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「松右衛門布」職人養成でグッズ販売店の自立をめぐり大議論
必要経費

平 成 22
［2010］
平 成 23
［2011］
平 成 24
［2012］
平 成 25
［2013］
平 成 26
［2014］

年

売り上げ 商品原価＋ 粗利（委託金
（ ）内は松右
（人件費＋
市の委託金
商品開発費？ の底上げあり）
衛門布バック
事務費など）
70 万円

551 万円
（360 万円）
年 685 万円
（368 万円）
年 2133 万円
（1651 万円）
年 2210 万円
（1477 万円）
年

補助金だのみではないかと大議論
2015 年 12 月議会では地方創

生の国からの補助金をめぐり大議

222 万円 △ 152 万円 △ 634 万円

786 万円

641 万円 △ 90 万円

△ 696 万円

786 万円

907 万円 △ 222 万円 △ 545 万円

740 万円

2723 万円 △ 590 万円 △ 2055 万円 2624 万円
2592 万円 △ 382 万円 △ 3418 万円 3799 万円

の３カ月で使用するというので

ということです。

５年程度で順調に売り上げを伸

ますが、各年ごとの経理を見てい
ると惨憺たる状況です。商売では

す。①特定の業者への便宜供与に 「売り上げー（商品原価＋必要経
あたるのではないか②販売団体が

費）」が黒字になることが自立の

では③いったん認めると今後３年

品売り上げー商品原価」という粗

補助金だのみで自立していないの
〜５年にわたりずるずるとまたも
や補助金支出となるのでは（来年
度からは市の負担も生じる） と

いった点が議論の焦点でした。大
きく新聞報道もされました。

売り上げより必要経費がかさみ
大赤字

粗利もマイナス？

特に私や他の議員が問題にした

のは「 松右衛門布グッズ販売団

マイナンバー

ここに市の委託
金が含まれる
NPO 法人高砂物産
協会の委託金関係
資料より（こちら
への団体の自己資
金投入は最大 27 万
円 26 年度は１万
円 自己資金の差や誤
差で数字の違いあり）

体が自立できないのではないか」 その先の詳細な資料や答弁はでて

論となりました。「松右衛門布」 ばしているのは素晴らしいと思い
職人養成に 1010 万円を３月まで

高砂市議
井奥まさき

条件です。そのためにはまず「商
利（あらり）がプラスになること
が最低条件です。粗利の中から必

要経費（事務所費や人件費など）を
出すのが商売では大変なのです。

きませんが補助金（委託金）で出
る「商品開発」費で粗利の赤字を
埋めている疑惑があります。それ
がゆえか「松右衛門布」商品種類

はなんと 130 種類以上にものぼ
り、その中には「廃版」も多くあ

るようです。「松右衛門布」職人
に対する補助金は最低３年は必要
なようですし、販売を請け負う団
体も自立できなければ税金を際限
なく投入することとなります。
民間にできることは民間に

私はこのような苦手な商売の分

ところが表をみていただいてお

野に行政が手をだすべきではな

粗利の黒字化すらクリアーしてい

資といった独立した「民間プロ

わかりのように販売団体の現状は
ないようです。残念ながら「外部

く、自己資金や投資募集・銀行融
ジェクト」で行なうべきと考えま

の民間団体」というカベのため、 すが、皆さんどう思われますか。

当面は通知カード＋身分証明書で十分 個人番号カード発行は慎重に

マイナンバーの通知カードが遅

まず皆さんにお伝えしたいのは

と「個人番号の抜き取り」などの

は高砂市全域に到着しました。こ

人番号カード」とほぼすべての申

によっては番号変更なども必要に

に送付されます。今後は１月より

ろ e-tax と今後のマイポータルサ

れに遅れた末にようやく 12 月に 「通知カード＋身分証明書」で「個
の通知カードは顔写真なし、全員
申請された希望者に渡す顔写真付
きの個人番号カードの発行が始ま
ります。

請が行えることです。（今のとこ
イトが違うだけ）

一方で個人番号カードを身分

証明書代わりに持ち歩くとなる

リスクが増えます。紛失時も場合
なります。申請に必要な時だけ通
知カードを使用する方がセキュリ
ティ上も便利です。

個人番号カードが本当に必要か

どうか、慎重に見極めください。

■個人番号カード交付の際の「顔認証システム」の予算が提案されました。私は「身分証明証と本人は職員が確認するのだから、それで十分」と反対

■報道で誤解があるのは「松右衛門布」職人育成補助金申請の際には議会へは「事後報告」でした。また経営の実態はその後にはじめて判明しました。

決算審査

通算 106 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

月
日に高砂市役所に石炭火力発電所計画の中止あるいは縮小を申し入れしました。石炭火力発電所計画については次号
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滞納金の回収は債権の種類によってやれることが違う！
強制力のある公債権

財産調査
差し押さえ

強制力のない公債権

できる
できる
年数がくれば消滅

時効

債権（払ってもらう権利）は３種

私債権は「私法」です。民同士

私債権

できない
できない
「時効の援用」
が必要

債権＝し尿処理料など③私債権＝

類あり

水道使用料や病院使用料など

の市全体の滞納額が 20 億円以上

なので権力であり、権力は力が強

決算委員会で平成 26 年度時点

にのぼり、そのうち２億円が不能

のお互いの対等な取り決めをルー
ル化したものです。そこで、時効
後といえども「あなたに気の毒だ
から私は払うよ」と言えばお金を
払ってもらえるということになっ
ています。だから時効も相手に確

公債権は公法の範囲です。「公」 認（「時効の援用」という）しな

いから議会で決めた法律や条例で

ければいけないのです。

決算委員会で本来もっと資産調

欠損ということが判明しました。 ないと税は徴収できません。時効

査ができるはずの「強制力のある

民が逃げ切れば勝ちということに

明。税金の重要さを考え、もっと

こうした債権は３つの種類にわか

についてもある意味で力の弱い市

市税国保料など②強制力のない公

なっています。

れます。①強制力のある公債権＝
JR 曽根駅

債権」で調査していないことが判
工夫して債権回収すべきです。

JR 曽根駅は橋上駅化より南口設置の交渉を行なうべき！

筋が悪すぎる「橋上駅」構想

して、
「短期的には県道歩道橋へ

通学以外の南北通行は少なく、こ

常に混乱しています。平成元年

うのですが、全般的に見て「筋が

こまであるのか疑問です。

JR 曽根駅をめぐる市の方針は

［1989］に JR 曽根駅周辺整備事

業を発足して以来、27 年間にわ

たり地元や JR と協議を重ねてき
ましたが、いつも結論先送りの迷
走を繰り返してきました。８つの

案を３年かけて絞り込んで平成

24 年度には「駅の橋上化」で JR
との協議を開始。しかし、今年の
12 月議会で「困難」と報告され
ました。そして、「困難ではある

が、中長期的には構想は残す」と
時間外

のエレベーター設置」をするとい
悪いなぁ」と感じます。まず、す

のエレベーター利用のニーズがど
本来は南側から北側に回り込ま

でにバリアフリー工事を行なって

ざるを得ない朝夕の通勤・通学客

由通路と橋上駅」なんて JR が承

に解決すべきです。実現が容易な

いる駅舎に追加投資して「南北自

が不便を抱えていることを優先的

知するはずがありません。その案 「南口」設置と市が「朝夕の警備
に絞った時点で利用者の「不便解

員配置」で JR を説得するのが一

代替えの「エレベーター」のニー

ると思うのですが。

消」の期待は裏切られていました。 番の近道で市民ニーズにあってい
ズはあるの？

代替案の「県道歩道橋へのエレ

ベーター設置」も疑問です。通勤・

JR 曽根駅だけでなく、他の駅

でも高砂市の駅周辺整備はかなり
遅れていますね。

時間外手当の抑制は月 60 時間以上の職員の実態調査から
４月

企画総務部・財務部
まちづくり部・治水対策部
福祉・健康文化・市民病院

７人
4人
6人

昨年に続き、今年も 12 月議会

に「時間外手当」の増額予算が提

５月

3人

６月

７月

4人
1人

1人
11 人
1人

８月

3人
1人

増に引き上げられます。

［2015］の月 60
時間以上の残業者

また、こうしたチェックは「だ

な残業は税金の無駄づかいです。

期の残業者がいるか」が明らかに

合、割増賃金が 25％増から 50％

3人
8人
1人

数字より明確に「どの部に何人長

があかないので「月 60 時間以上
た。月 60 時間を超える残業の場

3人
4人

平成 27 年度

らだらした不必要な残業」の抑制

ですし、ばくぜんとした全体的な

勤務者」の追加資料を要求しまし

10 月

引き上げ分の財政的負担も問題

案されました。「時間外手当」を
減らせ、と総論的に言ってもらち

９月

策にもつながっていきます。ムダ
そして、特定の個人に負担を押

なります。明らかに特定の部室に

しつけて生活や健康を害する残業

足や業務の偏りが見られます。

事の分かち合い」をすべきです。

集中しており、人数の慢性的な不

よりもその分「人」を入れて「仕

■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

■債権回収の際に強制力のある手段があるのにその武器を使わなかったのは「下水道料金」と「介護保険料」。その怠慢はわずかでも料金アップにつながります。

■緑の党兵庫県本部として
11

一般質問

