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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一人１万7500 円の夕食費支出はオカシイ！
高砂市議 井奥まさき

金支給まで行なっているケースな

ているかどうかの違いであること

きな問題点がありました。

招待状 Invitation Letter もなかっ

託金の支出が判明

ど補助金・委託金一般としても大

26 年度決算について６人のメン

※詳しくは H「平成 26 年度決算意見書

10 月から 11 月にかけて平成

( 例えば正式なディナーで必要な

た ) ③相手先は都合により市長も

出席しておらず、課長レベルの職

バーの一人として審査を行なって

に対する提言」（HP に掲載中）

助金・委託金」に焦点をあてて市

の高級レストランで夕食交流

11 人とバラ ンスを欠いた参加者

26 年度は市政 60 周年記念事業

流協会」への委託金です。委託金

市長に返金を求めたが、

イベントの「補助金・委託金」は「申

待客相手に 2014 年６月 29 日オ

いました。テーマの一つとして「補 「外交ごっこ」 １人１万 7500 円
全体をチェックしました。平成

が多く行なわれた年でした。関連

特に象徴的だったのは「国際交

員。なのに相手方 7 人に高砂市
の３点の指摘をしました。

の中に「ラトローブ市からの招 「問題ない」として無視

請手続き、団体の選定、執行方法、 フィシャルディナー。一人１万

審査の最終日で市長に「参加し

た市長は手続きミスを認め、他の

ボランティ アや市職員と同様に

報告」でかなりルーズな運用実態

7500 円、トータル 30 万円以上

他にも毎年 200 万円を支出す

①他の昼食や交流会に参加したボ

したが、登市長は「国の基準に照

金を行なっている②それらの交流

した。
（このやりとりは翌日の神

の区別もなく、単に市長が出席し

んどうお考えですか。

ということが判明しました。

る団体の資料が提出されないケー

ス、わずか 10 万円少しの収入の
団体 (NPO 法人 ) に 3700 万円も

の委託金を行ない、さらに前渡し
滞納処理

の支出」がありました。審査では。 返金すべきである。」と指摘しま
ランティアや市職員は自主的な返
会とオフィシャルディナーには何

らしても問題ない」という態度で

戸新聞に掲載されました。）皆さ

市全体で約 20 億円の滞納、年間約２億円の不能欠損の改善を

■決算委員会で判明したもっとも不公平な３つの事例とすぐにできる対応策の指摘
①連帯保証人に請求もせずにむざむざ不能欠損、あるいは未だに未請求→対応：連帯保証人にお知らせを
②市営住宅の不正入居者 複数名から一円も滞納金を取り立てていない→対応：トップが責任を持って情報収集
③介護保険・下水道料「資力がある（可能性のある）滞納者」に十分な対応をせず、不能欠損に（総額 1500 万円以上）
→対応：対象者に法律上認められている「厳しい資産調査」の実施を

税関係

滞納額
10 億 7291 万円

不能欠損額 時効
（とれなかったお金）
5881 万円

５年

紛失の際はすぐに連絡を

市営住宅の不正入居
者から未回収
連帯保証人に請求し
10 年
ていない

住宅等使用
料

702 万円

主な貸付金

2068 万円

115 万円

５億 2249 万円

7546 万円

２年

下水道使用
料

6086 万円

379 万円

５年

介護保険料

4525 万円

1447 万円

国保料

問題点

５年

厳しい資産調査せず
に不能欠損
厳しい資産調査せず
２年
に不能欠損

全ての合計 20 億 7909 万円 ２億 2015 万円
平成 26 年度決算資料より平成 26 年（2014）度実績

上の他にも多くあり
万単位以下切り捨て

表にあるように高砂市には年間約 20
億円の滞納金があります。そして、
１年毎に約２億円が「不能欠損（と
れないお金として処理）」として消え
ていきます。私は破産や生活苦でど
うしても取れない方は存在すると思
います。不能欠損額ゼロはありえま
せん。しかし、
「資力があるのに払わ
ない」人にはきちんと払ってもらわ
ねば不公平になります。法律・条例
上の取り立て方法の違いもチェック
しながら、徹底的に決算委員会で審
査し「来年３月までにすぐにやるべ
き対応策」を指摘しました。３月議
会でチェックしたいと思います。

■美保里の市営住宅に親族など複数名が勝手に入居。市職員を利用して住宅改造までさせた不正入居者。滞納家賃を払わずにこのままでは不能欠損に

登市長らが浪費

決算委員会でルーズな補助金・委

主な滞納額と不能欠損額

■マイナンバー通知カード届きましたか？大切に保管して必要最小限の時だけ持ち出し、個人番号カード作成は慎重に

決算審査

通算 105 号）

［自宅］兵庫県高砂市荒井町新浜 2-19-9 「井奥まさき」
Tel 079-444-2343 Fax 444-2418
で web 検索を

は「今日はちゃんと書いた？」で

ク」。最近は全部セットになって

いるようで、完成品はなかなかの

と書いた？」

した。せっつかれてこのように

父親の活動にと

妻に「息子のことは『鬼の編集長』 のはご愛嬌ですが。そして、家で

ニュースを書きはじめています。 出来映え。少し糸がほつれている

８歳の息子は

ネタでいいと思うけど、最近娘の

も娘はミシンを出してきて作業を

の看板を付け直したんだね」「ビ 「息子はあなたに似て少し個性が

踏みミシン」の終わりかけでした

ても興味がある

話題何かあったっけ？」と聞くと、 しています。私たちの時代は「足

よ う で す。「 車

強いけど、娘は普通の人だからね。 が、最近のミシンは「電動、コン

ラをポストに入れるの、手伝う

ニュースだすの？」とせっつきだ

しました。「ニュースを出さない

最新ミシンはすごい！「早く書い

と○○（現職市議名）に負けるよ」
ときびしい催促。ある日も剣道の
習い事から帰ってきて最初の一言
西友閉店

パクト、糸通し自動」です。いや
はや驚異的ですね。「よし、そう

たら…」

いうネタにしよう」と妻と話して

のエピソードは娘が学校でミシン

ずに早く書いたら！」と息子。い

そういえば…と思い出した最近

を使って制作した「ナップサッ

いたら「だらだら話してばかりい
やはや、やっぱり鬼の編集長です。

残念、さようなら西友 市も対策強化を

現状把握の重要性を指摘

市の無策は際立っています。要約

応策を考えるべきではないか」
「登

友の 12 月撤退、後継なし」が報

が、不調におわった」「銀座通り

者の現状を把握し、対話もすべき

12 月４日の全員協議会で「西

すれば「10 近い業者に当たった

告されました。やっぱり、ついに、 商店街に生鮮食品の店を誘致で対

市長は自ら西友を見て回り、消費
だ。今からでも遅くない」と指摘
しました。

応」というもので「民間業者相手

撤退問題でもっと市や市議会が積

した。私は「西友からのデータだ

の設置など市が打つべき手はいく

人といわれている購買者の動向を

示待ち、それ以外は消極的」とい

私や仲間の議員は常々「西友の

極的に関わるべき」と主張してき
ましたが、最後の最後になってよ

だから難しい」との答弁ばかりで
けに頼るのではなく、一日 3000

うやく協議会が開催されました。 きちんと市が把握して公開し、対
資産公開

らでもあります。
「国や県から指
う「居眠り」状態では困ります。

平成 25
［2013］

平成 26
平成 27
［2014］ ［2015］
1000 万円 1000 万円

貯金

ゼロ

ゼロ

1000 万円

株式

ゼロ

ゼロ

ゼロ

ゼロ

ゼロ

土地建物

なし

なし

なし

なし

なし

自動車

１台

１台

１台

１台

１台

1111 万円 1111 万円

1364 万円

1380 万円 1441 万円

※他に平成 23 年度のみゴルフ会員権１か所所有

決算資料より

１期（４年）
ごとの
退職金（予測）

市長

1991 万円

副市長

998 万円

教育長

623 万円

先進自治体と高砂市の資産公開条例の違い
先進自治体 高砂市
親族分の公開

○

×

普通預金も公開

○

×

第三者委員会などでチェック

○

×

以前にもお伝えしたように登

年約 1400 万円。さらに退職金を

もチェックできません。先進的な

年、2012 年には貯金ゼロ、株も

に支給と推定）もらうのに不思議で

日市のように「第三者委員会での

市長は資産公開によれば、2011

４年に一度約 2000 万円（2012 年

建物も所有せずとなっています。 す。これは高砂市の資産公開条例
2013 年以後はじめて貯金 1000

が「親族分は報告なし」「定期預

相変わらずゼロ。市長の年収は

ること。さらに不審な点があって

万円となっていますがその他は

金のみ報告」といった抜け穴があ

条例を持つ大阪府堺市や福岡県春
点検」や「市民の一定数が申請す
れば疑惑に対しての資料提出が必

要」といった制度がないからです。
資産公開条例の改正が必要です。

■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

12

12

月議会は冒頭から荒れ模様です。

登市長は貯金ゼロ！？抜け穴ふさぎには資産公開条例の改正を
平成 23
平成 24
［2011］ ［2012］

年収

他にも地権者をまじえた協議会

月４日から始まる

ということで非常に残念です。

12

月３日に最大会派である新政会を抜けて一人会派に。

もう 11 歳だしね。」と回答。

よ」と協力的かと思うと「いつ

■大ベテランで前議長の生嶋議員が

息子は鬼の編集長 娘はミシンでナップサック（袋）づくり
「今日はちゃん

登市長の資産公開

■高砂市長選挙は来年４月３日告示、 日投票日と決定しました。市長選挙立候補者の動きの噂もちらほらと出ています。ぜひ「市長の姿勢」も争点にしていただきたいものです。
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子育て日記

