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緑の党グリーンズジャパン 井奥雅樹
○総論 量が減っても質を高めるための予算要望を行います
人口減少社会への危機感をもとに全国的に「地方創生」を合い言葉に地域戦略が議論されまし
た。2015年には高砂市でも「高砂市人口ビジョン」と地域版の総合戦略である「高砂未来総合戦
略」が策定されました。
議会でも特別委員会が設置され議論が行なわれましたが、私はその中でも「人口減少の負の面
だけをとらえるべきではない」「まちづくりのチャンスとしてとらえ、市民議論をまきおこすべ
き」と主張してきました。高砂市は昼間人口が夜間人口より多い希有な地方都市です。浜手の工
場に働きに来ている労働者がなぜ高砂市に住まないのか。街の魅力づくりとは何か、そのことを
シビアに考え続けることが必要です。
高砂市の人口ビジョンでもさまざまな施策対応を行なうとしても基本的には「人口減少」とな
ることを市も認めています。ならば、今までの土地開発公社をはじめとする過大な投資の失敗に
学び、設備投資を縮小しつつも質を高めて豊かな社会を迎えることができるような全体構想が必
要となります。
その妨げになっているのが、前例主義と縦割り行政です。平成26年度（2014年度）決算委員
会でも前例主義の根強さと、トータルで政策課題を考える力や体制の弱さが目につきました。現
在の登市長の時代になって美辞麗句に走り、「言い訳」ばかりがうまくなり、自分たちの部署に
閉じこもって他部署と責任を押しつけ合うという風潮が見られるようになったと感じます。官僚
の特性とも言えるこの特性がより強化されてしまっています。
国、県の指導待ちや前例だけをこなす「居眠り」状態では市民の心はつかめません。市民のニ
ーズから政策課題を掘り起こし、対応することが高砂市に求められています。
そこで、2016年度当初予算に対し、目覚めさせるための予算要望を行います。
なお、要望にあたっては「なんでも要望」に陥らないように、<軽微な予算><一定の 予算><多大
な予算>と分類し、<一定の予算>や<多大な予算>については一定の数以内に絞りました。また、今
回は中長期的な要望に関してはかなり数を絞り、短期的に実現 できるものに絞りました。
○[行財政改革・情報公開・市民参加] 市役所改革にむけた7つの要望
１、補助金・委託金の改革を <軽微な予算もしくは経費削減>［新規・一部継続］
現在の登政権になり、行財政計画に不熱心で議論が不活発になっていると感じます。
例えば平成26年度（2014年）決算審議では補助金・委託金について徹底審議しましたが、改
革の詰めの甘さが目立ちました。補助金は相手団体が主体となるべきであり、原則事業補助とす
べきこと。委託金は高砂市が主体となるものであり、市が事業内容の説明責任を果たさねばなら
ない…といった原則が徹底されておらず、前例主義のあいまいな補助金・委託金が見られました。
また手続き的にも「申請から交付」の際の書類の不備など基本中の基本が徹底されていないこと
も気になりました。
今一度補助金トータルで洗い出してチェックをすることが重要です。まずは団体間の公平性が保
たれない「団体補助金」はいったん全廃すべきです。事業補助に関しても基本的にはいったん廃止
をすべきです。その上で補助金についての公開の団体と市行政・専門家の議論の場を設定して「３
年」を限度に復活・新設を認めるといった方式にすべきです。これは千葉県我孫子市などで実践
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されていますが、現在ならば無作為抽出の市民による判定制度も導入可能です。
補助金だけでなく、委託金も委託内容の不透明さなどが目立ちます。例えば2014年度国際交流
協会に委託したウェルカムパーティ開催（一人当たり１万7500円相当）は本来最低限でも交際費
で行なうべきものを委託により不透明な形で実施したといえます。このような責任所在の曖昧な
実施方法は改めるべきです。また、委託先も「任意団体」など資力や実行能力がきちんと明確で
ない団体への委託は再考すべきです。
以上のような議論のためにも上記の「自主財源率」「事業の公共性」「補助金使途の資料」と
いった判断材料を市役所では集めて整備しておくべきかと考えます。
全国的には「専門家による議論」と「無作為抽出の市民による判定」とを組み合わせた制度(香
川県高松市の施設仕分け)など新しい市民参加の実践が増えています。千葉県我孫子市で始まり、
西日本ではじめて尼崎市で実践された「提案型事業委託制度」のように 民間の知恵を活用する仕
組みもあります。高砂市の行財政改革の議論を再度活発化させる にはこうした議論手法が必要と
思われます。
なお、昨年具体的に一つ指摘した現在の出張における「日当」「みなし交通費・ 宿泊費」の制
度も再度見直しを求めます。
２、市と各種団体との関係を整理し、客観性と情報公開の徹底を行なうこと <軽微な予算>［新
規］
高砂市が事務局として事務を担っている任意団体の性格をきちんと調査し、全体的に方針を持っ
て対応すべきです。市に事務局を置きつつ１の補助金・委託先にもなっているケースもあり、透明
な関係とはいえません。
また、一方では都合よく「別の団体であるので人事情報や会計情報は公開できない」とする場合
もあります。まずは事務局の返上など市が事務を持つ団体の整理を行ない、なおかつ必要な部分
に関しては相手方の同意も得て情報公開の対象とするなど関係性の整理が必要といえます。
高砂市は前例主義で新しい活力のある団体が生まれにくく、旧来からの関係性のある団体や市が
主導する団体が中心となっている傾向が強いと感じます。そのあたりが「住みにくさ」の印象に
つながっているとしたら市が自ら活力源の原因を創りだしていることとなります。透明性のある
運用を望みます。
３、計20億円以上滞納問題については税の公平性を失わせる悪質滞納者への対策を徹底すること
「職員兼任制度」や副市長・市長のリーダーシップなどで「個人情報のカベ」を突破して具体的
に成果をあげること<軽微な予算

もしくは税収増>［新規］

市長直轄の滞納整理室を設置し、債権管理条例も新設して取り組んだ意欲が失われています。平
成26年度（2014）に財務部下の室に移行した後、タテ割主義の中で責任があいまいになってい
ると思われます。そもそも滞納問題では「どうしても払えない人」と「悪質な滞納者」（あるい
は資産がある滞納者）とを区別すべきです。例えば、決算審議では市営住宅に不法入居した一連
の騒動の対象者から「一円」も滞納金を取っていないことが判明しました。
他にも介護保険で、「65歳で１号認定者となり、天引き開始までの１年間で支払わず滞納」した
ケースが見られました。資力としては十分あるはずです。このようなわかりやすく、他への波及効
果もある事例にきちんと対応することで市の滞納問題への姿勢が問われます。
もちろん、強制力のある公債権（税が典型的）と私債権との違い、個人情報保護により「名寄
せ」ができないなど困難性があることは理解できますが、すぐにでもやれることはまだまだあり
ます。まず（１）強制力のある公債権の対象にもかかわらず調査権を発動していない（下水道料
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金、介護保険料金）（２）連帯保証人に一度も請求せず、むざむざと不能欠損にしている（３）
私債権でも行なえる「支払い督促」もせずに不能欠損になっている

といったケースは今すぐに

でも対応できる事項です。
困難な個人情報保護の問題やノウハウ欠如の問題も「兼任」や「副市長・市長のリーダーシッ
プ」といった形で技術的には解決の手段はいくらでもあります。
市全体で20億円にも達する滞納整理の解消に向けた節目の年となる活動を求めます。
４、政治への信頼性回復のため、市長の資産公開条例の見直しを その他にも条例や要綱 の見直し
を <軽微な予算> ［継続］
国や県レベルで問題化している「政治とカネ」問題に対して市民の信頼回復のためにも 「政治
倫理の確立のための高砂市長の資産等の公開に関する条例(市長の資産公開条例)」の改正が必要と
考えます。すでに登市長においては「貯金ゼロ」など市民からは理解できない報告を行った時期
もあります。「普通預金や家族の資産は除外」という現在の「ザル法」である市長の資産公開条
例を改正し、「一定額以上の普通預金や同居の親族の 資産公開」「疑惑に対しての応答・資料提
供義務」「第三者機関のチェック」といった仕組みを盛り込むことが必要と思われます。徹底し
た情報公開でこそ市民の信頼感を得ることになるかと思います。
他にも、安易な政省令引用をやめ、要綱・規則・規定・基準などをHPに現状よりもさ らにきち
んと公開する、要綱設置の審議会に類する機関の見直しなど自治体法務についてさらに深みのあ
る研究と実践を求めます。
特に審議会関係は要綱設置の「審議会に類する機関」ではなく、条例設置の「審議会」を原則
とすべきです。仮に「類する機関」設置の場合は答申書や委員会としての意見をまとめる場ではな
いということを徹底すべきです。
５、共通番号制度(マイナンバー制度)について安易な利用拡大はせず、記載義務には柔軟な対応を
また人員配置増を <一定の予算> ［継続・新規］
2015年度(平成27年)より番号通知が始まったマイナンバー制度はいよいよ2016年度は本格実施
となります。番号カード発行・問い合わせなどに対応する体制整備を求めます。
本来は社会保障・所得把握目的から始まった共通番号・マイナンバー制度が次第に経済・治安目
的になっていることを危惧します。自治体独自の利用拡大はせず、国の動きや運用状況を慎重に見
守るべきです。
また、市民からの苦情・問いあわせには多くの示唆が含まれていることが予想されます。対応
し、記録する体制を整えつつ、 デジタルPMO（全国での問い合わせと回答が全国的に共有化され
ているもの。自治体職員はアクセスできる）を通じて全国にも情報発信をすべきです。
さらに市民の拒否権にも配慮し、記載義務についてはきわめて柔軟に対応することも求めます。
６、市民病院の将来像を市民参加の場で徹底議論し、示された将来像に必要な予算を措置 するこ
と <多大な予算> ［継続］
V字回復により劇的な経営改善をおこなった高砂市民病院ですが、医師の確保などの面で厳しい
見通しでこのままでは年間10億円を超える赤字も見えてきます。特に2016年(平成28年)に予定さ
れている加古川中央市民病院(仮称)の開設後はさらなる経営状況の悪化が予想されます。
地域医療計画が2015年度には策定され、市民病院自体も改革プランを策定します。それを受け
て2016年度(平成28年)中にプランの説明会を各地で実施し、熟議をへて承認していただいた上で
プランにもとづく計画に対しては「投資」としてきちんと必要な予算を措置すること。特に「医
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師確保」など将来の経営安定につながる部分については場当たり的でなく、安定的な財源確保を
約束すべきです。
７、治水対策など市の政策については「単機能」ではなく、「複合効果」 を考慮にいれること <
一定の予算> ［継続］
2032年(平成44年)度までの総額300億円にも達する治水対策 をすべてそのまま機械的に実施
した場合、高砂市の財政はもちません。トータルに「順序」「手法」を検討すべきです。一つの事
業で複数の目的を達成するような効果のある事業に限られた予算を集中すべきと考えます。
また、拙速な立案も2015年度では見られました。（当初予算で計上したものを年度途中で撤
回）数十年単位の事業はじっくりと議論をへて計画作りをおこなうべきです。そして、いったん決
まった計画も進行過程できちんと検証することも必要です。
なお、昨年度に要望した 予算編成過程の公開を <軽微な予算> ／ 誰でも参加できる市長と語る
会の復活を <軽微な予算> 公共施設の延べ床面積を減らした計画づくりを＜一定の予算＞一部実
現あるいは実現を約束をされているのでさらなる継続・拡大した実現を求めます。
○[教育・福祉・まちづくり] 子ども子育て日本一の自治体への7つの要望
1、学力向上に向け中学生の学力底上げと高校教育への市の支援策を＜一定の予算＞［新規］
学力テストの公開により、高砂市域の中学生の平均学力が周辺市より劣っている部分があるこ
とが判明しました。平均点向上がのぞまれます。ただし、中学教育においては２極化している底
の部分への支援が重要と思われます。まずは点数の分布を分析し、底にあたっている部分への支
援策を検討することが必要です。中学校教育は学校等のハードは市が設置しますが、教職員は県
の職員であり、対応しにくい面があります。しかし、学習支援の補助職員の助成や学校の先生の
負担を減らす「学校事務員」を市単独で配置するなどの支援策を求めます。特に「学校事務員」
に関しては再任用職員の配置先としても考えられます。先生への過大な負担となっているさまざま
な事務作業を軽減し、生徒と向き合う時間をつくるためにも支援策の検討を求めます。先進的な
茨木市などの事例をもとに学力向上に予算を重点配分すべきです。
高校の教育はハードの設置も含めて県の役割となっていますが、高砂市と加古川市の高校教育
のレベルの違いがベッドタウンとしての魅力にも優劣がついていることが想像されます。新設され
た図書館も含めて、知的な雰囲気づくりが必要です。高度で知的雰囲気を創り上げるために、市
内で全国でも有数の中高一貫校である「白陵中高等学校」との先生同士の交流や特別授業や公開
講座の要請など市としても一定の活動を行うべきです。
高校教育においてはトップランナー方式で大学進学への一定の実績を積み上げることが高校へ
の魅力にもつながります。高砂市としても学力の分野やスポーツ分野での進学支援策を検討すべき
です。
２、３歳児保育を４つの独立幼稚園でも検討するなど幼稚園教育の充実を <一定の予算>
［継続］
2015年(平成27年)4月より新しく始まった「子ども子育て支援新制度」は一定の定着を見ました
が、今後国からの予算も含めてさまざまな変化が予想されます。消費税10%の時代にどれくらい
子ども・子育て予算に国からの交付金が回るのか、市としても常にチェックをすべきです。なお、
保育料の値上げも含めて余裕が生まれた予算については質の向上に使用すべきです。保育士や幼稚
園教諭、保育教諭の正規化は重要です。特にクラス担当の正規化はまっさきに実現すべきです。
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他にも３歳児からの入園は子ども子育て支援制度では市民の当然の権利です。調査期間をへて平
成29年度からの実施に向けて準備を加速すべきです。そして、その際には当然独立幼稚園での実
施を考えるべきです。他にもこども園は園区がなく、幼稚園は園区があるといった地域による違
いも解消すべきです。職員の研修の場としての役割も含めた幼稚園の独立園の意義を市全体で共有
して活用すべきです。
３、市の魅力広報や空き家対策なども進め、子育て世代の移住促進をすすめること
<一定の予算> ［継続・一部新規］
市の人口ビジョン、「高砂未来総合戦略」に示されたように高砂市への移住者を確保することが
重要です。特に子育て世代の移住は非常に重要になります。
子育て政策の充実等を訴えた広報を子育て世代の目にとまるHPや住宅展示場などで行 うことで
高砂市の魅力を発信し、移住につながる政策を要望します。例えば尼崎市の「あ まらぶ(尼崎シテ
ィプロモーション)ビデオ」など参考になる事例があります。 また、市内にある「空き家」への対
策を進めることで、空き家を更地にした土地活用、リフォームや格安物件としての活用など若い
世代に活用しやすい選択肢をつくるべきです。そのための計画や条例づくりを要望します。
また、青少年対策は今までの市の政策で欠けていた部分であり、総合戦略のアクションプラン
でリーディングプロジェクトとして位置づけるなど具体的な方策を求めます。
４、中学校給食の公約年限(2020年度[平成32年]まで)での実施と暫定的な弁当制度の導入を <多
大な予算> ［継続］
登市長は一般質問への答弁で中学校給食の実現年限(2020年度[平成32年]まで)を 公約しまし
た。多大な予算が伴うと思われますが、他の事業と調整しつつ財源確保を行うことを要望しま
す。ただし、財源確保においてはすでに地方交付税交付金にて需要額において算定されている点、
他市では全国的には8割以上の実施であり、近年さらに実施自治体が増えていることも考慮にいれ
るべきです。 これに加え、実施年までに民間配達なども活用しつつ弁当制度も研究し、「いっせ
い弁当購入の日」など毎日お弁当を作る保護者の負担を少しでも軽減する制度も考えることを求
めます。
５、子どもたちのための文化の拠点 新図書館運営を民間委託することで「質」を低下さ せない
こと <軽微な予算> ［継続・一部新規］
2015年２月に開設する新図書館は市民待望の文化・教育施設です。特に高砂市の将来を担う子ど
もたちが本と親しみ、文化を向上させる機能が必要となります。
不安材料として「指定管理者」という「全面民間委託」を進めることで「安かろう悪かろう」
という運営になるのではという懸念です。特に高砂市独自の資料収集や保存の面で不安を抱えま
す。蔵書の収集や管理、市民からの問い合わせに対応するレファレンスの能力などで質の低下を招
かないように、引き続き定期協議の場などで確認いただきたい。
選書についても各地の図書館で民間委託の図書館で不具合事例が報告されています。教育委員会
の意向が伝わる体制作りをさらに継続していただきたい。
また、中途半端に導入した「名誉館長」制度が有効に機能するように当該者ともよくコミュニケ
ーションを取り、市民相談体制の充実などで予算時点での説明がきちんと達成できることを求め
ます。

5

６、新しい教育委員会制度を市民に開かれたものとすること <軽微な予算>［継続］
教育委員会制度が改革され、市長が招集する「総合教育会議」が年２回程度開催されています。
しかしながら、「懇談」の域を超えていないと感じます。教育の長期戦略を教育委員会の主導で
市もサポートして議論する場として機能させる工夫が必要です。
「市民参加」の視点をきちんと取入れることが新しい制度を活発に活用する方策になると考えま
す。会議体たる教育委員会も含め、「会議日程や討議内容の公開」「討 議資料の事前公開」「速
報のすみやかなる掲載」「議事録の掲載」といった市民が参加し やすい仕組みをつくりあげるべ
きです。 また、東京都中野区などのように「会議終了後、協議会(懇談会)に移行して傍聴人か ら
も意見を求める」といった市民が参加して発言できる制度も導入を行うべきです。
７、障がい児をもつ保護者の相談・支援体制の整備を <軽微な予算>［継続・一部新規］
障がいをもった子どもを抱える保護者の苦悩によりそい、支援する相談体制や支援策が 必要で
す。特に障がい児・者の政策は県レベルが多く、どうしても決定が遅く、相談も十分なものとな
っていません。実際に2015年度で判明した児童学園での虐待事件は問題の難しさや市の体制の不
十分さを明らかにしました。障がいをもった子どもが就職し、自立するまでの総合的な相談・支
援策が必要です。 まずは市役所の一つの窓口で済むような仕組みと職員の研修・マニュアルの充
実が必要です。自立支援法に基づく障がい者の計画づくりの体制もさらなる充実を求めます。
以上の他にも、前年度要望した隠れた待機児童(年度の途中での入所や希望する園、一定期間内 の
ゼロ歳児らの入所困難など)」対策、絵本の読み聞かせ体制の育成など引き続きの課題への対策も
進めるように要望します。
○[環境・雇用] エネルギー産業で仕事づくり、市の環境対策への7つの要望
1、2016年４月からの電力自由化に対応して市役所の電力入札や市域内の環境にやさしい電力選
択を進めること <軽微な予算もしくは経費削減>［新規・一部継続］
電力システム改革により、2016年電力の完全自由化の方向性が決定しています。
電気事業法の一部改正により、2016年４月より電気の小売り産業への完全自由化が決められまし
た。まず市役所自体の電力使用状況の調査を詳細に行ない、調査結果はネット上でも公開し、新
電力会社の提案を求めること。平成28年度（2016年）中には電力入札を行ない、平成29年度
（2017年）にはより安く、質の良い形での電力購入を行なうこと。
そのためには入札条件として電力の原材料を表示してもらい、価格も一要素の総合評価型入札や
プロポーザル方式での入札を行なうこと。
また、市役所だけでなく市域全体でも電力自由化の流れの中で「価格だけでなく、電力の電源
構成」も重視するような表示の推奨や将来的な義務化を研究すること。その中で「CO2換算値の
低減」や「再生可能エネルギーの育成」につながるような緩やかな誘導を行なうこと。
また電気だけでなく、ガスなど他の要素でも高砂市のエネルギー実態の正確な把握と市のエネル
ギー政策の充実を求めます。そして、将来的な域内自立を含めたエネルギー政策の充実に向けた
審議会の設置を求めます。
２、原発事故の際の避難予定自治体である京都府宮津市との交流事業の実施を
<一定の予算> ［継続］
2011年の原子力発電所の事故以来、原子力発電に対する市民の関心は高くなっていま す。本
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来は市民の生命を守るべき立場として登市長には「脱原発」の立場を明確にしてい ただきたいと
思います。しかし、仮に表明ができないとしても、議論の参考として兵庫県 が発表した「事故被
害シミュレーション」の周知や関西広域連合が計画している「避難計 画」の周知により、市民の
議論喚起が必要と思われます。 特に、原発被害の際には「京都府宮津市」の特定地域が高砂市に
避難されることが決定しています。避難予定地との交流を要望します。原発被害を具体的に想像
し、また逆に高砂市が水害等の被害の際には支援いただくような関係づくりが必要ではないかと
考えます。
3、「熱は熱で」の理念の普及 学校冷暖房についても「ソーラークーリング」など先進 技術の研
究を <軽微な予算(廃止と新規セット)> ［継続・一部新規］
同じ太陽エネルギーを使用するにしても、まだ知られていない「太陽熱利用」をはじめ「熱は
熱で」利用する理念と具体的な育成支援が必 要です。現在、いくつか提案されている「学校冷暖
房」についても太陽熱を利用した「ソ ーラークーリング」のように「単機能」ではなく新技術の
育成といった「複合効果」を求めるものを研究すべきと考えます。浜手の企業をはじめ、技術力
のある企業群を持つ高砂市がこうした先進技術を発展させるように誘導することが重要です。
また、市民事業の育成・環境教育・経費削減にもなるような「公共施設の屋根貸し」を市民共
同発電所を優先して活用していただくような仕組みづくりを求めます。現在いくつかの小中学校の
屋根が空いていると聞きます。そうした場所の条件を示して公募をしていくことも含め、検討を提
言します。
4、気候変動(地球温暖化)対策や財政対策にもつながる政策の徹底を 火力発電所計画では縮小提
案を
<軽微な予算(もしくは経費減)> ［継続・一部新規］
過酷化する気候をこれ以上悪化させない気候変動(地球温暖化)対策のポイントの一つは「エネルギ
ーをこれ以上使わないこと」です。2015年12月にパリで開催予定のCOP21の結果次第では現在
の計画の数値目標の見直しなども考えられます。地球温暖化計画の見直しも検討すべきです。
なお、節電は過剰に使われている電気というエネルギーを賢く使うことで生活の質を下げずに消
費エネルギーを削減することをめざすべきです。また、節電により経費も浮かせることが可能にな
ります。先進事例を参考に節電政策を進めることを要望します。
また、せっかくのさまざまな努力をすべて消し去ってしまう石炭火力発電所計画が高砂市にもあ
ります。CO2排出が過大な石炭火力発電所計画は縮小し、せめて現在の炉の規模程度にするよう
に今後の意見書において表明することを求めます。
他にも断熱の技術、ESCO事業など地域の企業とも協力して仕事づくりにもなる節電技術を支援
することにより高砂市内の産業育成・仕事づくりにもつながります。例えば、リ フォーム一般の
助成が資産形成となり困難であるならば、「節電・断熱」のエコリフォー ムへの支援策を検討す
ることを要望します。また、関東圏や長野県でも実施している「住宅性能評価」制度の活用を広
域自治体で取り組むこと。
マイカーを減らし、公共交通利用者を増やすための政策群が必要です。コミュニティバス路線の再
編では採算性を重視し、シビアな統廃合を行ない、福祉の観点からは「白ナンバー」の福祉バス
を市民病院向けに走らせる政策を求めます。
5、治水対策の一環として森の再生や市内緑化などの「ためる」政策を充実させること
<一定の予算>［継続］
2032年(平成44年)度までの総額300億円に達する治水対策に対してはいくつか疑問点がありま
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す。特に「ためる」政策の欠如については「総合的治水対策」で対応するということですが、年
次目標もなく、あまりに軽視しすぎていると考えます。 単機能の「治水対策」だけではなく、環
境の向上にもつながる「緑化対策」も併用することで同じ予算でもより市民の生活の「質」の向
上につながります。
例えば、ポンプ場の「治水対策」は「緊急時(10年に一度、あるいは100年に一度の 災害)」と
いう場合にしか役立ちませんが、森林の育成などは気候変動対策や日常の生活 環境の向上にも役
立ちます。特に阿弥陀地区の高御位山の林は平成23年度の山林火災以来、復旧せず、いのしし被
害の原因にもなっています。県だけに任せるのではなく、林の育成も必要です。市内緑化の推進な
ど「ためる」機能の数値目標化と効果検証を要望します。なお、「ためる」機能には他にも「貯
水槽」などもあり、貯水槽も災害時への水供給 など複合な機能を持つものです。あわせて補助政
策など検討することを求めます。
※森林には「消失効果(水を吸い上げて減らす)」も指摘されており、林や緑化にも同等
の効果があるかも検証が必要であり、わずかでも存在する場合は治水対策に考慮に入れる
べきです。
6、広域ゴミ焼却施設については現状のゴミ施設の問題点を明確にし、あわせ産廃・事業系一般ゴ
ミも含め市民に必要性を丁寧に説明すること <軽微な予算>［継続・一部新規］
市議選でも争点化した「広域ゴミ焼却施設」については現状のゴミ焼却施設が「事故つ づき」で
あり、「維持コストも高いこと」を市民にきちんと説明すべきです。具体的にはQ&A型でわかり
やすい市の広報を引き続き発行すべきです。 その上で「新施設によって大きな経費節減になるこ
と」も説明し、一方で地元の負担感 については2市2町で決定する「周辺整備予算(総額20億円程
度)」も活用して「過密交通対策」や「地元への還元施設」づくりへつなげることを要望します。
また、「合わせ産廃」制度については中小企業の意見や実態も把握しつつ、２市２町レベルで対
応すること。将来的に「事業用一般ゴミ持ち込み」だけとなった場合でも、高砂市以外の持ち込
みの方法について１市２町と詰めた話を行なうこと。
7、経費の節減にもつながり環境維持にもつながるゴミ減量策を実施すること
<軽微な予算(もしくは経費減)>［継続・一部新規］
2市2町の協定案の方向性を考えると「ゴミ発生量」は「経費」と直結します。 経費の節減にも
つながり、廃棄物の焼却によるエネルギー消費をおさえるためにも「ゴミ 減量」をより活発に進
めるべきと考えます。 具体的には、まずはコンポストなどでの生ゴミ対策をすすめ、将来的には
「生活の最低 限のゴミ袋無料」は保証しつつ(一定量無料型)、ゴミ有料化(シール方式が合理的と
思 われる)の研究と議論も進めていくべきです。
また、加古川市の焼却施設に委託する間の経費増が課題となります。民間の収集委託に関しては
市によるシミュレーションを行ない、過大な入札設計金額にならないことを求めます。
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