居眠り自治体高砂市を先進自治体へ イベント情報：毎月第三土曜日中央公民館にて「高砂市民まちづくり協議会」開催中
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図書館名誉館長、工楽邸へはた織機設置…と未熟な提案が多すぎる！

○９月議会でのあきれた未熟
な提案の数々

・図書館名誉館長を設置（条例整備せ
ずに週３日程度の勤務で月 10 万円／
図書館に配置できない「名誉館長」）
・工楽邸周辺整備事業（今年４月の寄
附申し出から庁内会議だけで３年で
３億円の計画立案［計画づくりの際
に先進地視察もせず］／寄附物件は
「抵当」付なのに勝手に覚え書きをか
わす／大型観光バス駐車場計画も）
・工楽邸へ西脇市から「はた織機」を
設置の計画もあると示唆（工楽邸を
候補の一つとしながら国に数千万円
の「交付金申請」）
・高砂町の旧消防分署 建物保存する
が、交流スペースが今のままでは消
防啓発くらいしか使用できない

高砂市議
きない。工楽邸の寄附を受け西脇

担が増えるかのどちらかになりま

り機を移設する先の一つとして検

り機設置で言えば、「市民基金」

市から松右衛門帆のためのはた織
討。しかし、元々はた織り作業は
市外で行われていた…といったよ
うに議論すればするほどおかしな
構想であることが浮き彫りになり
ました。さらに議会へのつなぎの
悪さには最大会派からも厳しい指
摘があるほどでした。最終的にた

のみに税金をつぎ込むことが果た
して公平性にかなうのかという点
からも疑問です。

税金を「天から降ってくるお金」

税金を使うことへの厳格な視点を

それをあてにする一部の市民は共
事業ごとに「行政がやるべき仕

例えば工楽邸周辺整備開発につ

事」「市民がやるべき仕事」「両者

アだが、なぜ税金投入ありきなの

を明確にすべきです。私は「採算

か」と指摘しました。求められて
いる様々な事業をすべて税金で行
なえば財政破綻になるか、市民負

が力を出し合う仕事」と役割分担
の合わない福祉・教育・環境部門」
こそ行政のやるべき仕事であり、
観光や商業は市民側の努力を求め
る分野だと思っているのですが。

便利さと危うさが共存 私は安易な利用拡大には反対します

マイナちゃん
社会保障、税の
税、 社
公平性が確保
会保障
されるよ

ワルナちゃん
ちょっとしたアルバ
イトとかは見つける
けど、資産把握なん
かはまだまだ。

高砂市の 16 程度の対象事業で詳
第三者機関が適切に判断、違
しい第三者評価の実施はゼロ。
セ キ ュ
反の罰則も強化しているから
年金機構流出事件の犯人はまだ
リティ
安全だよ。
捕まっていないよ。

個 人 番 これがあれば、免許証がいら 免許証の時と違い「番号を控え
号 カ ー ない。提出書類も少なくなる て確認」ということができない
便利だよ。
ところが増える。本当に便利？
ド
せっかくだからいろんなもの どんどん利用拡大すれば、カー
消 費 税 還 元 と ドなしで生きられない社会にな
か、市でも図書館カードとか。るし、IT 業界も儲かる…けけけ

利 用 拡
に使おうよ
大

私は所得・資産把握や社会保障
のための番号制度導入は賛成で
す。ただ、それならば個別の番
号制度で十分設計可能でした。
マイナンバーは本来の目的が未
達成なのに、「便利だから」とど
んどん利用拡大の議論が進んで
います。範囲が広がれば広がる
ほどいったん失敗した時の被害
がとてつもなく大きくなります。
まずは「所得・資産把握」向け
の番号制度としてきちんと整備
すべきです。また利用拡大には
システムのための財源も必要と
いうことも頭にいれておくべき
です。利用拡大は新しい利権に
なる危険性もあります。

私は事務局です。「共通番号いらないネット」で検索を

マイナンバー

はた織機設置でいえば、一事業者

におかしいと思います。

か。市民を巻き込む考えはないの

者が運営する新図書館には配置で

が主体で動くのが先です。特に ,

熟な提案といえます。

いますが、議論不足であまりに未

登市長からの未熟な提案が目立ち
方の席は市役所であり、指定管理

や「市民金融」のような形で市民

のようにばらまこうとする市長、

いては私は「素晴らしいアイディ

ました。例えば名誉館長とになる

す。工楽邸周辺整備事業やはた織

くさんの留保条件付きで可決して

未熟な「思いつき」提案はやめて
上にあげたように９月議会では

井奥まさき

■複数の地方議員が呼びかけ人となり、マイナンバー問題の議員向けメーリングリストを設置

■十一月二十一日（土）のまちづくり協議会は「マイナンバー・共通番号制度」をテーマに勉強会の予定

９月議会

通算 103 号）

［自宅］兵庫県高砂市荒井町新浜 2-19-9 「井奥まさき」
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で web 検索を

娘が４泊５日の自然学校…「楽しかった〜」と
家族旅行でもそん

もそんなに長く外泊したことない

で横で付き添っていくだけでし

きます。そんな心配をよそに準備

込む娘をぼんやり見送りました。

なに長くないのに

のに」という心配の声が聞こえて

ダーに５日間に渡

に一生懸命で楽しそうに衣類など

５月のカレン

り、「 私 は ね ♫ い

を詰め込んでいます。

な い ん だ よ 〜 ♩ 」 自分の体くらい大きなバックで
と書き込まれてい

当日朝、娘は自分の体くらい大

ま し た。 小 五 に

きなカバンを背負って家を出まし

行く日程です。保護者同士話をし

してはいけません。自分で持って

なった娘が小学校から自然学校に
ていて「うちの子どもがちゃんと
行けるのかな」とか「家族旅行で
ゴミ政策

た。「つきそいの保護者は手を出
こさせてください」という説明会
の先生の話があったので、学校ま

た。そして楽しそうにバスに乗り
２年後は息子なんですが…

一人欠けた家は何となくさびし

く、それでもバタバタしているう
ちに５日間が過ぎました。元気よ
く帰って来た娘は「楽しかった

〜」とうれしそうに自然学校のエ
ピソードを話してくれます。あー
大きくなったなとしみじみ。２年
後は今度は息子の番です。さて。

ゴミ搬入先が変化することの広報と説明会をもっとしっかりと
現状

広域ゴミ処理施設整備中

平成 28 年［2016］１月末まで

一般廃棄物 産業廃棄物

時期
家庭ごみ

梅井の施設（基本は無料）

広域ゴミ処理施設稼働後

平成 34 年［2022］まで
平成 34 年［2022］以後
加古川市に処理を依頼する予定
広域ゴミ処理施設（梅井に建設
（家庭ゴミの自己持ち込み［有
予定）（基本は無料）
料］も加古川市の施設へ）
広域ゴミ処理施設（梅井に建設
加古川市の施設の予定（有料）
予定）（有料）

事業系一般
梅井の施設（有料）
廃棄物
中小企業向
一定の条件があれば梅井の施 加古川の施設で品物をかなり限
受け付けない方針
け「 合 わ せ
設で受け入れ可（有料）
定して受け入れ可の予定（有料）
産廃」
従来どおり企業の責任で産廃業者に依頼して処理（「あわせ産廃」などより処理費は高額、処理
産業廃棄物
をした証拠の廃棄物処理票＝マニフェストが必要）

一般廃棄物

排出者
家庭ごみ

市民

産業廃棄物

事業系一般
事業者
廃棄物
中小企業向
け「 合 わ せ 事業者
産廃」
産業廃棄物 事業者

品物例

あらゆるゴミ（収集日以外は有料で
持ち込みも可）
紙、食品くずなど（事業者が出すゴ
ミで産廃以外のもの）

下にある産廃であるが自治体が条件
をつけて認めるもの（高砂市は中小
企業対策で実施）
廃油、がれきなど 20 品目。ただし、
印刷業者の紙のように業種によって
産廃となる場合も

判明した３つの課題

私は広域ゴミ処理施設の建設は

賛成の立場です。経費が大幅に削
減され、なおかつ危険な現在稼働
している梅井のゴミ処理施設を廃
止にできるからです。ついに煙突
から基準超のダイオキシンが検出
された現在の炉よりも環境的にも

優れたものは建設可能と考えま
す。ただし、立地場所の選定に関
しての説明が十分でなく、交通問
題など課題が残っていると考えて

います。

ミを現在でも自分の車で持ち込む

９月に市役

例えば葬式後ならば減免で無料）

さ ら に

所から一方

的 に「 あ わ
せ産廃」持
ち込みの中
小業者に送

られたパンフによって３つの課題

ことができます。（有料ですが、
整備中は加古川市に持ち込まねば
なりません。今までの実績を把握

し、市民にも早急に変更を知らせ、
意見も聞くべきです。

中小企業向け政策も変更？

①については特に中小企業向け

が判明しました。①整備中や稼働 「あわせ産廃」が問題です。市は
後の受け入れゴミの種類の変化②

実態把握をせず、私の指摘であわ

定③稼働後は高砂市以外からのゴ

つでは企業の負担が５倍〜 10 倍

整備中は加古川市へ持ち込みの予
ミ持ち込み車両が発生する（新た
なる交通問題） どれも丁寧に対

応しなくてはいけない課題です。
市民のゴミ持ち込みにも影響

②は市民全員に影響がありま

す。ゴミステーションでの回収以
外にも家の後片付けなどで出たゴ

てて調査をしています。試算の一

増えるようです。65 社の対象業
者にアンケートをするなど実態把
握に努め、意見交換すべきです。
法律でも柔軟性があり、高砂市

が中小企業対策として進めてきた
施策を「上から目線」の通知で転
換するのは荒っぽすぎます。

■広告 家庭教師 079-442-3438 河田寛人 早稲田大学政経学部卒業 中学受験から東大受験まで １h ＝３千円
中学受験の国語も教えます 合格実績：淳心中、滝川中、啓明学院高、加古川東高、筑波大学など 朝６時〜夜 10 時、土日も可

■夕方５時の防災無線の放送方法が変わりました。流れているのは高砂市歌です。「朝光（あさかげ）映えて（はえて）」と歌い出します。ちょっとアレンジが強すぎるかな。

子育て日記

