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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バラマキも削りすぎも問題

2017 年を迎えて、少し辛口の挨
拶と抱負を述べます。

政治家が市民のニーズと欲望と

高砂市議

井奥まさき

路線は議員や首長・公務員の「お

です。公共施設の管理計画や平成

う効果はありますが、一方で人件

総合事業は市民と行政がまちづく

かしな風習・利権」をただすとい
費や社会保障の削りすぎのような

を区別せず、「サンタクロース」 デメリットも呼びます。高砂市で

29 年度から始まる介護保険の新
りを考える絶好の機会です。

市民へのサービス変化や負担の

のようになんでもバラマくよう

もかつての緊縮路線を続けるあま

議論から逃げることなく、徹底的

政は３期目に入り、理念なき「バ

市民が切実に悩む「相談」業務に

ていくべきです。

なやり方はいただけません。登市
ラマキ」型の施策が目立つように
なりました。

しかし、一方で近年「削減」の

み熱心で現場の実情に合わない

「改革」路線が市民の社会不安を

り「職員視察費」などが削られ、 な議論を行い、市の方向性を決め
十分な職員が配置されていないと 「地球益」をめざす緑の政治
いった行政運営になっています。
ダイエットのしすぎ も問題です。
第三の道を市民と探ろう

スウェーデンでは中学校から

2017 年は他にも衆議院議員選

挙が遅くとも秋頃に行われる可能
性があります。世界的にもアメリ
カのトランプ大統領誕生のように

「料金」
「増 「一国主義」が横行する可能性が
あおり、そのことによって逆に 「財政」の項目で「減税」

「社会連帯」感が損なわれている

税」を議論させます。行政は情報

あります。企業がますます多国籍

僚による緊縮財政のやりすぎが反

議論で「必要なサービス」に税金

反動ともいえます。私は環境や人

のも事実です。EU のエリート官
発を呼び、EU 内で混乱を呼び起

を徹底的に公開し、透明性のある

化する「悪しきグローバル化」の

を使う合意をとるべきでしょう。 権などの「地球益」を大事にする
大きく言えば、ハード = 箱もの

緑の政治を地域から今年も作り上

本でも行われています。 「改革」 ビスに使う合意をとっていくべき

どうぞよろしくお願いします。

こしています。そして、そっくり

同じことが社会保障の分野で日

予算要望

優先から、ソフト = 人件費やサー

げていきたいと思っています。

３月の予算議会に向けての論戦のポイント

平成 29 年度（2017 年）予算に会派・緑の党としての提言

・公共施設の延べ床面積を減ら

をやめること

くりに一定の方向性をつけること

す大きな方向性の中、個別計画づ

・3 歳児への教育試行は混乱のな

・石炭火力発電所計画では市民公

民による「施設仕分け」を

優先ではなく、独立幼稚園でも検

などの情報を提供しつつ、計画の

くりのスタートの年 専門家と市
・相談業務を中心とした人員配置

い実施を行うこと、またこども園
討し実施すること

開の議論を保証し、健康被害予測
縮小提案を

の充実などで職員負担減と時間外

・介護保険の新総合事業では実施

・市内の原発事故避難者の実態把

少人数でも質を高める視察・研修

民活動への支援にもなるように行

この他に３月議会ではぜひ高砂町

手当の抑制
の充実を

にあたり混乱がないようにし、住
うこと

・教育には「安定」も重要 「全

・住民参加のまちづくりの新しい

校の推進」といった教育破壊政策

明姫幹線南地区、高砂町のまちづ

市でのこども園実施」「小中一貫

制度を活用し、アスパ公園問題や

握と対応を

のサンモール問題や市民病院の医
師確保策について議論を行いたい
と思います。

21

日（土） 時〜 ユーアイ帆っとセンター一階 高砂市民まちづくり協議会 出前講座「高砂市市庁舎建て替え」 高砂市の企画総務部職員が説明します。

バラマキの「サンタクロース」でも削りすぎの「ダイエッター」でも
ない第三の道を 〜市民との透明性のある徹底議論で市の方向性決定を〜
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子育て日記

朝の忙しい時ってなぜものが見当たらないのでしょうか

妻の通勤先が少し遠くなり、朝

の送り出しは主に私が担当になっ

タと帰って来る音が。まるでもの
を隠したり、持っていくことを忘

ています。「帽子、箸、スモック、 れさせる妖怪がいるみたい。
お茶…」と並び立てて確認します

が、「帽子がない」などと大騒ぎ
です。

でも朝だけではありません。私

の場合は「携帯電話」です。

出かけようとすると見当たらな

「なんで昨日から用意していな

い。家の電話で自分宛てに電話し

緒に探していると「あった」と申

姿をじーと娘と息子が見ていま

いんだ」とブツブツ言いながら一

て、音がなった方向を探す。その

告が。「じゃあ全部そろったな、 す。あ、みつかった。
それでは行ってらっしゃい」と送

照れ隠しに「もちろん、ここに

り出してほっと一息。

あるのはわかっていたよ」と誰に

思っていると「忘れてた、今日は

かな～」と二人からツッコミが。

さて、私も出かける用意を…と

習字道具が必要だった」とバタバ
広域ゴミ

言うわけでもなく言うと「ほんと
ある日、外出先で携帯電話を

忘れたことに気づき、家
にいた妻に連絡。持っ

て き て も ら い ま し た。 妻

は持ってきながら「本当に大 変

だった。罠みたい。どこにあった
と思う？」と。

なんでも荷物が山積みになっ

ている中二階の「ロフト」の紙袋

の中だったらしい。どうも荷物
を探していた時に胸ポケットに
入っていた携帯電話が落ちたら
しい。

「も、もちろん、わかっていた

よ。」でも、絶対妖怪がいるね。

広域ゴミ処理施設 いよいよ契約・建設へ ５項目に提言

反省を踏まえた提言
①新技術である「ガス化溶融炉」だったため、新技術「回転ストーカ」を採用しているが、
ノウハウの蓄積がなかった
ノウハウの蓄積は大丈夫なのか
②メーカーとコンサルタントと市が「守り」SPC（特定目的会社）、プラントサービス
に入り、責任性が明らかにならなかった
部の責任性をはっきりとさせるべき
③経費・事故情報などの情報開示が徹底され 情報公開についてはより詰めた議論と細目
ていなかった
協定（あるいは確認書）を
④ダイオキシン数値の測定は時間がかかり、測定の厳密化（グループ以外への測定依
回転部がある IHI 独自の
基準超過時にも対応に時間を要した
頼）、トラブル時の測定の厳密化
「回転ストーカ式」
⑤住民への説明が後手に回り、地域の不安を
住民説明の徹底 説明計画の提出を求める
昨年の平成 28 年（2016）
かきたてた
べき
前回の反省

12 月議会で広域ゴミ処理施

設の契約案件が議決されました。 は IHI（石川島播磨）環境エンジ

ろメーカーからは前向きで誠実な

完成に向けて広域ゴミ処理施設が

この目的のために設立した会社が

私も他の市議とともに引き続き

ションが親会社となり、プラント

をもとに５項目を提言。今のとこ

い よ い よ 平 成 34 年（2022 年 ） ニアリングが建設します。運営は
建設されます。神鋼環境ソリュー
一般質問

担います。私は前回の炉の反省点

回答があり、好感が持てます。

安全な炉となるようメーカーや市
に提言していきます。

地域でお金をどれだけ回すか 「地域内乗数効果」の導入を
全ての域内での流れを調べるの

地域にお金が

れます。せっかく集めたお金が外

すぐに地域外

防ぐためには「地域でお金を回す」 ほぼ実態はつかめるようです。

入ってきても
に出て行けば
豊かになりま
せん。

高砂市で市内

全体の消費をしらべた統計では

に漏れ出ているわけです。それを
仕組みが重要となります。

いう状態は「漏れバケツ」と呼ば

どれだけ正規雇用が増えたかの

「地域でのお金の循環」を示す 「正規雇用率」とあわせ、「投資し

モノサシとして「地域内乗数効

たお金が地域で回る」ということ

という団体の試算では域内循環率

用すべき、例えば大規模な公共事

果」というものがあります。JFS

「0.692」
（30％程度が市外に流出） 80 ％ と 60 ％ で は 同 じ 100 万 円
と低い数値を示しています。こう

は不可能ですが、最初の３回分で

投資しても倍近い効果の違いがあ
るとします。

に注目したモノサシを高砂市も採
業などの効果測定に使うことから
始めては、と一般質問などで訴え
ました。

