居眠り自治体高砂市を先進自治体へ イベント情報：毎月第三土曜日中央公民館にて「高砂市民まちづくり協議会」開催中
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民間委託する分野選びは民間（企業や市民）の提案を受けては？

［市民］

★
［市役所］
市役所

高砂市の民営化に３つの課題

元高砂市議

井奥まさき

など「行政の別働隊」のような存

なります。「行政の別動隊」のよ

委託が多い③安上がりの人件費程

は「民間発想」ができているか疑

在（元市職員がトップなど）への

［企業］

「井奥まさき」
で web 検索を

度の工夫しかない

などです。

人件費削減は魅力的だが…

確かに財政難の中、コストの大

うな団体への施設委託にいたって
問です。

民間提案を募集しては？

民間委託は「コスト」と「質」、

私は「公共の仕事は公務員がや

部分を占める人件費削減も重要な

そして「適切な分野」を考えるべ

ていません。法律にもとづく監督

減ったとはいえ市職員の場合は平

三角形」という企業と市民と市役

きない」という分野（★のところ） に加え、さまざまなコスト（例え

部分は３者が担う可能性のある幅

た方がうまくいく分野は多いと思

で考えるのではなく、市役所の仕

ればすべてうまくいく」とは思っ
や利害調整など「行政でないとで

委託を考える要素ではあります。 きです。冒頭の図は「ペストフの
均年収約 610 万円（平成 24 年度実績） 所の役割分担です。真ん中の色の

以外は民間の知恵と工夫にゆだね

ば退職金や共済負担金など） がかかり

います。高砂市でも施設委託を中

社員、平成 24 年度国税調査） に単純

いますが、私は以下の課題がある

るのは事実です。しかし、一方で

心に「民営化」は一部実施されて

政側の議論中心に決定②「財団」
環境条例

エネルギー産業先進市へ④

エネルギー産

に置き換えるだけでメリットがあ
窓口対応などの「質」が下がれば
民営化は「安かろう悪かろう」に

る民間委託を考えるべきです。

らうのです。横浜市の環境条例で

ルハウスを見学するものです。
「太

は「住宅を展示する者の責務」と

るという手法があります。

崎市で先例があります。質を高め

て住宅の購入率が高い地域。さら

たくさんありま
置の展示や周知」を条例で誘導す

うか。千葉県我孫子市や兵庫県尼

モデルハウス展示業者に再生可

能エネルギー装置の展示をしても

す。例えば、「装

託」の提案を受けてはどうでしょ

モデルハウスには再生可能エネルギー装置の展示

業育成に高砂市
ができることは

事内容を示して幅広く「民間委

して「再生可能エネルギーの導入
に関する情報の提供」条項が盛り
込まれています。高砂市は一戸建

に住宅を購入する時には必ずモデ

掲示先を募集中です。

と思っています。①対象施設を行

ます。民間賃金約 468 万円（正規

広い分野です。市役所の狭い発想

■私、井奥まさきと緑の党共同代表の女性がそれぞれ並んでいるポスター

■図書館はまさしく「公式」「非営利」「政府」の★分野の典型。民間委託にもっとも遠い存在です。なぜ指定管理者（民営化）の議論なのか疑問です。
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陽熱利用装置」など現場で見て説
明を受けるとわかりやすく判断で
きます。予算を使わないでもこう
した啓発の工夫は可能です。

緑の党
緑の党の共同代表は女性なの？国会議員はいるの？緑の党＋井奥まさき
緑の党について聞かれる時があ んでした。個人票 17 万票の三宅 す。そして、ドイツをはじめ世界

ります。「あー、女性が党首の」
「そ

洋平氏も候補の一人です。現在国

90 か国にある「緑の党」と連携

首で」「た、多分、それは『みど

には木枯らし紋次郎で有名な中村

の議席を獲得した

うですね」「女性の国会議員が党

りの風』ですね」という会話がよ
くあります。私の所属する緑の党
は 2013 年の参議院議員選挙に市

民 10 人の候補者をたてて挑戦し
ましたが、国政進出は果たせませ

会議員はゼロです。前身団体時代
敦夫さんを所属国会議員として参
議院議員選挙に挑戦したこともあ
ります。ジェンダーバランスを大
切にする党なので、男女同数で２
人ずつ合計４人の共同代表がいま

しつつ、日本の国政に「緑の党」
いと考えていま
す。政党ポスター

で共同代表の女性
２人を見る事がで
きます。ぜひ。

６月 15 日（日） 高砂地区コミュニティセンター

子育て日記

報告：井奥まさき

他に緑の党共同代表による緑の党説明も

息子の（大きな）頭の中は思い込みと気合い？
朝５時に起き

「え、いや朝７時にグーグー寝て

ないので、寝た後にこっそり夫婦

たって？

たけど」と息子に聞くと、「いや、 でのぞきました。素晴らしいスケ

のように息子の

夢の中では起きていたようなんで

写真でご存知

頭はかなりでか

起きた」と言い張ります。どうも

ジュールでしたが、案の定、翌朝

すが。

外で剣道の練習した以外は予定と

は８時まで寝ており、30 分だけ

スケジュールは立派なんですが

大違いでした。気合いはいいので

でいっぱいのような気がします。

とがありました。
「朝４時に起き

これも似ている…かも

５時に起きたんだよ」と自慢げに

んでご飯。その後勉強して…」と

たてている姿を見て、「変なとこ

込んで「すごいね、朝早いんだね」 書き連ねています。「見せて」と

した。息子よ着実な計画実行はお

いです。中身が詰まっていればい
いのですが、どうも「思い込み」
先日も知人に「ぼくね、今日は朝
話しており、知人はすっかり信じ
と私に伝えてきました。
公営住宅

剣道の試合の前日もこんなこ

て、６時まで剣道の練習。少し休
延々と寝転がってスケジュールを
のぞいても「だめ」と隠して見せ

わかりやすく現状を教えます

公営住宅の現状です。（今年５月
に知人の相談で伺った時の状況です。
）

高砂市の市営住宅は募集が少な
く、県営住宅の方が募集機会が多

すが、どうも実態が伴わないよう。
実は予定満載のスケジュールを

ろだけ似ているな」と思っていま
互いガンバラなくてはね。

公営住宅希望の方にお伝えを

住宅に入れますが、５月時点では

３戸のうち１戸だけが対象でし
た。条件は厳しいようです。

家族で入居の場合は、「常時募

はなく、指定管理者におこなうよ
うになっています。（下記に掲載）

高砂市も単身者向けグループ

ホーム設置の支援などニーズに

く、入居の可能性があります。

集」の住宅もあります。５階エレ

合った住宅政策が必要ですね。

書類は高砂市役所で入手できま

が、募集住宅に比べれば入居しや

７月 18 日配布（募集 28 日〜８月１日）など

現在の県営住宅応募は月１回。 ベーターなしなど条件は悪いです

す。５月分では高砂市内で３戸募
集していました。お一人でも県営
市民の声

地域街頭宣伝
や駅前ニュー

神鋼不動産ジークレフサー

TEL(079)-427-2025

破綻した昔の開発計画にこ

だわらず、高層マンションと１階

サービスが豊かと期待して高砂に
来たのに裏切られた気分
井奥

マイナス思考を打ち消すだ

けの先進自治体に向かう前向きの

店舗など現実政策が必要ですね。

会活動でうか

○窓口で「あちらに行け、こちら

構想と市民説明が必要ですね。

がった話です。

に行け」と言われる

○批判ばかりだ、言い方がきつい

必要ですね。政策全体が見える人

ですが。表現は工夫します。

死んだような町だ、何とかしてほ
しい（複数）

ビス

自転車街頭宣伝などで聞いた話

○高砂駅前は整備できないの？
井奥

○問い合わせ

ス 配 布、 後 援

○高砂市は

一緒に変えましょう。

◉この
ニュース
作成者
井奥まさき
はこんな人

ました。状況の問い合わせは県で

あなたの地域にもお邪魔します
自転車での

井奥

すいようです。高砂市内にもあり

○ 募 集 ６月 16 日配布 ( 募集 23 日〜 27 日）

井奥

一つの窓口で済む仕組みが

材育成や職員の相互研修も必要。
○水道代や葬式代が安い、行政

井奥

対案とセットのつもりなの

○中学校給食実現をぜひ
井奥

はい、提言し続けます。

□井奥まさきプロフィール 1965 年生まれ。48 才。伊保小学校から淳心学院中・高校をへ
て岡山大学法学部へ。国際交流団体ピースボートや国会議員秘書などをへて、高砂市議３期
11 年間。国政選挙関係の文書違反事件で自主的に辞職。その後、４年間市民活動として「つ
なげよう高砂」発行などを行う。全国的には「緑の党グリーンズジャパン」の設立に関わる。
他に「自治体議員政策情報センター」の事務局、東京都・兵庫県議会の政務調査スタッフ。
家族は妻と子ども二人。荒井町新浜在住。母は幼稚園教諭、父（故人）は山陽電車勤務。

■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

■

■市政研究会

