
 

高砂市議　緑の党グリーンズジャパン会員

井奥まさき
自宅 兵庫県高砂市荒井町新浜2-19-9

TEL 079-444-2343 FAX 079-444-2418

E-MAIL iokuioku3@gmail.com

の 市政ニュース
2018年８月下旬号 通算128号

日時：８月26日（日）11時～ 
場所：サンモール・西友跡地南側路上にて 
内容：バンド演奏、トーク 

怒り！ 連絡先もない、 
謀略ビラに負けない！
　７月下旬から８月にかけて私を攻撃するビ
ラが大量に市内に配布されました。内容もひ
どいものですが、なにより連絡先を私の自宅
にしています。家族への危害も心配です。

　警察にも相談して対応を協議しています。高砂市役所の自転
車カゴにも大量に撒いたようで、市役所も警察と相談している
ようです。姿を隠して攻撃する相手に負けずに活動します。

議会質疑 現職議員トップ　1702回の発言の中身
　高砂市議会では①一般質問と②質疑
での発言の２種類の質問・発言の機会
があります。①一般質問は年４回の通
常議会（３月、６月、９月、12月）で
「どんなテーマでも質問・提案」でき
ます。４年間ですから全部で16回の
機会です。答弁込みで40分です。 
　次に②質疑での発言は「特定のテー
マ」での質問や意見表明になります。 
主に、予算、条例（国でいう法律）、
市民からの陳情・請願の３種類ありま
す。一つの提案（予算は区切りごと）に
３回までの回数制限となっています。 
　私は「議員は発言こそ命」を政治姿
勢として公開の場での発言機会を最大
限に活用しました。市長や市役所から
の提案内容のチェックや政策提言を精
一杯行いました。資料要求とあわせて
曖昧な答弁は許さず、一議題３回とい
う回数を使って議論を深めました。 
　他にも議員間での話し合いがこれか
らの議会ではもっとも重要と考え、「専
門の委員会へ任せる時の宿題」「委員
長への質問」も徹底的に行いました。 
　その結果が現職議員トップとなる 
全16回、1702回の発言数です。

HP http://ioku3.sakura.ne.jp/　「井奥まさき」と検索を

事務所 兵庫県高砂市荒井町御旅1-5-6

議員名 会派 期
数

年
齢

一般質問 
（全16回）

質疑での　
発言数

井奥まさき 緑の党 4 52 16 1702
北野誠一郎 未来ネット 6 57 15 870
大塚よしこ 共産党 3 63 16 750
鈴木としのぶ 未来ネット 4 58 16 603
川端ひろあき 新政会 2 60 8 490
さこがわ高行 公明党 2 50 16 414
さかべ勝彦 共産党 1 60 16 407

たかお治久 明風会 2 53 9 333
ふじもり誠 新政会 3 67 ５（＋４） 305
森ひでき 公明党 2 54 7 273
しまづはるか 明風会 1 30 16 242
今竹大祐 新政会 8 67 ５（＋４） 233
横山義夫 民主クラブ 5 63 9 194
入江正人 新政会 5 66 １（＋8） 183
北畑徹也 新政会 4 67 ４（＋４） 169
いしざき徹 明風会 1 57 9 166
砂川たつよし 公明党 4 66 12（＋４） 148
池本晃 新政会 10 73 4 60
ふくもと昇 民主クラブ 4 62 １（＋４） 53

選挙フェス2018
サンモール・西友跡地付近で開催

（「高砂市議会　議事録検索システム」で検索すれば誰でも検索可能。発言内容も確認ください。）

政治をもっと身近に。高砂に活力を。
緑の党が主催する恒例の選挙フェスを
開催します。

✴詳しい場所などは　井奥事務所まで 
お問い合わせください。

'05年	1月 	1日 	(土 ) 0:00	AM																															FAX	 番号:	0794311208

公開質問状
高砂市菫会凛員

‖0党グリーンズジャバン
ー

井奥まさ書 臓

轟力のない高砂を守薔市島0'彙

隷の常グリーンズジャJOtンna有志

収支報H	(公文書)に虚偽■載の事実が発覚 :`

市民から彙めたお由はいったいど
=に

,消えたのか?
轟い費際I轟力団との関わりは?ど,して沈職す3のですか?
なぜ公文書を偽造してまで:?、 、間また閥の不可解、、.

井出市臓はすみやかに丼饉士と相議のうえも当局に自ら出頭してくだ書い l

宙砂市民と全日民の費全で安心な未来のために:	祀虚高砂市nH

YouTube■キ_ヮ_ド横素→「	引卜J糧 .郷EI獣 	 』
お問い合わせlo79-444‐

=343(精
浜事務籠)

こん
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負け
ない
！

http://ioku3.sakura.ne.jp/
http://ioku3.sakura.ne.jp/
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子育て日記

このニュース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。

井奥まさき の 市政ニュース

遅咲きでバランス悪い私、さて子どもたちは？
　PTA活動をしていて「50代」というとびっくり
されます。結婚が38歳と遅く、小６と中２の親に
しては年かさがいっています。私は運動音痴で中
高時代は「将棋部」でした。本や映画、パソコン
が好きなせいか車の運転にはまったく興味がなく、
免許取得は35歳でした。片付けや家事の段取りも
苦手で妻にいつもあきれられます。 
　ものごとを突き詰めて考えたり、議論をするの
が大好き。新聞づくりやビデオ撮影などメディア
とインターネットなら何時間でも集中して取り組 
めたという特技を生かして今の活動を続けてい

高砂市民まちづくり協議会　毎月第三土曜日14時～ユーアイ帆っとセンター

人口９万人を切った高砂市　活性化が必要政策

　　　　　　　　　　井奥まさきのプロフィール 
　　 高砂市議４期目52歳。伊保小、淳心中

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。

閉会中審査 通学路の安全は、学校のエアコン整備は…　９月に続く
　７月26日に委員会の閉会中審査が行われました。 
高槻市で痛ましい事故が起きたばかりでもあり、公
共施設のブロック塀点検について報告されました。
私や他の議員は「市域の状況、特に通学路周辺の状
況は」と指摘しました。荒井小学校では学校が調査
していましたが、全校の状況がそろうのはまだ先の
ようです。また、所有者が民間の場合は指導や補助
金など「アメとムチ」で改善を求める必要がありま
す。次に災害とも言える数十年に一度の酷暑を迎え、
学校のエアコン設備整備への指摘が相次ぎました。 
　総額27億円、年間維持費が数千万円との試算も

ます。運転免許など少しずつ
「弱み」を補って、バランス
も少しは良くなったかな、と
思えば今度は遠視や体力の衰
えなど老化が始まりました。 
　大学受験に失敗した10代の頃、友人と「俺たち
は遅咲きだけど、きっと将来何かできるよな。」
と話し合っていたことを思い出します。とはいえ、
50代は働きざかり、頑張ります。 
　さて、子どもたちはどんな成長を見せ、どんな
大人になるでしょうか。 

示されました。委員会では「設置方法な
ど研究し、改選後に議論できる材料を準
備すべき」と全体で指摘しました。 
　いずれにしても９月以降に引き続き議
論は行われることになります。

井奥のプラン

30年！380億円！ 
山電高砂～荒井付近 
高架事業 
（昨年５月から検討） 

西友跡地など 
駅周辺整備は 
放置し、後回し 

500億円の借金を 
さらに増大予定 

高砂市のプラン

唐突な計画は延期し、
５年以内に実現 
できる開発を 

鉄道沿線の開発は 
民間主導で 
（西友跡地、JR曽根駅南口） 

教育、福祉 
に税金をきちんと支出 

　議会での論戦で2018年３月
には高砂市の人口が９万人を切っ
ていることが判明しました。 
　税金の使い方を変え、「優良
なベッドタウン」としての戦略
が必要です。市の現在の方向性
と井奥のプランを対比させてみ
ました。

冊子型ニュース
127号で 
詳しく提言

母が書いた「雲間の鶴」（すぐれた
人物を示す様）叱咤激励なのか事務
所に掲げられています。高砂市の子
どもたちはすべて雲間の鶴になる大
きな可能性を持っています。教育は
大きな「投資」なんです。


