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新統合病院の建設計画が発表されました
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次世代に誇れる加古川のために
次世代に誇れる加古川のために
新しい一年がスタート致しました。
明るい年となるように祈っておりますが、国も地方も多くの課題が積み重
なっている現状でもあります。問題を先送りし、次の世代へ負担をつけま
わしてきた政治に大きな原因がありますが、だからこそ政治は何をこれか
ら成すべきか。問われる一年であると思います。
今後も、このまちの未来を見据えて行動し、次世代に誇れる加古川のため
に活動して参りますので、引き続きのご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し

【新病院の概要】

上げます。

1.病床数：一般 603 床
2.診療科：28 診療科
総合内科＊、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科＊、糖尿代謝内科、腎臓内科＊、神経内科＊、小児科、外科、
消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科、整形外科、形成外科、リハビリテーション科、眼科、

平成 24 年第６回定例会

（平成 24 年 11 月 30 日～12 月 1１日）

耳鼻 咽喉科、皮膚科、産婦人科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、精神・神経科、歯科口腔外科、

主な議案の審査結果

病理診断科、救急科
＊：新規配置予定診療科

件名

議案概要

議案第96号 平成24年度加古川市一般会計補正予算（第３回）

【スケジュール概要】

議案第88号 加古川市立保育所条例の一部を改正する条例を定めること
議案第91号

神野保育園の施設及び定員を民間に移管し、平荘保育園の定員
を民間に移管するため、本条例を改正する。

加古川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正す
地域主権一括法により公営住宅法が改正されたことへの対応
る条例を定めること

議決結果

中村賛否

原案可決（全会一致）

賛成

原案可決（賛成多数）

賛成

原案可決（全会一致）

賛成

請願の審査結果
請願の審査結果
件名

※竣工は平成 28 年夏になっておりますが、機器の搬入や患者さんの移転など準備が半年ほど必要となりますので
新病院のオープンは平成 29 年春ごろとなります。
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中村賛否

請願第5号

加古川市の中学校給食の早期実現と自校方式を求める請願書

不採択

反対

請願第6号

財政破綻をまねきかねない大病院建設に反対し２つの加古川市民病院の存続と充実をもとめ
る請願書

不採択

反対

請願第7号

財政破綻をまねきかねない大病院建設に反対し３つの加古川市民病院の存続と充実をもとめ
る請願書

不採択

反対

◆請願第 5 号について（中学校給食についての考え方）
中学校給食については、共働き世帯の増加等の社会情勢の変化などから、全国の 8 割を超える公立中学校で実施さ

この市政報告は、基本的にポスティングと駅前等での配布となっております。郵送をご希望されます方は、ご遠慮な

れている現状であり、我々としても、中学校給食の必要性、市民ニーズの大きさ、食育の観点等から、樽本市長に対

く下記までご連絡下さい。次回より、郵送にてお送り致します。（お名前とご住所を明記下さいますよう、お願い致

し予算提言や、態度表明の場などで、中学校給食の推進、実施に向けた検討、調査について要望・提言してきました。
しかし、実施方法について現段階では、様々な角度から調査・検証する必要があると考えます。兵庫県の他の市町

します。頂戴した個人情報につきましては、厳重に管理を致しております。
）
中村 亮太
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TEL：
TEL：079079-427427-9308（会派控室）
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ホームページからでもお申込みいただけます。http://ryotanakamura.com/

においては、平成 22 年 5 月現在、中学校給食を実施している中で、センター方式が 15 市 9 町。自校方式２市。親子
方式２市。民間調理方式１市１町であり、各市の実状に合わせた様々な方式がとられているのが実態です。
そのような議論が具体的にされていない中、自校式を最善と限定し進めることは、逆に早期実施を遅らせることも
否定できないと考えます。まずは生徒においしい給食を提供する土台を築くことが先決であり、中学校給食検討委員
会の提言の中でも、調理方式については更に専門的に調査研究した後に方針を見出すことと提言されています。
このようなことから、自校式に限定した本請願については、現段階では賛成することはできません。

Q：学校教育での取組みは

食を通じて郷土愛を育み
食を通じて郷土愛を育み、地域振興へ繋げる
地域振興へ繋げる

答弁：
答弁 「かつめし」を教材として、地域文化を探求する活動を

したり、社会科学習と関連付けながら、地域産業等の学習へ
発展させたりすることが考えられる。

そして、第二に、かつめしを通じて加古川への愛着を
加古川への愛着を

◆今回の一般質問項目
１．全小学校一斉に「給食かつめしの日」
１．全小学校一斉に「給食かつめしの日」
を行うことについて
①教育部門における、かつめしの認識について
②加古川市の各小学校において、かつめしがどの程度
提供されているかについて

③全校一斉に給食がかつめしとなる「給食かつめしの
日」の実施について

④総合学習とのリンクや特別授業での、かつめしの
更なる浸透について

（詳しくは「中村亮太 HP」にてご覧下さい
HP」にてご覧下さい）
」にてご覧下さい）

教育も地域振興の視点を持つ
育も地域振興の視点を持つ
べき！
昨今、かつめしを地域振興の起爆剤にしようという動き
が高まっています。先日、北九州市で行われた B-1 グラン
プリにおいても、
「うまいでぇ！加古川かつめしの会」が初
参加を果たし、当日は完売をする程の人気でした。行政も

高めることが挙げられます。大人になっても給食の思い
高める

今後とも、ふるさとを象徴する料理等を通して、地域文化

出というものは強く残っているものですが、ふとした時に

への関心や郷土への愛着を深めたり、それらに関わる人々と

「かつめしの日」ってあったなと思い出すこともあるでし

のつながりの素晴らしさに気づかせることができるよう努め

ょうし、かつめしを見たときに加古川で過ごした子供時代

て参りたいと考えている。

を思い出すこともあるでしょう。

も配布されています。そのような活動によって、市民の皆
さんの、かつめしに対する認識も高まっているところかと

は「教育」の観点
「教育」の観点から行政が支援できることがあると考え、
「教育」の観点
今回提案をするものです。
具体的には、小学校の給食において、全校一斉に「給食
かつめしの日」を設定できないかというものです。
第一に、かつめしを身近に感じることによって現在の

地域振興は、地域振興部や観光協会だけではなく、やるならば全

に示すということです。それによって大人も子供も「か
に示す

市を挙げてやるべきものだと考えるためです。

つめしは加古川にとって大切なものなんだな」ということ

せっかく盛り上がってきた取組みを一過性に終わらせないために

が認識されます。

も、様々な面からの行政の支援が求められます。

かつめしは市民に定着しているとは思いますが、更に教
育を通じて、地域の文化にまで高めることで、真に「かつ
めしのまち加古川」になると思うのです。

Q：教育部門のかつめしの認識は
答弁：加古川を全国に発信すると共に、地域活性化に
答弁
も役立っている。学校給食では、10 年以上前からメニ
ューに取り入れており、地域に根付く郷土料理の一つ
として認識している。

幹部職員汚職事件
幹部職員汚職事件調査特別委員会が発足
事件調査特別委員会が発足！
調査特別委員会が発足！
幹部職員の贈収賄に関わる汚職事件について、議会からも調査を行うこととし、この度
特別委員会が設置されました。これまでは総務教育常任委員会内で行われていました
が、切り離すことになります。なお、100 条委員会という声もありましたが、誰かを告
発するものではないため通常の特別委員会として発足しました。もちろん調査を進める

Q：かつめしの提供頻度は

中で必要があれば切り替えるべきと考えています。

答弁：現在は年２回提供している。好評なので、提供
答弁
提供

庁内の仕組みや制度に問題がなかったのかなど、調査をしていきます。

回数を増やすことも検討したい。
回数を増やす

再質問：具体的には？

【調査審議事項】

4.法令順守について

1.事件の全容解明

5.加古川市職員汚職事件調査・再発防止対策委員会について

2.契約制度について

6.独立行政法人側の検証委員会について

答弁：一番人気のカレーが年３回なので、まずは３回
まずは３回
答弁

3.組織体制について

を考えるが、具体的な話は今後検討してゆく。
を考える

【今後のスケジュール】（予定）

思います。
そうした行政のご努力は評価をするものですが、更に私

からもサポートするという観点で質問いたしました。

長期に渡って支援するという意思を内外
として認識し、長期に渡って支援するという意思を内外

観光協会などを通じての PR を行い、今加古川の街にはかつ
めしの旗が数多く設置されておりますし、かつめしマップ

今回は、
「かつめし」を題材とした地域振興の取組みを、教育部門

何より同じ日にやる意味は、市が、かつめしを市の財産

Q：「かつめしの日」実施について
答弁：現在、給食は全校を２グループに分け、同じメ
答弁
ニューを順序を変えて提供している。同日にすると、
１日あたり 18,000 食分の材料が必要となり、食材確
保の点から課題があるものの、実現可能な方法につい
て検討していきたい。

1 月・・・10（木）
、18（金）、25（金）

～

2 月・・・5（火）、14（木）、21（木）

議会改革推進
議会改革推進特別委員会・進捗報告
推進特別委員会・進捗報告

～

私も委員となっている議会改革推進特別委員会ですが、一定の結論を得たものについて、今回の 12 月議会において委
員長から報告が行われました。

【町内会長との兼務について】

地域振興の取組みとの相乗効果が見込まれます。例えば、
地域振興の取組みとの相乗効果
その日の給食でかつめしが出たことを学校から帰ってきた

町内会長との兼務については、
「議員は全体の奉仕者であり、一地域の代表という立場を兼務するのは好ましくない」、

子どもが話すとして、その話を聞いた親は、また今度家で

「議員本来の職務に支障が生じる可能性がある」、
「町内会の事情を考慮し、周知期間を設けるべき」との意見が多く、

も作ってあげようかなと思うこともあるでしょう。もしく
は子どもから作ってほしいと言うこともあろうかと思いま
す。

加古川
かつめし

また県内各市の実態や動向等を調査した結果、町内会長との兼務を規制する動きが進んでいることからも、申し合わ
せ事項によって兼務を規制するのが妥当との結論に達しました。
なお、他の事項についても議論中です。随時、ご報告いたします。

