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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許せない！ 市民待望の新図書館を「丸ごと民間委託」！
？

◉井奥が考える一部委託
図書館運営
メイン業務
市の職員

時間外受付
など

◉市の案

図書館運営
民間会社

関与できず
市の職員

「文化」を軽視していないか

私は市役所の仕事は市職員だけ

でなく、企業と市民（NPO など）
など分野ごとにどこが担うのが適
切かをきめ細かく判断すべきだと
考えています。しかし、６月議会
に出された「図書館の丸ごと民間
委託（指定管理者）」の提案には

あきれ果てました。まず大前提と
して、こんな大きな変更を市民に
十分意見を聞くことなく、９月に
まちづくり

建設が遅れたように「文化」軽視

費を節約する方法はあります。

の市政の象徴的な出来事です。

開館日数増加や時間延長、人件

用職員などと組み合わせれば人件
「丸ごと」委託は問題だらけ

現在行おうとしている「丸ごと

費削減は賛同するが…

委託」は文化会館など「売り上

にこたえるために開館日数増加や

です。図書館は無料の原則があり、

時間延長を行いたいが、ハコモノ
づくりでお金を使い過ぎて人の配
置ができない」ということでしょ
う。ならば、まずはそこを率直に
市民に伝えるべきです。その上で
井奥の案のように問い合わせ対応
や蔵書管理といったメインの業務
は職員が担い、夜間の対応などは
一部民間委託をするという方法が
考えられます。東京都などで実施

げ」がある事業にふさわしい制度
その部分では工夫の余地がありま
せん。また、数年毎に指定をやり
直すことになりますが、そのたび
に管理者が交代しては継続的な運
営ができません。そして、今まで
長年図書館を担ってきて蔵書を知
り尽くした市の職員が関与できな
くなることも大問題です。問題だ
らけのこの条例、撤回して新議員
らで議論すべきです。

行政指導をうまく活用して「行き止まり」道の解消を

ミニ開発

長期的なまちづくり戦略がなかっ

が強く、土地所有者や開発業者の

てしまいました。その結果、各地

定的で指導程度しかできません。

た弊害で、「ミニ開発」が横行し
区ともゆきどまりの道だらけの地

行き止まり道

井奥まさき

されています。職員も教員の再任

るというのは論外です。新図書館

民間委託

元高砂市議

任期切れを迎える議員たちで決め

登市長らの本音は「市民ニーズ

空き家の整理時など 域を抱えています。これは防災面

高砂市は農地を開発したベッド

タウンとして発展してきました。
緑の党

「井奥まさき」
で web 検索を

でも課題を残しています。

意向が強くなり、行政の役割は限
しかし、長期的なまちづくりのビ
ジョンを示し、建築指導要綱など

をうまく活用して「行き止まり」

残念ながら日本の法律は「私権」 道を解消していくべきでしょう。

原発ゼロはどうやって実現するの？

緑の党＋井奥まさき

は火力発電で踏ん張ります。 要でしょう。６月現在、日本は原

原子力発電
化石燃料

した。図にありますようにまずは

「原発ゼロ」の目標をもち、当面

その後、省電力と再生可能

発ゼロでも社会は通常どおり動い

せていくというのが緑の党

けて努力することが必要です。

エネルギーの割合を増加さ

再生可能
エネルギー

市民からも問い合わせがありま

■ハコモノをつくるまでは熱心だけれど、運営や更新のことは何も考えない…高砂市の閉塞感の原因です。

■国会図書館関西館のレファランス協同データベースは必見。「○○について調べたい」という問い合わせに見事に司書たちが答えています
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らが訴える脱原発シナリオ

ています。目標を定めてそれに向
ちなみに緑の党としては「即時

です。化石燃料も発電効率

廃炉」を訴えていますが、私は「宣

にも CO 問題を別に解決すれば

への説明責任を果たしつつ、柔軟

のよいガスを中心にすえます。他
2

埋蔵資源が豊富な石炭の活用も必

言」的にとらえ、現実対応は市民
にすべきだと考えています。

子育て日記

７月 27 日（日） 午後２時〜

井奥まさき臨時事務所開設イベント

場所はお問い合わせを

出かける前は殺伐…「外で待ってて！」 でも…
出かける時に

にすっかり準備が終わっている息

出発準備を急ぎます。早めにス

必死に口実を作って妻にまとわり

の相手をしているうちに出かけな

子は不満のようで「ねえねえ」と

どんどん手にか

つきます。身支度が終わった娘と

からなくなった
子どもたちです

が、それでもちょっとイライラす
る時があります。特に旅行や食事

ともに「外で待ってて！」と私が
怒って大声を出して家から追い出
すのがお出かけ前のいつもの風景
です。

タートしたつもりなのに、子ども
ければいけない時間を過ぎてし
まっています。あわてて車に荷物
などを積み込み、さあ、出かけよ
うとしていると今度は家のまわり
で遊んでいた二人の姿が見当たり

あれ？いない…

ません。団地の中をぐるっと車を

が長くなって妻が髪を整えたりし

だと言い合いしている声がしたか

いる二人の姿が…

ます。その作業をしていると、先

に遊びだしたので安心して夫婦の

など一家そろって出かけようとす
る時が大変です。特に娘は髪の毛
ないといけないので手間がかかり

ギャーギャーと二人で何だかん

と思うと、キャッキャと楽しそう

回して探すと公園で友達と遊んで
おいおい。本当に勘弁してほし

いものです。

なぜ東播磨エリアだけ警戒警報？測定箇所を増やし原因究明を

６月１日、高砂市をはじめとす

ている人には「杉の花粉」より小

戒警報が発令されました。PM2.5

か。PM2.5 はその小ささゆえに

中国の黄砂が影響していると言

さいと言えば想像がつくでしょう

われていますが、ならばなぜ東播

は微小粒子状物質と訳されます。 呼吸器の奥深くまで入りやすいこ

高くなったのか不明です。PM2.5

る東播磨エリアで「PM2.5」の警

以前は健康に影響を及ぼすのは

となどから、「ぜんそく」や「ア

ま し た。PM2.5 は、 そ の 四 分 の

康に影響を及ぼすことが心配され

10 μ m 以下として測定されてき
一で 2.5mm の千分の一という小

さい粒子です。花粉症で悩まされ
市民の声

毎日駅前で実施中
A1 ポスターを活

ています。そこで 2009 年に日本
でも基準が決まりました。

の測定器は高砂市内で市役所での
一カ所のみ。県に要請して測定箇
所を増やし、原因をさぐるべきで

す。また、測定データも市の HP
でわかりやすく公開すべきです。

駅前の街頭宣伝などで聞いた話
要だと思います。

○朝早いねぇ

○ごじゃばっかり言うな、自覚を

井奥

うかがった話です。

まったニュースを見てください

○介護の必要な人向けの施設を

○ JR 曽 根 駅 の

○ JR 宝殿駅南の自転車置き場は

南口は開設でき

どうにかならないの？

用した駅前街頭宣
伝や後援会活動で

ないの？
井奥

大規模な

駅改修計画はいつまでも実現でき
ません。私もまずは南口設置が重
◉この
ニュース
作成者
井奥まさき
はこんな人

レルギー」などを引き起こし、健

磨だけ警報レベルにまで濃度が

井奥

井奥

そうですかねぇ。想いの詰

市域が複雑にからみあって

いるのでうまく整備できていませ
ん。通勤・通学者の視点がもっと
必要ですね。

駅立ちだけは負けたくない

ので頑張って早起きしています
井奥

法律の改正で高砂市の役割

がますます重要になりますね。
◉井奥まさきの朝の定例活動予定
月

山陽曽根駅

火

水

JR 宝殿

山陽荒井・高砂 or 道路脇

金

山陽伊保駅

木

JR 曽根駅

）は加古川市のサイトの方が見やすくわかりやすくなっています。高砂市はリンクだけでちょっとおざなりです。
PM2.5

限って…

昔に比べれば

PM2.5

■微小粒子状物質（

■事務所開設イベント

（雨天は道路脇も）

□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

