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５月臨時議会開会（一日限り）
藤井議員が総務常任委員、観光振興対策

【近況報告】12月議会が閉会しました。

特別委員に就任。

６月

⃝19日

会派勉強会「若手起業家講演会」開催

⃝３日

市内で市政報告会を開催

⃝４日

６月定例議会開会（６月22日閉会）

⃝11日

本会議で藤井議員が４点質問
市長が行った「国への消費増税要望」
、
企業局の道路占用料減免問題、真野大野
のドラム缶問題等を厳しく追及。

７月
８月
９月

⃝17日 「みんなの党大津通信」第10号を発行

また今後２段階の消費増税が待ち構えており、中小企業にとっては経営を維持するのが困
難な事態が生じます。そうなれば更に雇用状況が悪化し失業者があふれかえることになり
ます。
市は融資制度を設けて終わりではなく、積極的に中小企業支援を行うべきであり市の中

⃝１日

市内で市政報告会を開催

ジネスプラン認定制度」を創設すべきです。

⃝３日

９月定例議会開会（10月10日閉会）
本会議で藤井議員が５点質問
職員の人事制度、ごみ集積所の老朽化対
策等を取り上げる。

⃝４日

本会議で藤井議員が議案問題点を質疑

⃝18日 「みんなの党大津通信」第11号を発行

12月

大津市の雇用状況は厳しさが続いており、（平成25年）３月には金融円滑化法が失効、

小企業施策の根本となる「中小企業振興条例」の制定を要望します。

いじめ自殺調査に関する調査委の問題点、

11月

● 中小企業活性化に向けて市は主体的な対策を講じるべき！

市議会主催の議員力向上研修に参加

⃝９日 「みんなの党大津通信」号外を発行

10月

藤井哲也 議員の一般質問（要旨）

⃝７日

⃝11日

みんなの党大津からのご挨拶

⃝17日

25

年の幕が明けました。

４月
５月

⃝30日 「みんなの党大津通信」第９号を発行

平成

３月

本年も引き続き市議会会派「みんなの

しく問題点を追及。

党大津」は代表の藤井哲也議員を先頭に

職員の各種手当、人事制度等について厳

12

舌鋒鋭く大津市民のために活動をして参

「政策統括監」人事や、市長退職手当、

ります。

本会議で藤井議員が５点質問

倍旧のご厚情とご支援を賜れますよう

２月議会開会（３月16日閉会）

⃝29日

月議会の報告のみなら

⃝20日

に活動をしてまいる所存です。何卒宜し

行政視察

［本議会一般質問の模様］

くお願い申し上げます。

大阪府岸和田市へ職員人事制度に関して

さて、今回の「みんなの党大津通信」では、

⃝10日

ず、昨年一年間の振り返りを致しました。質問事項すべてが重要な意味

波及効果に関して行政視察

を持つものでありましたが、その中でも特に重要だった上位５プラス１

政視察

の項目を取り上げ裏面にまとめました。あわせて本年一年間、重視する

大阪府高槻市へバリアフリー政策の経済

取り組み事項も３点記載いたしました。

⃝８日

昨年は市長が交代し変化を期待しましたが、現状では市政は引き続き

愛知県豊田市へ職員人事制度に関して行

停滞感を見せています。

⃝６日

引き続き、市政が前に進むよう様々な提言をし、また市政の監視及び

市議会主催の議員力向上研修に参加

情報公開を徹底して行い、議員活動を充実させて参ります。

⃝２日

本年が大津市民の皆様が健康でご多幸に過ごされ、また大津市にとっ

２月

⃝23日 「みんなの党大津通信」第８号を発行

て停滞から脱皮できる年になるよう祈念申し上げ、会派を代表して決意

１月

の言葉といたします。

昨年１年間の活動！

12号

また新産業育成のために、新しい起業家を掘り起こす必要があるため、本市独自の「ビ

● 若者雇用対策にもっと真剣に取り組むべき！
市長は子育て支援政策を様々導入しようとしていますが、それ以前に雇用が安定しない
ため結婚できない、出産できない20代、30代の若者が非常に多くいます。子育て支援政策
も当然大事ですが、それ以上に若者が家庭生活を営むことができるように、非常に厳しい
雇用現場を考えて、雇用対策に取り組むべきです。
現在の移動労働相談や新卒就職説明会だけでは十分ではなく、例えば就職説明会の参加
要件を第２新卒（20代前半）に広げたり、保護者向けの就職対策セミナーを開催するなど
できることを他にも検討すべきです。

⃝29日

11月臨時議会開会（一日限り）

⃝３日

12月定例議会開会（12月21日閉会）

⃝10日

本会議で藤井議員が４点質問

つまり、校長先生だけで学校運営するのではなく、地域住民や保護者が学校評価を行った

中小企業活性化の必要性、若者の雇用対

り、方針を協議・承認したりと学校運営に地域が参加するスタイルのもので文科省も導入

策の必要性、防災力強化の必要性等を強

を促進しています。大津でも本制度を導入し、地域一体の教育を進めていくべきです。

く訴える。
裏面に活動内容の詳細を記載しています。

●「コミュニティスクール」制度の導入と、英語教育の充実を！
「コミュニティスクール」とは全国で千校以上が導入している「地域運営学校」のことです。

また現在、大津市では小学校の異文化理解の授業と、中学校の英語授業が一貫性がなく、
効率的な英語教育が行われているとは言い難い。これからのグローバル感覚を持った若者
を育成するためにも、英語教育に一貫性を持たせるべきです。

市職員の人事制度が刷新へ！

昨年一年間の活動成果 ベスト５

平成

年４月の当選以来、議会で何度も問題点を指摘し、また改善策

を提案してきた「市職員の人事制度」がいよいよ刷新されることが決定
しました。

＝

何度も問題点を指摘！
 新人事制度を提案！

議員がいくら声高に市政変革を叫んでも、結局は政策の推進役である

＝

市職員がやる気にならなければ意味がありません。
私がず っ と 訴 え て き た 問 題 は 、
「がんばっても、がんばらなく
ても、みんな評価は一緒で」と
いう人事評価制度です。
若いや る 気 の あ る 職 員 を や る
気にさせるためには、こうした
年功序列型人事制度を打破しな
年度から、新しい制度

ければなりません。
平成
がスタートします。制度が形骸
化しないか厳しくチェックして
いきます。

いじめ調査委を合法機関へ！

いじめ・自殺の件では、関係者が隠蔽してきた様々な事実が昨年７月
に判明し、それまで被害者家族に対決姿勢を示していた市長が、一転い
じめと自殺との因果関係を認め、

何度も問題点を指摘！
条例設置委員会を提案！

真野の不法投棄ドラム缶撤去！

大津市北部に 年ほど前に不法投棄されたドラム缶の腐食が進み、一
部有害物質を含む内容液が漏れる恐れ
が出てきました。
一昨年より、議会でこの問題を取り
上げ続け、また地域住民からの強い撤
去要請の努力により、昨年八月によう
やく、撤去作業が開始されました。
住民が安心して、また健康に住む環
境作りに貢献できました。

ごみ置きケージ更新に補助金！

市内のごみ置き場の状態を調査す
る中で、ごみ置きケージが老朽化し、
危険な個所を散見しました。
議会では、市の一般ごみ処理計画
に記載されていた「ごみ置きケージ
の更新に対して補助金を出す制度の
創設」の約束を守るよう、厳しく追
及し、本年中に補助金制度が設けら
れることになりました。

ガス事業道路占用料減免を廃止！
長年、減免（免除）されてきた、企業局ガス事業のガス管等の道路占
用料、約１億６千万円の減免廃止を提案し、平成 年度より実現します。
市財政は景気停滞により厳しさを増す中、ガス局は高い利益を上げ続

平成

年・大津市への政策提言

地域経済を刺激、活性化！

増税による財政再建は一時的

です。

増税ではなく、中小企業振興、

起業家支援を通じ新産業を育成

することで地域経済を活性化さ

せ、もって市財政再建の方策と

すべきです。

「いじめ対策」先端自治体へ！

本年には議会提出の条例「大

津市子どものいじめの防止に関

する条例」が施行予定です。

いじめ対策を前例に捉われる

ことなく取り組むよう提案しま

す。

行政改革をスピードアップ！

平成 年より大津市行革後期

集中改革プランが開始されま

す。

公務員給料は民間と比較して

高すぎます。無駄を徹底的にカ

所属議員 藤井哲也
昭和53年生まれ。34歳。
【専門分野】
・若者の雇用対策
・起業や創業支援
・人事制度構築や職業
能力形成

ットしていくように提案します。

※ブログを週１、
２回書いております。

【雄琴】
集積所が老朽化しており蓋が外れている。

けています。ガス会計から一般会計に予算繰入れができない以上、減免
は必要ありません。

市長の「消費増税要望」に反論！

FAX：050-3488-7717
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越直美市長は、政府開催の公聴会で地方自治体首長の代表として、
「消

ツイッター
@fujii_tetsuya

【真野】
集積所自体が不安定。蓋が落ち、危険。
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費税増税」を要望しました。

フェイスブック
「fujiitetsuya53」

調査することになりました。

じていた）

4

議会では消費税増税が地方経済に与える影響を議論しましたが、越市

メール
tetsuya@fujiitetsuya.jp

しかし 、 こ の 調 査 は 、 市 長 の

調査や審議をすることはできない。

第

長は未だに増税が必要との立場です。

大津市真野1-13-7-205
http://www.fujiitetsuya.jp

私的諮問組織が行うものであり、
恣意的な調査をする危険性や、
税金を使って調査する観点から
も、条例で合法的に委員会を設

から私的にアドバイスを求める（諮問）こ

25

■ 藤井議員自宅連絡先

『がんばっても、がんばらなくても一緒』という
年功序列型制度であり、モチベーション低下。
（実際は調査・審議をしており違法性が生

委員
B

置し、調査すべきと提案しまし

とができる。
●委員は、条例設置の委員会ではないので、
市長

た。

金返還）のリスクから逃れることになった。

25

大津市御陵町3-1
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●「自分の評価」は、処遇（給料やボーナス）とは
関係ない。
●市長は委員一人ひとりに対して専門的見地

委員
A

について調査、審議ができるようになった。

3

■ 会派連絡先

【現在、運用している制度】
【問題指摘前の「委員の集まり」の状態】

25

必死でがんばれば、報われるかもしれない制度となる。
●調査委員会は調査結果や提言をとりまとめ

位

※ただし、昇給はごく一部（Ｓ評価を２期連続獲得）の職員のみという
極めて形式的な制度改定に過ぎず、真の制度変革への道は半ば。

ることができる。
●市長は違法な支出による住民監査請求（公
委員 委員
C
D

議会

市も問 題 を 事 実 上 認 め 、 月

になり、合法的な調査委が設置
されました。

調査委員会 ●市長は「第三者調査委員会」を議会の承認

5

わる！【今後、運用予定の制度】
こう変
った！ 【問題指摘・提案後の「第三者調査委員会」】
こう変わ

第

●「自分の評価」が昇給とボーナスに影響。
●上司がしっかりと部下の評価ができるようにしっかり
とした評価者訓練を行う。
を得て条例設置することにより、合法的に
いじめの事実や、いじめと自殺との関係性

委員 委員
A
B
市長
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