


自治体名 昼間の人口
高砂市 プラス0.5％
姫路市 プラス0.5％
加古川市 マイナス11.5％
明石市 マイナス10.4％

優良なベッドタウン
をめざす戦略が必要

明るい材料もあります。加古川市や
明石市といった都市に比べても昼間の
人口が夜の人口より多いということで
す。それだけ昼間の働き場所が高砂市
に存在するのです。
昼間の流入人口が約2.5万人いるの
は大きな強みです。流出人口も2.4万
人以上です。駅や道路を使って移動す
る人口が多いという高砂市の特長を活
かすまちづくりが重要です。
それは「優良なベッドタウン」とい
う方向です。

高砂市の強みは昼間人口が多いこと
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人口が９万人を
下回る高砂市

高砂市の人口が９万人を下
回っていました。2018年３
月時点で８万9385人。あま
りに急激な人口減少はまち
の活力を削り、コンパクトシ
ティー化への備えが追いつ
かない危険性があります。

写真：高砂駅南の
駐輪場から見た駅前ビル



自治体の顔
鉄道沿線開発を
プランA

現実的な

プランBで

融資銀行等

商業

プランB
融資や民間支援

住宅

カーリングの世界では状況
を素早く判断して、現実的に
点の取れる「プランB」に移行
します。昨年５月より検討し
始めた拙速な高架事業は断念
もしくは延期すべきです。
それよりは「５年以内」に
実現出来る「プランB」に移行
すべきです。税金を使うだけが
開発手法ではありません。

債務
保証など

高砂市

30年
380億円

巨大な税金投入

山陽高砂駅
～荒井駅
高架事業など

西友跡地への商業施設・JR曽根駅南口

西友跡地、曽根駅前など
駅周辺がさびれている

写真上：西友に続き、サン
モールも撤退（高砂駅周辺）

写真下：10年以上空き店
舗（山陽曽根駅周辺）

駅を降りた時、周辺を散
策した時の街の風景は自治
体のイメージを左右します。
またベッドタウンとして最
低限の日常生活品の購入場
所が必要です。
西友跡地に対応できない
「居眠り市政」は困ります。 高砂駅周辺

JR宝殿駅
南駐車場は
大混雑

JR曽根駅
南口なし

山陽曽根駅
焼けた市場跡



環境性能
優良な住宅

高砂市
若い世代

住宅購入
銀行等

債務保証

人口増
優良な
建設業者
の利益

融資など
民間活力利用

ヒトづくりへの投資優先を

教育・福祉

観光・駅前開発
エネルギー政策

税金はメリハリを
つけて使うべき

教育、福祉といった
ヒトづくりには税金を
きちんと使うべきです。
一方、駅前開発や宅地
開発には「補助金」よ
りも「融資制度」の方
が有効です。
20代、30代で月々
６万円程度の負担で一
戸建てが購入できるの
が高砂市の良さです。

エネルギー
削減

税収増

融資や
ボランティア

税金は使わず、
5000万円の市出資と
融資あっせんで成功し
た緑丘のアスパ高砂の
例をみならうべきです。
「地元密着」「小中規
模」の現実的な民間プ
ロジェクトを支援す
「ちょっと後押し」が
この分野での市の役割
です。

図は井奥がめざす
高砂市の予算
イメージ

税金を
キチンと支出

箱モノ優先になる高砂市
総額500億円の借金時代に

過大に
「税金のみ」
支出

地方金融機関の
貸出率が低い
６割以下と苦戦

信用
組合

２、３割

信用
金庫 JA

写真：３億円を費やした工楽邸周辺事業

日本経済は好調ですが、
大都市に集中しています。
まずは地方の金融機関が
元気にならないといけま
せん。税金を使うだけで
なく、融資を少し後押し
する市の視点が必要です。
４大事業（市役所建替、給
食センター、ゴミ焼却施設、
ポンプ場）で史上最大500
億円の借金時代に突入す
る高砂市。
「あれかこれか」の「事
業選択」が必要です。

教育・福祉

観光・駅前開発

図は高砂市の予算
イメージ

ボランティア
や地域団体に
依存

エネルギー政策には
興味なし



無料の福祉バス
連結バスなど

メリハリあるバス路線を

充実のヒントは「無料の福祉バ
ス」です。「市民病院」「買い
物」と限定すれば無料のバスを走
らせることができます。不採算路
線には無料の福祉バス、採算が取
れるJR宝殿～高砂は本数を増やす、
連接バス（２台を連ねるバス）導入と
メリハリある計画が必要です。
朝夕の渋滞も原因を分析し、京
都市であるような「企業送迎の共
同運行バス」も検討すべきです。
また、信号の時間短縮の社会実
験など渋滞解消にすぐにやるべき
政策は多くあります。

路線バス 福祉バス
料金 料金必要 病院や商業施設、公共施

設への送迎バス
（福祉バス、スクールバ
スなど）

届出 国へ届出必要 届出は不要
運転免許 二種（乗客を乗せるもの） 一種（普通の免許証）
対象 不特定多数 施設利用者
料金 有料（じょうとんバスは

100円か200円）
無料
（料金はとれない）

渋滞解消も
やるべきことは
たくさんある

朝夕の渋滞と貧弱なバス
１日一人以下のバス停も

平成28年（2016）２月に
新路線を導入したじょうとん
バスですが、「１日乗降者１
人未満」という大苦戦のバス
停が存在します。小型バス導
入も議論されていますが、か
えって人件費が高くつき、苦
戦のバス停がまたもや増える
危険性があります。
不採算路線の維持に黒字路
線の黒字をつぎこみ、さらに
毎年4500万円の市税が投入
されています。

山陽電車高架（連続立体交差
事業）を「積極的に推進」（市
長）する理由の一つが踏切付近
の渋滞です。私、井奥も重要な
課題だと思います。
しかし、昨年（2017）５月
から始めて高架する計画を考え
出したということに唐突感があ
ります。山電高架の際には破壊される

沖浜平津線



井奥まさきプロフィール
高砂市議４期目52歳。
伊保小、淳心学院中高から岡山大学へ。
妻と子ども２人（中２、小６）で荒井町新浜在住。高砂
町生まれ。母は元幼稚園教諭。
国際交流団体スタッフ、衆議院議員辻元清美（立憲民
主）秘書を経験。
地域活動にも力を入れ、荒井小PTA会長、学童保育所
父母会会長、新浜自治会会長など経験

井奥まさき ３つ＋αの政策

①箱モノから
ヒトづくり

②新分野で
仕事づくり

③議会も
市役所も
改革を

苦戦が続く
市民病院の
あり方は
市民参加で

市議会議員

この冊子は政務活動費を使わず、全額を井奥の報酬で作成しています。

現実的な政策づくり
答えは「緑の政策」にある

私、井奥は世界にはあるが、まだ日本の国政
にはない「緑の党」の会員です。
緑の党は環境優先を中心にした理念を持ちつ
つ、現実的な政策提言能力を世界レベルで磨い
てきました。その結果、ドイツ・スウェーデン
など多くの国で政権に参加しています。
2017年世界大会に参加して「エネルギーや
環境産業で雇用創出」という熱意に感銘。帰国
後も日本でも多くのエネルギー分野での経済活
動の実践や理論に触れました。日本の緑の党内
外でも経済学者らとも地域活性化策を議論して
きました。高砂市の急激な人口減少と迷走する
市政に対抗する際にこうした「緑の政策」をヒ
ントに提言を練り上げました。今回、議会発言
やニュースで提言し続けた内容をまとめました。
ぜひご意見、感想を事務所までお寄せください。

写真：世界の緑の党地方議員と交流（2017.4）



2014
結果

票 議員名 会派 期
数

年
齢

一般質問
（全16回）

質疑で
の発言
数

１位 2658 しまづはるか 明風会 1 30 16 242
２位 2541 川端ひろあき 新政会 2 60 8 490
３位 2341 砂川たつよし 公明党 4 66 12（＋４） 148
４位 2330 森ひでき 公明党 2 54 7 273
５位 2139 さこがわ高行 公明党 2 50 16 414
６位 2080 今竹大祐 新政会 8 67 ５（＋４） 233
７位 2023 ふくもと昇 民主クラブ 4 62 １（＋４） 53
８位 1987 たかお治久 明風会 2 53 9 333
９位 1723 入江正人 新政会 5 66 １（＋8） 183
10位 1682 木谷かつろう 未来ネット 3 - - -
11位 1619 北野誠一郎 未来ネット 6 57 15 870
12位 1615 いくしま洋一 新政会 10 75 - -

13位 1615 池本晃 新政会 10 73 4 60
14位 1559 横山義夫 民主クラブ 5 63 9 194
15位 1458 北畑徹也 新政会 4 67 ４（＋４） 169
16位 1392 ふじもり誠 新政会 3 67 ５（＋４） 305
17位 1362 大塚よしこ 共産党 3 63 16 750
18位 1349 鈴木としのぶ 未来ネット 4 58 16 603
19位 1225 井奥まさき 緑の党 4 52 16 1702
20位 1204 いしざき徹 明風会 1 57 9 166
21位 1199 さかべ勝彦 共産党 1 60 16 407

議員成績表（2014.9～2018.6）と前回選挙結果
（詳細、解説はHPまで）


