公

子どもの医療費助成を小学校

問

共交通空白及び不便地域の解消に

毎年︑国の基準に沿った法定

くらし︑営業を守る心の予算に転換せよ

上の繰り入れを行うことは難しい

議員

画を円滑に推進していかなければ

晃

ならないと考えている︒このため

南

共交通総合連携計画に基づき︑需

日本共産党代表

と考えている︒
２次財政健全化プログラムにより

卒業まで拡充を︒

度には宅配︵買い物代行事業︶に

取り組んでいく︒なお︑平成

年８月の総選挙で﹁ノー﹂の審

答

年

着実に改革を推進していく︒

た場合は約 億円必要となり︑現

判を下した︒三位一体改革は地方

政治姿勢を問う︒

質問２ 人口減少の歯止対策は︒

答

問 ふるさと農道事業は中止せよ︒

市として積極的に推進すべき

中学校給食の早期実現を︒
助は費用対効果や制度運営上の課

問

調査検討委員会の答申が出て
場有料化が計上された︒施政方針

題等を

問

にくらしを守る心がない︒高齢者

たい︒なお︑保育については病後

質問５

景気対策として住宅リフ

完成を目標に取り組んでいく︒

している︒今後もファミリー層の

を介護予防事業などの施策として

る高齢者バス等優待乗車助成事業

質問７

して取り組め︒

農業委員会の建議を尊重
転入や定住に取り組んでいく︒

質問６

ォームへの助成を︒
答 少子高齢化の進展などの厳し

個人給付型の市単独制度であ

がん検診を無料にせよ︒

高齢者優待パス券を復活し︑

方向性を考えていきたい︒

くれば︑教育委員会で検討を行い︑ 事業と考えており︑平成 年度の
優待パス券の復活や駅前商店街の

答

無駄な事業はやめよ︒

22

れる︒市の水道料金を値下げせよ︒

府営水道料金が値下げさ

い財政状況の中でも︑将来にわた

再構築した︒また︑がん検診につ

度中に調査研究していき

1.4
質問３ 社会保障制度の充実を︒

活性化︑ミニスーパーの撤退対策

答

23

児保育を継続実施し︑保育料の軽
もない︒住民の福祉と安全を守れ︒ 減も生活困窮者世帯を対象に実施

22

通院を小学校卒業まで拡充し
問

17

市民負担が続く中︑ 年度予算 答 家賃補助は平成 年度に制度
に長野・千代田窓口センター廃止︑ 設計に必要な調査等を行い︑ 年
文化会館・市役所・体育館の駐車 度から実施予定である︒ローン補

ン﹂を押し付けた︒

21

り社会経済情勢の変化に対応し︑

22

25

22

新婚家庭への家賃やローン補

問 小泉﹃構造改革﹄は市民を景 の財政破綻をまねき︑国は 年度
気低迷やくらし悪化に追い込んだ︒ か ら 年 度 ま で ﹁ 集 中 改 革 プ ラ

質問４

係る調査研究を行う予定である︒

平成 年度予算と市長の

国保料が値上げされる︒一般

検索

河内長野市議会

平成 年度当初予算においても第

ホームページにもアクセスを

在の財政状況では市単独制度とし

22

て実施するのは困難である︒

21

助︑公立保育所の保育料軽減を︒

質問１
22

政治の転換を求める国民は平成

市民の生活を守れ

6

図書館、
公民館で

個人 質問 代表 質問

教育立市で市の将来を磐石に！

高岡

優子
議員

健康人口を増やし元気な市に！
公明党代表

産業活性化室を新設し地域ブ

協働の市を︒
答

ＣＯ２の削減対策は︒

を策定する予定である︒

問

ランド品の開発など︑農・林・商・ 答 環境家計簿の普及啓発や各種
観光が連携した施策を進めていく︒ イベントを充実させていきたい︒
問 公共交通不便地域をどうする︒ 問 歩行喫煙禁止区域の設定を︒

答

改めて実態調査を行い︑必要
答

な場合は設定に取り組んでいく︒

具体的には下里等での試行結

果に基づき︑関係者で本格運行に

質問４ ﹁健康﹂で健康人口を増
向けた協議を行う予定である︒
問 ニートを含む若者の就労対策︒ やそう︒①がん検診の受診率アッ
今後も体制を整え︑関係機関 プ対策②子宮頸がんワクチンの普

やハローワークと連携をとり合い

的乳幼児等医療費︵通院︶の無料

及と助成③小学校卒業までの段階

答

質問３

ながら継続して支援していく︒

質問１ ﹁教育﹂で安心の未来を︒ 答 家庭・地域の役割や責任を果
問 教育立市宣言の目指すものは︒ たす努力を促しながら︑家庭教育
への支援を充実させていく︒
文化芸術情報の一元化を︒

答 宣言の５つの柱を充実してい

生涯学習情報提供の新システ

施校を増やしていきたい︒
問

年度完了を目

問 学校の耐震化・エコ化を︒
答

答 耐震化は平成
指しており︑また︑太陽光発電設

質問２

ム構築の中で一元化に努めていく︒ 問

くことにより︑自他ともに評価さ

備は今回の補正予算を活用する耐

問

バイオマスタウン︵例・廃食

平成 年度には︑まきストー

用油を燃料に︶の具体策は︒
答

ブの設置や廃食用油の利活用計画

本市経済の将来ビジョンは︒

防災対策︵市民・企業と

協働で︶を万全に︒

質問５

公園などに介護予防遊具の設置を︒

グコースの拡充とベンチの設置④

化④観光を兼ねた健康ウォーキン

問 いじめ・不登校をゼロに︒
震化事業と同時に設置予定である︒

また︑農・林・観光をリンクさせ

環境で先進市を目指せ︒

答 教育立市宣言の一環として︑
問 放課後子ども教室の拡充を︒

れる先進的な教育都市を目指す︒

道徳教育や人権教育の充実を打ち
答 課題が解決できる学校から実

﹁経済﹂で元気な市を︒

出し解決を図っていく︒

平成 年度では数次の国や府

付金等の適切なバランスを問う︒
問

からの経済及び雇用対策に係る補

答
問

び②収納課廃止による収納体制を

①市税等の納付忘れの予防及

収納のあり方について︒

質問２
子宮頸がんワクチン接種等に公費

全国市長会を通じて国と地方の役

助金等を活用した︒なお本市では

取り組んでいく計画である︒

し︑債権回収は各債権所管課にて

クラインガルティン等を問う︒

市民大学︑グリーンツーリズム・

き農地等の対策と市民広報を問う︒

質問３

大幅な税源移譲を要望している︒

割分担の明確化を求めるとともに︑
質問にある新たなワクチン等につ

問

空き農地等の対策︒空
いては︑今後国や府の動向を見な

用と本市からの負担と本市への交

国・府の補助金の積極的な活
がら精査していく必要があると考

子育て支援施策として費用の一部 ミングで納付の周知を心がけてい
助成を平成 年度に予定している︒ きたい︒②納税部門は税務課に戻

問う︒
助成を︒
答 ヒブワクチン接種については︑ 答 ①市民の皆さんに適切なタイ

小児用肺炎球菌ワクチン及び

しながら広報等も研究していく︒

22
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7

放課後子ども教室の増設を

問 親の教育と食育について︒

増田 正博 議員

肺炎球菌ワクチンなどの
市民啓発を！
公明党
質問１ 市民へワクチンの普及を︒
問 子宮頸がんワクチンや肺炎球
菌ワクチン等の市民啓発を問う︒
答 本市で実施しているワクチン
接種については今後も積極的に広
報していく︒なお︑未実施のワク

えている︒

市議会だよりについて︑ご意見・感想・要望
がありましたら︑どしどしお寄せ下さい︒

直

チンについては国等の状況を注視

提 言 を ！

22
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ワクチン接種の啓発を

27

平成22年４月28日●第201号

ムダを省き効率良い
予算執行を望む
リベラル 池田 達秋 議員
河内長野

質問１ 施政方針について問う︒
問 芝田市長が就任して２度目の
予算編成であるが︑市長の思い描
く到達点とは何か︒その達成度は︒
答 安全・安心・安定した緑と笑
顔のあふれるまちを将来のまちの

年度に策定した地域公共交通総合
連携計画に基づき︑公共交通の空
白・不便地域の解消や利用の促進

阪狭山市とで発足した広域連携研

置︑小中一貫教育の推進︑中学校

なお︑達成度を数字では表せない

域連携についても検討していく︒

事務効率はどれほどの効果が

譲される 事務を実施した場合︑

３市が連携して府から権限委

あるのか数字で示せ︒

問

究会において今後︑既存事務の広

が︑平成 年度予算は市長の考え 給食の検討︑図書館の充実︑バイ
を十分取り上げ得たと思っている︒ オマスタウン構想の推進︑校庭の

答

事務効率を高めるため広域化

問 平成 年末にリベラル河内長 芝生化などの多くの内容を盛り込
野としての会派要望を提出したが︑ んでいる︒
質問２ 地域主権の取り組みは︒
どれだけ 年度予算に反映されて
問

共同化を実施し︑徹底してムダを

各市の単独実施に比べ人件費が４

高齢者の緊急シェルター事業

いるのか具体的に示せ︒

問

国︑府の行う学力テストへの

学的な授業等も考えている︒

ち河内長野を知るためのふるさと

質問３ 土日曜日の開庁について︒

割余り︵約１億１０００万円︶削

答

年度で１年間試行して

円︑

減できると試算している︒

モックルバス運賃上限

や勤労者支援の充実︑地域ブラン 省かなければならない︒南河内市
ドの推進事業︑間伐材の利用促進︑ 町村間での協議を進め実践せよ︒
ノバティ歩行者デッキの屋根の設 答 昨年︑本市及び富田林市︑大
問

平成

既存路線への影響予測は︒

参加及び結果公表の考えは︒

年度の全国学力・学習

答

平成

みることにより︑既存バスにどの

状況調査に全小中学校が参加する

年

しながら適切に対応していく︒な

な情報提供を行い︑大阪府と連携

トロールを実施して大阪府へ適正

に示していく予定であり︑わがま

市教育の重点﹂において年度ごと

答

問

具体的な施策等は﹁河内長野

宣言の具体的な取り組みは︒

おり︑今後も地域と連携を図りな

景観ルールづくりなどを予定して

答

進めるのか︒

問

うことを考えている︒

査結果については一定の公表を行

する方向で進めている︒なお︑調

度実施予定の府学力テストも参加

ことを決定している︒また︑

お︑大阪府は河川管理上︑まだ支

がら事業推進に努めていく︒

教育立市宣言について︒

障を生じる段階にはないので河川

平成 年 月以降に府道河内

２期工事は︑いつ頃に着工か︒
答

長野かつらぎ線側から約 ｍを整
備する計画である︒
問

質問３

農業振興について︒

めるかは決まっていない︒

地区計画と景観条例︑どちら

事業計画では地域の自主的な

地域住民と一緒にどのように

管理者としては強い指導ができな

問

市道広野︱高向線の悦過坂第

府道河内長野かつらぎ線の古

いとの見解である一方︑﹁廃棄物

今後も市としては定期的なパ

導しているのか︑中止させよ︒
答

並み再生プランについて︒

ｍの府道から

質問２

を行っていきたい︒

程度影響を与えるか︑分析と評価

答

200

姿︵到達点︶と思い描いている︒

公共交通と
教育立市宣言を問う
峯 満寿人 議員
問 門前︱下里口間のバス試行運

自民党
質問１

転の中間見解と今後の取り組みは︒

もに分析・評価を行っていく︒

22
保バス停から北側

運賃上限２００円の影響は
石川河川敷に向けて土砂の不法投

問

22

等を進めたいと考えている︒

について︒

答 利用状況から地域ではバスを

本市の公共交通のあり方

問 公共交通の利用状況と行政と

しての関わりは︒
守る機運が浸透しつつあると考え
答 市内の路線バスの利用状況は︑ ている︒平成 年度では本格運行
平成 年度でピーク時に比べ約
に向けた協議を関係者で行うとと
４割減少している︒市としては

丹羽 実 議員

河内長野駅ホームの
エレベーター着工時期は
日本共産党
質問１ 住みよい町づくり︒

23

8

41

22

の処理及び清掃に関する法律﹂に
の手法でするのか︒
関する立場で厳しく指導している︒ 答 現時点ではどちらの手法で進
質問２ 高野街道にぎわい・まち

55

10

市長の描く姿と達成度は
河内長野駅

22

21

棄が行われている︒どのように指

130

問 南海ホーム並びに近鉄ホーム
へのエレべーター設置工事は何月
頃から始まるのか︒
答 南海は３月下旬頃から︑また
近鉄は５月下旬頃から工事に着手
する予定と聞いている︒

21

22

22

20

個人 質問

大原 一郎 議員

汗をかかない財政健全化は
あり得ない
公明党

計画推進事業︵地域活性化事業計

できないのが現状である︒市とし

答

号機設置時期は︒

画の策定︶を問う︒

相談業務は増加が予想されるため︑ 組みの１つとして掲げられた都市
窓口センターの業務を引き継ぐこ

ては関係機関に要望していきたい︒

重要度を増す同センターの事業拡

助対象経費の見直しは︑ますます

質問２ 安心・安全のまちづくり

である︒

活性のための調査検討を行う予定

市内の土地利用等について市街化

方法等を再考するとともに財源確

答

向けた進捗は︒

公園西南側への防球ネット増築に

問

両地区とも設置時期を明確に

とは不可能と考えている︒
答 平成 年度は計画策定に向け︑

充に影響しないか︒
を︒

里上池公園西側と清見台第一

問 シルバー人材センターへの補

ながる財政健全化を︒
答 今後も安定的な事業運営が見
問

平成 年度は活性化につ

問 長野窓口センターの業務を消
込めるよう検討︑協議を進めて行

質問１

費生活センターが引き継げば︑市
きたい︒

に基づき︑胃がん︑肺がん︑大腸

答

実施できていない︒今後は工事の

両公園とも条件や制約があり

民サービスを続けながら窓口セン

保等に努めていく︒
答

がん︑子宮がん︑乳がんの５つの

がん検診については国の指針

診は２種類あるが︑診断精度等に

自己採取による子宮頸がん検

課題があり︑がん検診としての導

検診を実施しており︑検診の血液

検査にＰＳＡ値の測定の追加や自

前立腺がん早期発見への

国の指針に従って実施している︒

質問２

なお︑本市としては財政状況が厳

己採血キットの郵送による検査も
問

男性の前立腺がんも市のがん

検診に組み入れよ︒また︑ＰＳＡ

しい中で︑国の指針に含まれてい

必要な用地を取得した上で整

早期に園路がつながるようにせよ︒

よそ︑河内長野

他市に比べあまりに少ない︒おお

行った︒市が保育所に使う費用は

答

ない︒

る委員会で公立保育所のあり方に

ついて検討を願っている︒秋に結
答

である︒増額せよ︒

ら経費に見合った負担を考慮する

答

問

受益者負担の適正化の観点か

保育料を値下げせよ︒

果をまとめていただく予定である︒
回コースの確保に向け関係者の協

つとしており︑保育所︑幼稚園︑
問

当市は子どもと子育て世代が

■あて先

子育てを市の施策の重点の一
力が得られるよう努力していく︒

在宅等の子育て状況に応じてバラ

と︑値下げはかなり厳しい︒

保育所の充実を︒

ンスよく支援が行き届くよう財源

質問２

を配分していきたい︒

を示せ︒

住宅地内の道路舗装計画

極端に少ないにもかかわらず︑天

公立保育所の民営化は許され

質問３
見保育所の廃園や保育料の値上げ︑

問

億円

現在︑保育所のあり方を考え
答

施し︑郵送による自己採血キット ない前立腺がん検診の実施は厳し
も選択できるようにしてはどうか︒ いと考えている︒

︵前立腺特異抗原︶値の測定を実

取り組み︒

河内長野市市原町一丁目１番１号

入は難しいと考えている︒

防球ネットの増設を

保育士配置基準の引き下げなどを

億円・羽曳野 億円・松原

億円・富田林
備することが目標であるが︑とり

がん対策の充実を

国道３７１号郵便局前と喜多

ターの廃止が可能である︒

町さいなみ地区への出入り口の信

少ないため︑今後︑追跡調査を実

安全性に関する国内でのデータが

答 国は当該ワクチンの有効性や

問 市の税収を増やす戦略的取り

岸本 秀俊 議員
施することにしている︒本市とし
ては引き続き受診勧奨や子宮頸が
んのリスク要因を減らす啓発活動

子宮頸がん予防ワクチン

を公的接種に︒

を積極的に推進していきたい︒
問 子宮頸がんの予防や早期発見
には市の検診を受けるのが理想的

月に認可された︒費用は

であるが︑受診できないときには︑

年

１クール３回接種で４万５千円か

助成を考え︑予防対策を強化せよ︒ 郵送検査の実施も考慮せよ︒

ら６万円前後となる︒公費負担や

成

問 子宮頸がん予防ワクチンは平

質問１

がんの予防と
早期発見への対策

答 今後︑消費生活センターでの

22

あえずは既存の山道を活用した周

24

街づくりに力を入れよ
駄場中 大介 議員

寺ヶ池公園﹃噴水広場〜

日本共産党
質問１

問 寺ヶ池を周回するにはわずか

南側の堤﹄の整備を︒
な区間が未整備である︒多くの方
が︑足元が悪く街灯もない狭い未

周回園路の早期完成を

9

22

舗装の里道や民有地を通行してい

27

10

る︒長期・短期的な計画を持って

16
25

21
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いったいどうする！河内

自由民主党 桂 聖 議員
政新クラブ

待ったなし！
活性化対策

質問１
長野駅周辺対策︒
問 新たな活性化対策と駅前整備
施策について今後の方針を示せ︒
答 平成 年度に地域活性化のた
めの調査検討を行う予定であり︑
歩いて暮らせるまちづくりをテー

住民参加でロジェ長野からの
バスダイヤ 公(共交通 の)改善を

出向いて住民の声を聞き︑住民参
加で公共交通を改善せよ︒

町駅前行きバスを朝９時台から午

ション︶から南花台経由の三日市

問 大矢船西町︵ロジェ長野マン

ても︑要望があれば出向いて行き

サークル等の小さな集まりであっ

たいと考えている︒また︑住民の

協議を

の需要に応じたバス路線の見直し

答 市では地域公共交通総合連携
日本共産党 吉田 礼子 議員
計画を平成 年 月に策定し︑取
質問１ バスダイヤを復活させよ︒ り組みの１つとして︑大矢船地域

後４時台まで復活させよ︒また︑

年度から取り組んでいき

出前講座の開催や地域住民のサー
たい︒

利者や関係機関等と協議・調整を

組合や管理会社が行うべきもので

マに民間活力を生かせるよう土地 波障害対策共聴施設のデジタル化
利用の高度化も含め検討していく︒ に市も協力して取り組め︒
答 電波障害に対する対応は管理

行えるよう支援することが︑活気

策が講じられるよう協力していく︒ 域の商業者が安定的に事業展開が

あるが︑市としても速やかに対応

あるまちづくりに貢献すると認識

同じような問題を含んでおり︑地

や撤退による影響はどの地域でも

入することには限界がある︒閉店

店舗の閉店や撤退は市民生活

行いながら︑まちづくりの方針や

質問２ 市民生活が不便にならな

答

方向性を探っていきたい︒なお︑

いように︒

している︒なお︑宅配事業につい

に影響を与えているが︑行政が介

その中では市街地整備方針や民間

問

そして︑この結果を踏まえて権

参画に対する条件と支援内容を提

の対策︵宅配サービスなども含む︶ ては平成 年度で研究したいと考
を考えよ︒

スーパーなどの突然の撤退へ

示して民間の参加を促していくよ
﹃ノバティながの﹄による電

うな仕掛けが必要と考えている︒

えている︒

問

る︒今後の南花台のまちづくりに

さくして︑集約化を図る予定であ

考えている︒

に積極的に働きかけていきたいと

式で取り組み︑同時に地域農業活

問

年までに団地の規模を小

花台団地の縮小化は許さない︒居

ついて︑よりよい住環境の保全が

質問２ まちづくりは住民参加で︒ は平成

住者や自治会・市との合意を必ず

住民参加で南花台のまちづくりに

経過し︑賃貸住宅では空家が目立

性化のためにも地産地消を進めよ︒

中学校給食は完全自校方

つ状況である︒都市再生機構で

答

質問３

条件整理を行い︑エレベーターの

将来転換する方針が示されている︒

年が

設置を検討していく︒

南花台団地は開発から

基づき廃止することになった︒代

問

全体をＵＲ賃貸住宅以外の用途へ

都市再生機構から千代田団地
替策として三日市窓口センターの

今後のまちづくりを含め︑同機構

と十分協議していきたい︒

家賃減額は有効な施策である

答

計画はどのようになっているのか︒

千代田駅東側の駅前広場

質問３

年３

千代田地域ではミニ開発により農

問 ＵＲ賃貸千代田団地の廃止計 地が住宅地になっている︒その周
画を撤回し住民の住む権利を守れ︒ 辺の道路交通対策を強化せよ︒

月１日現在で 戸である︒

たい︒なお︑空き家は平成

ので大阪府に改善策を求めていき

申し入れよ︒空き家は何戸か︒

府営特定公共賃貸木戸住宅の
土日開庁を予定しているが︑郵送

計画の撤回は大変難しいと思うが︑

答

取り組め︒

とるようにさせよ︒また︑泉南市 図られるよう︑市長名での要望も
のように市長名で要望書を提出し︑ 視野に入れながら︑都市再生機構

住民無視のＵＲ︵旧公団︶南

22

30

請求等による利用もお願いしたい︒ 空き家対策のため家賃減額を府に
公営住宅の存続を︒
市営桜ヶ丘住宅にエレベータ

質問２
問

高齢化が進む中で︑垂直移動

ーを設置せよ︒
答

が難しくなる上層階へのアクセス
確保やバリアフリー化︑安全で安
心して暮らせる住戸の必要性等の

10

11

クルなどから要望があれば︑市は

角野 雄一 議員

いつまでも快適に
暮らせる公営住宅を
日本共産党

質問１ 窓口センターの存続を︒
問 千代田・長野窓口センターが

30

20

９月末で廃止されようとしている
が許されない︒存続せよ︒
答 本庁との距離や諸証明の発行
状況が大幅な減少を続けているこ
とから︑第２次財政健全化計画に

72

新たな活性化策の方針は
千代田窓口センターを存続させよ

22

(下)ロジェ長野
(上)バスダイヤ

21

22

よく分かる議会用語

議 会 日 誌
(平成22年２月〜)
２月17日 都市環境・経済常任委員協議会
18日 福祉教育常任委員協議会
19日 総務常任委員協議会
22日 議会運営委員会
各派幹事長会議
３月１日 本会議
10日 本会議

議会委員会条例が平成２１年１２月定例会で改正さ
れました。これは、平成２２年４月１日から組織機構
改革が行われることに伴い、市の事務分掌条例が改正
されたためです。今回は常任委員会をご紹介します。
議会だよりや会議録をよんでいただく時や会議を傍聴
される際に参考にしてください。
じょうにん

11日 本会議
広報委員会
15日 福祉教育常任委員会
議会運営委員会
各派幹事長会議
16日 都市環境・経済常任委員会

いいんかい

常 任 委 員 会

17日 総務常任委員会

河内長野市議会では５つの常任委員会（福祉教育、
都市環境・経済、総務、予算、決算）を設置しており、
各委員会は付託案件や請願などの審査や受け持ってい
る市の事務の調査などを行います。議員は、いずれか
の委員会（複数可）に所属しなければなりません。
＜傍聴＞
委員会は委員長の許可制ですが、審査を傍聴するこ
とができます。希望者は議会事務局（庁舎２階）の窓
口へお越しください。開催日時は、市議会ホームペー
ジ、市議会だよりをご覧ください。
ご不明な点は、議会事務局にお問い合わせを。

総務常任委員協議会
23日〜25日 予算常任委員会
29日 本会議

視 察 記 録
(平成22年２月〜)

○総務常任委員会

当市へ視察

市民生活部、総務部、市長公室、危機管理室、市民
協働室、会計課、消防本部、選挙管理委員会、監査
委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会の所管
に属する事項並びに他の常任委員会に属さない事項

■平成22年２月10日‑
視 察 者

鳥取県米子市議会
経済教育委員会

調査事項

○都市環境・経済常任委員会

５名

小学校英語必修化に
向けた小中連携の取り組みについて

産業振興部、環境共生部、都市建設部、上下水道部、
農業委員会の所管に属する事項

○福祉教育常任委員会

訃

健康増進部、地域福祉部、教育委員会の所管に属す
る事項

報

國領博美議員
平成22年2月1日に逝去されました。49歳。
國領氏は平成14年4月から連続2期、7年9ケ月にわた
り、河内長野市議会議員を務め、この間、総務常任
委員会委員長をはじめ、都市環境・経済常任委員会
委員長や福祉教育常任委員会委員長などの要職を歴
任され、市政発展に貢献されました。

○予算常任委員会
一般会計及び特別会計の予算に関する事項

○決算常任委員会
一般会計及び特別会計の決算に関する事項

11

