
 

 

浜 松 市 議 会 議 員 定 数 ５ ４５ ４５ ４５ ４ ⇒ ４ ６４ ６４ ６４ ６ に 
 9 月 3 日にスタートした 9月定例会は  

9 月 29 日に閉会しました。 

身近な道路整備など 25 億円にのぼる

土木予算の追加や、140 人規模の新規雇

用を創出する緊急雇用対策など、総会計

ベースで 38 億円の大きな補正予算を可

決決定した他、湖西市のゴミを篠原町の

西部清掃工場で処理することなどが議決

されました。 

 

また、最終日に決算議案が上程され、

10 月 26-28 日に「決算審査特別委員会」

を開催することになりました。 

私も 3年連続、決算委員をやります。市政全般をチェックするいい機会になります。 

 

また、来年 4 月に行われる浜松市議会議員選挙での議員定数が、9 月議会最終日、議員

発議により提案され、賛成 47、反対 6（議長は含まない）で可決されました。 

賛成は、市民クラブ、創造浜松、自由民主党浜松、改革はままつ、公明党、市民の風の

5 会派。反対は共産党、社民党、市政向上委員会の 3 会派です。 

共産党、市政向上委員会の反対討論のあと、市民クラブを代表して賛成討論を行いまし

た。ポイントは「今提案には、会派としてギリギリ賛成する。将来的には区割りの見直し

の上、さらなる削減をやるべき」、「これを機に“本質的”な議会改革を行うべき」の 2 点

です。 

これにより定数は表のとおりとなります。 

いよいよ来春の選挙に向け、各陣営が動き

出します。  

 

 鹿児島県の阿久根市や名古屋市など、議会

制民主主義の是非が今ほど問われている時期

はないと思います。 

浜松市では今後とも、市長と議会の緊張感

ある適切な二元代表制のもと、市民のための

市政運営に努めていきます。 
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 現行 来期  

中 区 16 14 ▲2 

東 区 8 7 ▲1 

西 区 7 6 ▲1 

南 区 7 6 ▲1 

北 区 6 5 ▲1 

浜北区 6 5 ▲1 

天竜区 4 3 ▲1 

 54 46 ▲8 

【定数削減案の賛成討論を行いました】 

【浜松市議会議員定数】 



 
 

○最近のブログから 「来年度の準備」（9/24） 

 

今日の市役所の机です。 

21 年度の決算審査資料が配布されました（タテおき資料）。決算審査特

別委員会は 10 月 26-28 日です。今回は総合計画の目標達成度をチェッ

クしようかなと思っています。ちょうど今、総合計画の改定作業をやっており、

今後 4 年間の目標を設定しているところです。 

PDCA を回すためには目標設定が重要です。このほか、事業仕分け的な

チェックもやってみようかなと・・・。これからは事業の優先順位を変える必要

があります。財源を捻出しなければいけません。 

みなさんの目で見て「ムダ」とおぼわしき事業がありましたら、ご指摘いただ

ければと思います。 

22 日には、22 年度の「サマーレビュー」が公表されました。これは 23 年

度の政策の方向性や実施事業を検討したものです。まだ公開されていませ

んが、ネットでも近日中に公開されると思います。 

ファシリティマネジメント、高齢者施策、待機児童対策などなど、喫緊の課

題がよくわかります。佐鳴湖西岸消防出張所の候補地選定も進められる見

込みです。 

先週 16 日には、「戦略計画 2011 の基本方針」と、「23 年度予算の編

成方針」が示されました。 

戦略計画 2011 は、「第 2 次浜松市総合計画（案）」をベースに策定され

た、平成 23 年度の事業方針です。先日の質問でも取り上げたとおり、今の

段階は基本方針だけですので、今後、これをベースに「戦略計画（実施計

画）」を詰めていくことになります。 

23 年度当初予算作成の考え方では、戦略計画 2011 基本方針を踏ま

え、①積極的な未来への投資、②歳出構造の改革、③行財政改革の徹

底、の 3 つを基本とするとしています。 

とりわけ、新たに記載された事項として、①では「新産業の創出」、②では

「既存事業の再編」、③では「施設の統廃合や財産処分」に積極的に取り組

むとしています。 

また、私がしつこく言ったせいではないでしょうが、昨年度、「外郭団体の

経営健全化」だったのが「外郭団体等の経営健全化」となっていました。出

資出損団体のチェックも進んでいるようです。 

これらを踏まえ、市民クラブとして「平成 23 年度予算編成に関する政策

提言」を作成します。提言書は 10 月中旬、市長に提出予定です。 

 やらねばならないことがいっぱいです・・・。 

 

９９９９ 月月月月 のののの 主主主主 なななな 活 動活 動活 動活 動    

 

8/31(火)～02(木)  

視察（釧路市・根室市・標津町） 

03(金) 本会議 

     浜松市労働者福祉協議会意見交換会 

     本田技研労組浜松支部総会 

     入野地区ふるさと夏まつり反省会 

04(土) 議員親睦野球大会 

05(日) スズキ労組支部委員研修会 

08(水) 市政報告会 

10(金) 全員協議会・本会議 

12(日) スズキ労連大会 

     静岡県教職員組合意見交換会 

13(月) 本会議 

14(火) 本会議 

15(水) 高齢退職者連合意見交換会 

16(木) 文教消防委員会 

17(金) 入野中学校体育大会 

20(月) 入野地区敬老祝賀会 

     スズキ労組定期大会 

25(土) ソミック石川労組大会 

     マイホームセミナー（スズキ高塚） 

     入野公民館まつり 

26(日) 入野公民館まつり 

29(水) 全員協議会・本会議 

  
１ ０１ ０１ ０１ ０ 月月月月 のののの 主主主主 なななな 予 定予 定予 定予 定    

02(土) 全たばこ浜松工場支部大会 

03(日) 入野地区子ども会連合会球技大会 

     入野地区戦没者慰霊祭 

05(火) 行政評価セミナー（大阪） 

07(木) 会派ミーティング 

     入野地区自治連会議 

08(金) 市内視察（特別支援学校） 

09(土) スズキ販売労組大会 

     入野地区秋まつり 

     スズキ労組研修会 

     浜松三田会創立 100 周年記念式典 

10(日) 入野地区秋まつり 

12(月) 文教消防委員会 市内視察（天竜区） 

13(水)～15(金) 文教消防委員会視察 

      （北九州市・八女市・岐阜市） 

16(土) スズキ労働組合会館内覧会 

17(日) 浜松市労福協まつり 

     スズキ輸送梱包労組大会 

19(火) 市長への政策提言 

     都市・自治体連合会議 2010 浜松 

20(水) 慶応義塾市議会議員連盟総会 

22(金) 小楠金属・熱処理労組大会 

23(土) 浜松市小学校陸上大会 

     浜松市消費生活展 

     遠州精工労組大会 

     エステック労組大会 

24(日) 入野町民体育大会 

     大平台体育祭 

     平岡ボデー労組大会 

     浜松パイプ労組大会 

     スニック労組大会 

25(月) 会派総会 

26(火)～28(木) 決算審査特別委員会 

30(土) スズキ精密労組大会 

     ベルソニカ労組大会 

     入野中火伏せの丘楽市 

     ユニヴァーサルデザイン会議 in 浜松 

31(日) スズキ部品浜松労組大会 

 

【あとがき】 今月号は簡略版にしました。9 月 15 日号と合わせて、  

9 月議会活動報告となります。上記ブログ記事のとおり、やることがいっ

ぱいです。気付いた事などはブログで報告していきます。（章） 


