
  

 
 

問１ 多額の病院建設費用を生駒市が負担したと聞いたのですが？ 
 答 生駒市が一旦支払っていますが、平成 31 年から約 30 年かけ 
   て指定管理者の徳洲会から負担金として返していただきます 
   （約 2.6 億円／年）。 
問２ 市立病院は、赤字が続いていると聞きましたが、市民の税金 
  から穴埋めされるのですか？ 
 答 生駒市からの税金補填ほてんはありません。順調に赤字額を減 
  らしており、平成29年12月以降は単月での黒字化を目指します。 
問３ 市立病院の患者数って少なくありませんか？ 
 答 計画より若干下回っています。しかし、季節変動はあります 
   が少しずつ増加しています。 
問４ 市立病院の医師数が足りていないのでは？ 
 答 市立病院の常勤医師数を増員します。今年3月には14人でした 
   が4月に18人としました。来年3月には27人にする予定です。 
問５ 結局、市立病院ができて何が良くなったのでしょうか？ 
 答 市内救急患者の市内病院での受入率が増え、119番受報から医師 
   引渡しまでの時間が短縮されました（40.9分→38.2分）。市立病 
   院で出産される生駒市民が増加しました（平成28年度は66人）。 

５Ｒとは、次の５つのことです。 

①Reduce（リデュース／発生抑制）生ごみの

堆肥化・水切り等の励行による燃えるごみの

減量化など。 ②Refuse（リフューズ／拒否）

不要なものは買わない。 ③Reuse（リユース

／再使用）もったいない食器市に参加するな

ど。 ④Repair（リペア／修理）修理して使

い続ける。 ⑤Recycle（リサイクル／再生利

用）分別によるごみ資源化の励行など 
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【１】市立病院の誤解を解く 

 先の６月４日、ちょうど開院２周年の市立病院にて、「地域医療や

健康について考えよう！」をテーマに、健康フェスティバルが開催

されました。 

 市長も「生駒市立病院を知ろう！」と

のテーマで講演し、その中で、問答形式

による「市立病院にまつわる誤解」につ

いての分かりやすい説明をしました。ま

だ市立病院についての誤解をお持ちになっておられる方々もおられ

ますので、その説明を下に記します。 

 

【２】家庭ごみ有料化の検証 

（１）一昨年（平成27年）４月開始の家庭ごみ有料化の効果は下 

 の表の通りです。「Ｈ29年 4～5月／Ｈ26年 4～5月」は 87.6％で 

 したが、「Ｈ29年 4～5月／Ｈ27年 4～5月」は 108.0％、「Ｈ29 

 年 4～5月／Ｈ28年 4～5月」は 100.8％と推移しており、心配さ 

 れたリバウンド（有料化に慣れて有料化前の水準に戻ってしまうこと） 

 は起こっていないといえますが、減量化の効果は、有料化２年目 

 に入って若干後退したまま停滞しています。 

（表の①が有料化前） 
家庭系燃えるごみの集積所での収集量（単位：ｔ）＜市環境保全課公表資料＞ 
① 

Ｈ26年 
4～5月 

② 
Ｈ27年 
4～5月 

③ 
Ｈ28年 
4～5月 

④ 
Ｈ29年 
4～5月 

④／① ④／② ④／③ 

3,695.18 2,999.95 3,212.95 3,238.56 87.6% 108.0% 100.8% 

 

（２）停滞打破のため、有料化によりもたらされたごみ減量化の意 

 識を更に高め、５Ｒの取り組みを強めていただきたいと思います。

 

 

 

 

 

【３】待機児童解消の取り組み 

（１）Ｑ．市内の保育所の数は？ 

 Ａ．今年７月１日時点で下表のようになっています。 

認可保育所 ２５ 

  市立保育所  ５（うち２つはこども園） 

  私立保育所 ２０ 

   従来からの保育所 １５ 

   地域型保育     ５ 

    事業所内保育所  ２ 

    小規模保育事業所 ３ 

認可外保育所 ５ 

 

（２）Ｑ．昨年度の待機児童解消のための努力は？ 

 Ａ．昨年度、4月 1日時点で実質待機児童は37名（単純待機児童 

 は 54名 ※）であったことから、市は、事業所内保育所（従業員の 

 子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供）を

１園、小規模保育事業所（定員6名以

上19名以下）を２園開設しました。 

 

 ※ 市は、これまで公表資料に待

機児童数として単純待機児童数を記

すことがありましたが、今後は実質

待機児童数のみを記すとしています

ので、この会派ニュースでも、実質

待機児童数を待機児童数として記す 

 ことといたします。＜注：単純待機児童数とは、他に利用可能な 

 保育所があるにも関わらず、特定の保育所のみを希望して待機と 

 なっているケースも含めたものです。＞ 

 

（３）Ｑ．今年度の待機児童解消策は？ 

 Ａ．待機児童は今年4月 1日時点で46名、7月 1日時点で38名 

 でしたので、市は、今年度中に小規模保育事業所を２ヵ所開設す 

 ることにしています。 

住み良いまちづくりへの努力 

 



 

 

 ギャンブル依存症に該当する人は、2014
年 8 月発表の厚生労働省調査結果では、成

人人口の 4.8％（男性 9.6％、女性 1.6％）、

536 万人にのぼりました。カジノ解禁で、

これ以上増えるとお手上げです。 

 

【４】バリアフリーのまち 生駒へ 

（１）「南生駒駅及び駅周辺のバリアフリー化の早期実現を求める 

 請願書」が、6月定例議会に、吉波ほか３人、計4人の議員が紹 

 介議員となって提出されました。 

 

（２）南生駒駅にはエレベーターがなくホームに行くには何段もの 

 階段を上り降りしなければならず、車椅子対応トイレもなく、駅 

 に至る歩道は狭く、傾斜のある踏み切りもあるなど、高齢者や障 

 がい者、幼子を抱えたお母さんがこの駅を利用するには様々な危

険や困難があります。そこで、こ

の請願書が、実現要求署名（4035

筆）の市への提出と同時に、議会

に提出され、喜ばしいことに全会

一致で採択されました。 

 

（３）この請願書は、「（市全体の） 

 バリアフリー基本構想」の制定 

 も市に求めており、この請願書 

 の採択を機に生駒市全体のバリ

アフリー化が進むことが望まれます。なお、この請願書に対する沢

田の賛成討論を４面に掲載しております。 

 

【５】ギャンブル依存症に汚染されないまちへ 

 カジノという外国語を日本語に直せば賭博とばくです。昨年 12 月

15 日に政権与党議員からも反対がある中で制定され、同 26 日に公

布・施行されたカジノ解禁法は、刑法が禁止している賭博であるカ

ジノを無理やり合法として禁止解除し、大賭博場の設置を可能にす

るものです。 

 すでに公表されている大阪ベイエリアの夢州ゆめしまに大カジノ場

を設置する計画は、この法律を根拠に進められていきます。夢州の

最寄り駅はコスモスクエア。生駒駅からけいはんな線で乗り換えな

しでわずか四十数分の近くて便利なところに大賭博場ができます。

そうなると、多かれ少なかれ生駒はギャンブル依存症に汚染される

ことになります。それを防ぐ最善の方法は、カジノ解禁法を廃止し

てカジノを再び禁止することです。 

 しかし、6月定例議会に、「カジノ解禁法の施行がギャンブル等依

存症を増大させる懸念があることからその予防等を政府に求める」

との国会での附帯決議を踏まえて「（国に）ギャンブル等依存症対策

の抜本的強化を求める」との意見書が提出されました。この意見書

はカジノ解禁法廃止を求めず、「ギャンブル等依存症対策と引き換

えにカジノ解禁・推進を免罪するもの」とする市民ネット２人、ほ

か４人、計６人の議員が反対しましたが可決されてしまいました。 

 残念ながら意見書の可決は阻止できませんでしたが、生駒のギャ

ンブル依存症汚染を防止するため、カジノ解禁法廃止、大カジノ場

設置反対の声は上げ続けていかねばなりません。 

 

 

【６】18 歳以上の生駒市民の方へ 

 改正公職選挙法（選挙権年齢を18歳以上とする）が一昨年6月に

成立し昨年 6 月 19 日に施行されたことで「18 歳選挙権」が実現し

ましたが、実は生駒市では、選挙権以外で「18 歳以上の生駒市民が

権利を行使できる制度」が２つあります。 

 「生駒市市民投票」＜Ａ＞と「マイサポいこま」＜Ｂ＞（正式名

称は「生駒市民が選択する市民活動団体支援制度」）です。 

この２つの制度は、18歳以上の生駒市民であれば国籍に関係なく

参加できます。 

Ａは、今年4月 1日

から施行されました。

Ｂは、今年が実施6年目

です。 

 18歳以上の生駒市民の方々には、この２つの制度についても、積

極的に参加・活用していただきたいと念願いたします。 

 

【７】快適に過ごせるまちへ 

（１）本市では、11(H23)年 1月に施行された「まちをきれいにす 

 る条例」により、ポイ捨て防止の観点からマナーの向上が取り組 

 まれてきましたが、吸い殻の散乱が未だ見られ、歩きながらの喫 

 煙による火傷の危険や煙による健康被害が懸念されています。こ 

 のような問題を防止することにより、喫煙する人としない人がお 

 互いに気持ち良く過ごせる環境をつくるため、先の3月定例議会 

 にて「歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例」が制定され 

 ました。 

 

（２）その内容を表にすると次の通りです。 

 

（３）その内容をイラストにすると次の通りです。 

 

 
 

 

 

歩きたばこ 止まっての喫煙（路上喫煙） 

市内全域 禁止 条件付き喫煙可（路上喫煙の制限)※ 

市内全域が禁止区域 禁止区域を来年10月までに指定 
禁止区域 

禁止区域での違反者への対応＜勧告→命令→過料（２万円）＞ 

※ 条件付き喫煙可（路上喫煙の制限) 

下記条件をすべて満たさなければ路上喫煙することはできない。 

 他者の通行の妨げとならない場所に停止する／自らの喫煙により他人に煙を 

 吸わせないようにする／吸い殻入れを使用する。 

Ａは、18歳以上の生駒市民の６分の

１以上の署名を集めれば、市政にかか

る重要事項について投票により決定

できるという制度で、Ｂは、市民の皆

さんが、登録された市民活動団体か

ら、支援したい活動を行う団体を選

択・届出し、その数に応じて、実際の

活動実施にかかった費用の半額が登

録団体に支給されるという制度です。 



学研高山地区第２工区のあり方 

／吉波伸治 

【８】地域包括ケアシステムの構築へ 

（１）地域包括ケアシステムとは、高齢者が、重度な要介護状態と 

 ならないようにして、また、なったとしても可能な限り、住み慣 

 れた地域で、尊厳が保持され自立的に自分らしい暮らしを人生の 

 最期まで続けることを可能にするために、☆５つの構成要素が包

括的に確保される支援・サービス提供体制のことです（下の掲載図

「地域包括ケアシステムの姿」ご参照）。 

  ※介護予防とは、要介護状態になることをできる限り防ぐ遅ら 

   せること。また、要介護状態であっても、状態がそれ以上に 

   悪化しないようにすることや状態の維持・改善を図ること。 

  ※ 生活支援とは、家事援助、買物・外出支援、配食・食材配 

   達＋見守り（安否確認）、ゴミ出し、声かけ、コミュニティカ 

   フェ・交流サロン、など。 

 

（２）国と全国の市町村はこのシステムを 2025(H37)年を目途に構 

 築することをめざしています。このシステムを構築できなければ、 

 2025 年問題は乗り切ることができないといわれています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）生駒市は、今年3月に「地域包括ケアシステム構築に向けた 

 ロードマップ（全体構想）」を策定しましたが、その前からすで 

 に、地域包括ケア構成要素充実に向けた取り組みを推進しており、 

 後期高齢者の伸び率がトップクラスの生駒市は、全国から視察団 

 がやってくるほどの介護予防事業の先進地となっていて、要介護 

 認定率（65歳以上の高齢者に占める要支援・要介護認定者の割合）は、 

 今年 4月末現在の暫定値で14.4％（全国平均18.0％、奈良県  

 17.6％）と低くなっており、生駒市は、将来的には「後期高齢者 

 伸び率はトップクラスでありながら、要介護認定率は下位クラ 

 ス」に成り得るという注目の自治体となっています。 

  かかる取り組みを推進する力を持続・強化し、ぬかりなく 

 2025(H37)年までに地域包括ケアシステムを構築していかねばな 

 りません。 

 

 
 

 
 
 

 

 第２工区がどうなるかは生駒市の未来を左右します。そのため、

第 2 工区はどうあるべきかを考えていかねばなりません。そこで、

「生駒北部にひろがる里山の学研高山第２工区のあり方を考えよ

う！」を主題に、下記の要領で、里山資本主義の提唱者（日本総

合研究所主席研究員）である藻谷浩介さんの講演会が開催されます

ので、ご案内いたします。 
  日 時：８月２７日（日）13 時 30 分～16 時 

  場 所：コミュニティセンター（セイセイビル） 

  演 題：「生駒と、その里山の未来！」 

  入場料：500 円（災害避難者、障がい者、高校生以下は無料） 

  主 催：学研高山第２工区のあり方を考える生駒市民の会 

2025 年問題とは 

 2025 年までに、約 800 万人と言われる団塊の世代（1947～

49年生まれ）が後期高齢者（75歳以上）となることで、65歳

以上の高齢者人口が約3500万人以上になり、後期高齢者は約

2200万人にまで膨れ上がり、国民の3人に 1人は65歳以上、

5 人に１人は後期高齢者というこれまで人類が経験したこと

がない超高齢化社会となって介護・医療費など社会保障費の

急増が懸念される問題です。 

☆５つの構成要素 

  ①病気になったら・・・医療（看護含む） 
  ②介護が必要になったら・・・介護（リハビリ含む） 
  ③介護が必要とならない、病気にならない、ために 
                 ・・・介護予防（保健含む）※ 
  ④安定した日常生活を送れるために・・・生活支援※ 

  ⑤尊厳が守られ安心して暮らせるために・・・住まいの確保 
 



 

 
 

生駒市議会ホームページ→ 
会議中継→録画配信より。 
本会議や委員会の様子を 

ご覧頂けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆広報公聴委員会の副委員長 

になりました。 

 議会報の発刊、市議会ホームペー

ジの編集、市民懇談会の開催等に関

する協議・調整を担当する委員会で

す。（広報いこまち 6 月 15 日号に生

駒市議会議員構成表が挟み込まれま

した。各委員会の詳細についてはこ 
ちらをご覧ください。） 
 今年度から、いこま市議会のうご 
きの冊子（用語解説や編集後記も記

載）とホームページが見やすく分か

りやすくリニューアルしています。 
 

☆企画総務委員会にて 

 昨年に引き続き、企画総務委員会の所属となりました。 
 6 月の委員会の調査事項は生駒市商工観光ビジョンの策定につ

いて。ふるさとハローワーク利用時に小さなお子さんをお持ちの

方が相談しやすいように、滋賀県マザーズジョブステーション、

天理市役所がこの春からはじめた利用時の各課での窓口利用や仕

事センターへの相談などの際の託児サービス（予約制）を紹介し、

生駒市においても利用時のお子さんの託児サービスの導入を要望

しました。 
 

●6 月定例議会 請願第 1 号 

『南生駒駅及び駅周辺のバリアフリー化の早期実現 

を求める請願書』 

沢田かおる賛成討論全文 
 

 奈良県公式ホームページには、バリアフリー基本構想作成の予

定がない市町村として生駒市の名前があります。奈良県内で基本

構想策定済み市町村は 5 市 1 町です。奈良市のバリアフリー基本

構想を見ると、障がい者等当事者参画のもと、市全体のバリアフ

リー化に対する方向性を示すとともに、駅を中心とした地区や、

高齢者・障がい者などが利用する施設が集まった地区を選定し、

公共交通機関、建築物、歩行空間等について、重点的かつ一体的

なバリアフリー化を推進するものと記載されています。そして 4
つの取組の方針が書かれています。一つ目は、ユニバーサルデザ

インの考え方に沿ったまちづくり 

②二つ目は奈良の魅力を高めるバリ

アフリーの推進 ③三つ目は、みん

なで取り組むバリアフリー社会の実

現 ④四つ目は、思いやりの精神を

はぐくむこころのバリアフリーの推進です。 
 現状の南生駒駅では、荷物を持って、ベビーカー持ち、赤ちゃ

んを抱き階段を昇り降りするのはとても危険です。階段に手すり

はついていますが、足の不自由な高齢者や松葉づえをついている

方にとって利用が困難な駅です。たとえエレベーターがあったと

しても、時間帯によっては、混雑し利用しにくい時もあります。

私自身の子育てを振り返りますと、込み合ったエレベーターに寝

ている赤ちゃんをベビーカーに乗せたまま乗ることが出来ずに、

人がすくまで何回か乗るのを見送った経験があります。また聞こ

えるように、『迷惑や。こんなところに連れてくるな』と心無い言

葉を浴びせられることもありました。赤ちゃんからお年寄りまで

安心して暮らせる生駒のまちづくりには環境整備だけでなく、お

互い様と感じられる優しい心のバリアフリーが重要であると考え

ます。 
 平成 29 年 1 月 21 日に行われた、市議会主催の市民懇談会テー

マの『高齢者がいきいき暮らせるまちづくり』の中でも東生駒駅

および菜畑駅、南生駒駅のバリアフリー化を進めてほしいとの市

民の方からの要望の声があがりました。この市民懇談会での質問

の回答は生駒市議会ホームページにもアップされており、南生駒

駅の平成 31 年度から平成 32 年度にエレベーターの新設の推進計

画なども記載されています。南生駒駅及び駅周辺のバリアフリー

化の早期実現を求めるとともに、心のバリアフリーを含む、生駒

市のバリアフリー基本構想の早期策定を願い、本請願書に賛成し

ます。 
 

☆報告 

 平成 28 年第 6 回（12 月）定例会の、

一般質問で図書会館だけであった常設の

自習室の拡充を要望しました。5 月から、

北コミュニティセンターと南コミュニテ

ィセンターに常設自習室が開設されてい

ます。 
 

いじめ問題と不登校 

～「休養の必要性」「学校以外の場で学ぶ選択」の尊重が大切～ 

（吉波伸治） 

エネルギーに強い生駒市へ！ 

（吉波伸治） 

29 年度議会報告／沢田かおる 

上の２つの記事は、紙面の都合上、『市議会だより（201７年 夏号）』＜別紙＞に掲載いたします。 

 


