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加古川市長選

「中の上」で満足しなかった加古川 高砂市も「新しい挑戦」を

◉加古川市長選挙結果
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長が最終日に来訪して現職後継へ
の支持を訴えたにも関わらず、市
を選択。市議選でも２人だけ落選
でまさかの現職落選でした。

2 人だけ落選のうち現職１人が落選

「変える」政治は高砂市が先輩

加古川市長選挙の結果が出まし

た。組織をもたない 38 歳の新人

現職後継の石堂さんは私も加古

川市・高砂市の合同会議でお会い
しましたが、行政手腕のある方で

が現職後継（自民党が全面支援） した。率直に言って高砂市の幹部
に完勝しました。
「中の上」とい

クラスより能力を感じました。

加古川市民はさらなる改革をのぞ

の説明や夢を描くことにあまりに

運営やまちづくりでは上位の加古

でも行政用語を連発していまし

う全国的な都市評価に満足せず、
みました。正直、高砂市より財政
川市でも不満のマグマがたまっ
ていたわけです。事実上の国の

No2 である石破茂・自民党幹事

井奥まさき

大きな変化を迎えた加古川市は
40 年以上の「話し合い」市政か

民は「継続」より「新たな挑戦」 ら新しい局面を迎えるようです。

※市議選は定数 31 に 33 人立候補。

加古川市は「新たなる挑戦」へ

元高砂市議

その間、高砂市は「足立 VS 大内」

「大内 VS 田村」
「田村 VS 岡」と

現職と改革新人の転換を３度も体

験しています。「変える」政治は
高砂市の方が先輩なのです。それ
だけ高砂市政への市民の不満も強
かったということでしょうが。

しかし、現在登市長のもとで議

しかし、政治家としては市民へ

会では「１強・最大会派」勢力が

不慣れでした。街頭宣伝や討論会

政治が続いています。加古川市よ

力を握り、馴れ合いの「居眠り」
りうまくいっていない高砂市こそ

た。せっかくの良さを活かせず、 もう一度「新しい挑戦」が必要な
市役所や組織の論理から抜け出せ
なかったのが敗因と思われます。

のです。今年９月の市議会議員選
挙は非常に重要と言えます。

「若くても一軒家が買える！」宣伝ビデオを
子育て世代定住 子育て日本一に① 子育て世代に向け、
高砂市が作るとしたら「若くて
兵庫県尼崎市 まらぶ」ビデオは少しダサい（失
で は「 シ テ ィ

礼）点も含めて面白いものになっ

も一軒家が買いやすい」「待機児

ン部」という

なく、「公園が多い」「大阪・神戸

か。家の低利子ローン融資など入

プロモーショ

市の魅力を宣伝する専門部署があ
ります。広告業界の外部人材を配
置しています。そこで作成した「あ
緑の党

ています。単なる観光ガイドでは
に近い」と市の魅力をアピールし
ており、市外の住宅展示場などで
も活用しているようです。

童ゼロなど子育て充実」でしょう
居支援政策ともあわせ、ビデオや
ネットで子育て世代に高砂市をア
ピールしてはどうでしょうか。

■加古川市長選挙に向けた青年会議所の討論会に参加しました。５人の熱い議論が聞け非常に良かったと思います。

■６月議会で「図書館の丸ごと民営化」の方向性は決定。残念ですが、引き続き新図書館の質確保に向けて提言していきます。
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法人税減税ではなく、企業も市民も公正な税負担を 緑の党＋井奥まさき

緑の党の税に対する考え方は

法人税減税論者は「経済が成長

「政府はムダを省き、必要なサー

すれば課題は解決する」として「経

を」というものです。子育てや介

が必要」と法人税減税政策を推し

ビスを明らかにして公平な税負担
護など必要な行政サービスが増大
する中で、「負担は小さく、サー

済成長にはまず（大）企業の成長
進めます。しかし、法人税減税は
過去何度も実施しては失敗してい

ビスは大きく」はありえません。 ます。あてにした経済成長が実現
しかし、負担のあり方は公正なも
のである必要があります。

せず、減税した部分は借金に回っ

ています。「海外に逃げ出す企業

がある」という意見もありますが、
東京都の税制調査会も答申で「日

本の魅力は整った都市基盤や治
安、質の高い労働者など総合的な

ものである」と指摘しています。
そこは日本社会の実力を信じるべ
きでしょう。企業も市民もサービ
スに必要な負担を分かち合うべき
でしょう。

◉緑の党の政策を紹介します。

７月 27 日（日） 14 時〜

■臨時事務所開設イベント

荒井町御旅の臨時事務所にて。ゲスト長谷川ういこ（緑の党全国共同代表）

面白いけどね

寝顔はかわいいので

し立つとまた横になって寝たりし

いきなり「○○ちゃんが○○だか

起きている間はい

然違うところにスタスタと歩いた

いきなり楽しそうに笑いだすこと

すが…

ます。他にもいきなりトイレと全

ろいろとうるさく騒

りします。びっくりです。

■都議会の新人女性議員への嫌がらせヤジ

がしい子どもたちで
すが、寝てしまうと

あまりに面白くって

娘は私たちが「クジラ」と呼ば

かわいいものです。しかし、油断

れている動きをします。いきなり

ビを夫婦で見ていると、息子が「む

角度に倒れるのです。他にも寝返

は禁物です。寝顔を見ながらテレ
くり」と起き上がってきて正座を
しています。目をつぶっていて寝
ているのは確かなのですが、じー
とそのまま動きません、そして少

ら」としゃべりだしたりもします。
もあります。あまりに面白くって
夫婦で顔を見合わせています。
成長過程なのかな

あまり著しいと問題も多いよう

立ち上がり、そしてドーンと別の

ですが、基本的に寝相や寝言は成

りでいつの間にか 180 度ぐるり

す。大人と子どもでは睡眠の中身

と回ったり、ちょっと離れた机に
ガンガン頭をぶつけて唇をきった
りとエピソード抱負です。他にも

長期に現われてくる現象のようで
も違うようですし。「でもあなた
も夢の中で議論して寝言を言う
よ」と妻の証言もありますが。

新しい冷房 エネルギー産業で仕事づくり⑤学校施設は太陽熱を利用した冷房も検討しては

同様のことは高砂市議会でも存在します。市民のチェックが必要です。

家庭用

た冷房もあります。「打ち水」方

ので暖房に比べ、冷房は発展途上

ラーは

ていましたが、「ソーラークーリ

も冷房をガンガン使う常夏の国

のクー
中の熱
い熱を

外に捨てるという仕組みです。そ
のため、捨てられた熱による「ヒー
トアイランド現象」も起きてしま
います。それに対して蒸発する際
に熱を奪うという仕組みを利用し
市民の声

ス配布、後援会活動でうかがった話です。

○議員は定数減、市職員も減らす
べきではないか

議員の定数減の際には、市

民への情報公開や行政・議会への
市民参加とセットが必須です。そ
うでないと多様な市民の意見が届
かなくなります。
◉この
ニュース
作成者
井奥まさき
はこんな人

だそう。私が世界中を回っていて

ング」として太陽熱を利用する仕 （タイなど）は多く存在します。
組みができました。圧力を利用す

亜熱帯に近い日本でこそ強みを発

水を蒸発させて冷房を行うので

中、「学校冷房化」の議論があり

ることで「100 度」でなくても

す。電気の使用量は格段に少なく
すみます。紹介してくれた方によ
ると、ドイツは基本的に寒い国な

揮できる分野です。熱い夏が続く
ますが、高砂市はエネルギー産業
育成との一石二鳥の仕組み導入を
検討してはどうでしょう。

「議員の定数減、職員の減を」 などの提案に答えます

自転車での地域街頭宣伝や駅前ニュー

井奥

式といえます。従来はガスで行っ

市職員は単純に数を減らすより

への指導の徹底などが必要でし

確保」の方が地域雇用も含めて優

開発の弊害が出ています。市役所

「一人当たりの給与を下げて数を
れていると思います。ただ、今の
ような「一生公務員」の比率は減
らしてもいいと思います。

○危険な道路脇などゴミステー
ションの位置を考え直して
井奥

本来は宅地開発の時の業者

た。行き止まり道と同じく小規模
も調整役としての役割が必要。

○草むしりとか誰に言えばいいの
井奥

川や公園はそれぞれ委託先

があります。除草のタイミングな
どがあるようですが、環境美化に
もう少し力を入れてもいいかも。

臨時事務所開設します（７月 27 日〜９月まで）
□井奥まさきプロフィール 1965 年生まれ。
住所：高砂市荒井町御旅 1-5-6
48 才。伊保小学校から淳心学院中・高校をへて
荒井小学校 加古川西
ヤクルト
インターへ
岡山大学法学部へ。国際交流団体ピースボートや
臨時事務所
500円
東行
国会議員秘書などをへて、高砂市議３期 11 年間。
駐車場
一方通行
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。
沖浜平津
神鋼前
山陽荒井駅
道路

線

■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

■私のブログで「ソーラークーリング」「太陽熱利用」などをわかりやすく説明した資料を紹介。川崎市の教育資料はとてもわかりやすい。

寝相が悪すぎ、寝言もあるね

子育て日記

