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井奥まさきの市政ニュース

市長選挙に４候補が出馬予定！私が考える３つの争点

イベント情報：毎月第三土曜日ユーアイ帆っとセンター２Fロビー（場所変更）にて「高砂市民まちづくり協議会」開催中
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私は政策議論の盛り上げに徹して
いきます
　現職の登幸人市長（65）に対
して、ベテラン市議員の生嶋洋一
さん（73）に加え、元市議の中
西一智さん（40）、山本琉介さん
（70）が立候補を表明しました。
４月３日告示、10 日投票の高砂
市長選挙に現職・ベテラン・若手
の４人が名乗りを上げました。出
馬の決意に敬意を表しつつ、お四
方に失礼ながら「ベスト」候補者
はないと言わざるをえません。
　私自身はさらに「第５、第６」
のよりよい候補者の出現を望んで

います。ただ、３人に絞られた場
合、それでもその中から「よりマ
シ」な市長を市民が選ぶことが重
要だと考えています。私は三者か
らは等距離の立場で政策議論の盛
り上げを図りたいと考えていま
す。３月 27日には高砂青年会議
所が主催の討論会が開催されまし
た。他にも公開演説会や公開アン
ケートなど市民の動きを宣伝で支
援していきたいと思います。私の
HPでも収集した資料を選挙期間
中に公開します。（ネット解禁で
選挙中のメール以外のネット活動
は自由になっています）

　そうした新しい動きにより高砂
市の重要な市政課題は何か、次の
４年間をどのように描くのか、４
人の政策論争の盛り上がりに期待
したいと思います。
３つの争点の対応で市政が変化
　以下、私が考える３つの争点を
述べます。現在の市政運営者であ
る現職市長に厳しいコメントにな
るかもしれませんが、全体的に無
難な行政運営を続けている登市長
に突きつけられている重要な政策
課題であり、リーダーの選択肢に
よって高砂市の行く末が変化する
重要な課題とも言えます。

　平成 27年度補正予算で「単年
度の特別繰り入れが５億円」と提
案されました。以前のように赤字
を累積させて「不良債務」とする
よりはマシですが、総額 300 億
円の一般会計予算よりすでに年間
約 16億円の繰り出しをしていま
す。今年の７月に 600 床の新加
古川市民病院が開設します。これ
により、高砂市民病院の経営も大
きな影響を受けることは必至で
す。高砂市民病院は病院と自宅の
間をつなぐ「包括ケア」病棟を新
設して打開しようとしています。
新しい医師確保が非常に難しい中

で、大野病院管理者に任せるだけ
でなく、設置者たる市長の経営手
腕が問われます。
　私が心配するのは医師数が大
きく変化しない中で平成 27年度
（2015 年）は予想を超えた１億
円以上の赤字だったことです。ま
た、今後「５億（2015）、２億
（2016） １億（2017）0.1 億 円
（2018）」と劇的に経営が改善す
るという計画が出されており、そ
れを前提に中期財政計画が作成さ
れています。しかし、その範囲で
済むとはとうてい思われません。
　市民病院への繰り入れが爆発的

に増えれば、
他の市政課題
に回すお金が
なくなってし
まいます。　私は市民病院存続を
前提に、市税の年間５億円程度の
特別繰り入れ予算を明示するこ
と。さらに一般会計でやれること
を考えるべきと議会で提言。例え
ば、患者増のために市内各地から
市民病院行きの無料の福祉バス
（休日はショッピングセンター行
き）を新設すること、給食業務の
民営化を具体的に示しています。
各候補者の訴えも注目です。

高砂市民病院の行方は…争点①

争点②③に続く

高砂市長選挙　公開討論会に参加して
3 月 27 日 ( 日）19時～高砂市民会館じょうとんばホールで開催された高砂市長選挙の公開討論会。
初めての試みでしたが、熱気ある議論を聞くことができました。ぜひ定着してほしいものです。
また４氏には今後も市政についての熱い論戦に期待します。
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　登市長は３月２日の本議会で
「市庁舎は平成 34 年度完成をめ
ざして現地建て替えで」と表明し
ました。市庁舎建て替え 60億円
や浸水対策で中期財政計画（と
長期財政見通し）では平成 31年
［2019 年］で 400 億円以上の市
債（借金）残高の予想がされてい
ます。総額 300 億円程度の高砂
市で 400 億円以上の市債残高は
市政初です。
　選挙前の大盤振る舞いで各種計
画予定を積み重ねた結果、財政が

痛んできています。
　もちろん市の行う事業に大きく
言えばムダなものはないのです
が、テンポや優先順位、市民との
合意などを丁寧に行わないと余計
な摩擦がおきます。（いまだに反
対運動が根強い広域のゴミ処理施
設問題はその典型です。他にも伊
保幼稚園の廃園問題もあります。）
　選挙前のバラマキ予算となった
平成 28 年度［2016］予算では
調査もろくにせず計画づくりに突
入したケースもあります。

　市庁舎問題では登市長が表明し
た現地建て替えに対して、他の２
候補はどう判断されるでしょう
か。私は耐震改修、あるいは議会
棟部分だけ壊して建て替える「部
分建て替え」を提言しました。そ
の処理で 15 年程度は踏ん張り、
きちんと基金を積み立てしながら
市民病院の経営状況などを見た上
で本格的な建て替えを判断すべき
と思うのですが。
　大盤振る舞いで将来のツケを残
す市政運営には注意が必要です。

市庁舎建て替えと中長期財政の見通しは争点②

■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

子育て日記

みんなゲームを持っているんだ
　妻はコンピューター関係の仕事
をしています。私が用事があった
ので「子どもたちのインターネッ
トトラブル」の公開授業に参加し
てもらいました。帰ってきて「興
味深かった」とプロの目から見て
もいろいろな気づきがあったこと
を興奮気味に話していました。
　まず、妻がびっくりしたのが
ゲームの保有数です。「DS や PS
などのゲームがある方」と呼びか
けられてほとんどの子どもたちが

手をあげていたそうです。私たち
の時はファミコンを持っている人
も少なかったものですが…ちなみ
に我が家は両方ともありません。
パソコンなどを使っています。
長時間のゲームにも注意を
　セキュリティや過大なネット課
金…と気をつけないといけないこ
とも多いとのこと。わかりやすい
お話に子どもたちもうなづいてい
たそうです。他にも時間もしっか
りと決めておかないと長時間の使
用になるとか。うちの子どもたち

も「マインク
ラフト」とい
うゲームには
まりすぎてい
るので、設定で夜遅くや早朝には
ゲームができないようにしまし
た。高砂市の平成 28年度予算で
は全小中学校に今までの倍となる
１校 40台ずつのコンピューター
を導入することが提案され、可決
されています。ますます身近にな
るゲームやネット。なかなか付き
合い方が難しいですね。

ゲーム・ネットとの付き合い
なかなか難しいですね

市長の姿勢　退職金、手法の差など争点③
　高砂市長の給与は他市と比較し
て 28 市中５位という状況です。
加古川市長や明石市長らが公約に
従って給与カットをしているのに
対して、登市長は逆に独自カット
を取りやめたりしているからで
す。他にも４年ごとの 2000 万円

の退職金の是非、ザル法となって
いる資産公開条例の改正など詳細
の論点は多くあります。
　私の議会質問にも「（給与削減
など）そのようなことは高砂市で
は重要ではない」という趣旨の答
弁を繰り返し、「貯金ゼロ」にも「今

は資産公開条例を変えるつもりは
ない」と答弁しています。他に
も「顔が見えない」と言われてい
る無難な市政運営を続けている市
役所出身の登市長と民間リーダー
シップを強調する他の二人の候補
との「手法の差」もポイントです。

他にも学力向上、子育て、人口減少社会や道路網建設など市政の課題は多くありますが、基本的にはどの
候補も課題への取り組みは否定しないでしょう。となると、それらの諸課題についてはそれぞれの候補者
の「政策のメリハリ」が重要となるかと思います。現職の登市長は「どの課題にも取り組んでいる」と言
うでしょうし、道路網などインフラを重視する候補、子育て・教育政策重視する候補などと分かれていく
かと思います。市民の皆さんも一人一人が考える「争点」を候補者やまわりの運動員の方と話し合ってい
ただくことをお願いします。


