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最大会派の政務調査費支出に疑惑噴出 全議員の支出説明を

2014 年講演会参加費の２万円領収書が存在
2014 年３月８日石破しげる幹事長を
呼んだフォーラムへの支出７人分
主催は「実行委員会」 しかし、住所
も連絡先も地元代議士の事務所

政治資金パーティとは政治団体が政治資金を
集めるために開催する有料のパーティ

元高砂市議

イベント名「新世紀政経フォーラム」は

前年度まで「政治資金パーティ」だった。
事業売り上げ 900 万円超［2011 年度］
の時もある。※ 2014 年度分は 11 月公開のた

め、８月時点では調査不可能

井奥まさき

疑惑！

これは市の税金（政務
調査費）を使った政治
寄附ではないのか？

他にも実行委員会の利益（2012 年度
でも 700 万円以上収入）のゆくえは？

を売り上げた実績のある「政治資

会派が責任を持って究明し、市民

で、最大会派・新政会（生嶋、池本、 回との記事もあり、以前の「政治

ちなみにくだんの実行委員会は

請求から３週間かかって公開さ

れた資料をチェックしている中

西野、今竹、入江、北畑、鈴木正典、藤森、
計９名）の政務調査費支出に

川端

重大な疑惑が見つかりました。

金パーティ」と同一名称③第 23

資金パーティ」からの連続企画で
ある可能性

と疑惑だらけです。

政治信条は自由ですから、月

「新世紀政経フォーラム」参加

額 50 万円以上の報酬の範囲でい

政務調査費として計上していま

す。しかし、市の税金である政務

費として一人２万円を所属議員が
す。これは市の税金を使った政治
寄附ではないかという疑惑です。

上記の流れにもありますよう

に、①主催は「実行委員会」とし
つつも、住所も連絡先もすべて代

議士事務所と同じ② 900 万円超
市長と語る会

大事な事な
書 き ま す。
登 市 長 の

「誰でも参

い合わせましたが、まともな返事

が８月 22 日現在返ってきません。
最大会派の議長が他の会派に相

かなる政治活動をするのも自由で

談せずに情報開示を遅らせたのは

調査費を特定政治家への資金支援

しまいます。私は議長への申し入

のために使用したとしたら納得で
きません。違うならば「実行委員
会」の決算（利益の有無と処理方

この疑惑を隠すためかとも疑って
れを行い、疑惑の解明と「全議員
の３年分の支出のチェック」を実
施することを提言。兵庫県議会で

法＝代議士に寄附していないか） 実施予定の制度改正程度はぜひ高
などを政務調査費に計上した最大

シンドイ議論から逃げ出したとし

砂市議会も実施して欲しいです。

市長と語る

梅井の広域ゴミ処理施設、子ど

か見えません。

も医療費、市民病院の経営悪化と

示して子ども医療費政策を市民と

で徹底議論する必要があります。

例えば熊谷千葉市長は選択肢を

議論しました。元我孫子市長の福

加 で き る 」 嶋浩彦さんも「市民が一番怒って
いる現場にこそ市長は率先して参

会中止は、市民との対話を軽視し、 加して説明すべき」と言います。

課題満載の今、「市長と語る会」
馴れ合いの最大会派が追認したた
めに中止になった「市長と語る

会」。最大会派解体でぜひ復活さ
せましょう。

市役所も市議会も改革②西宮出張でも日当？ホテル代一律

宿泊費 １泊あたり一律 1 万 3000 円

（実際の宿泊費と関係なし、多め）

交通費 最寄り駅同士で計算

（実際の交通費と関係なし、多め）

日当

HP なども存在せず、連絡先に問

逃げ出しではないか。なぜ「誰でも参加できる」市長と語る会中止？
ので何度も

視察代

への説明責任を果たすべきです。

改正が必要

収書清算は事務量が増大」「短い

の宿泊費・交通費や「日当」にも

う答弁ですが納得できません。交

い目が注がれている中、一律支給
市民の批判が高まっています。高

県内でも西宮市、宝塚市など
は１日 1050 円。県外ならば 砂市の現状は左の通りです。
１日 2100 円。
これは市議会だけでなく、市長

高砂市職員等の旅費に関する条例、規則より

13000 円

地方議員の視察に全国的な厳し

や市役所職員も同じ規定です。
「領

距離の交通費補てんのため」とい
通費計算ソフトもありますし、清
算業務の外部委託などで事務量は
対応できます。前例主義の不透明
な慣れあいは改めるべきです。

◉ 8000 円程度のホテルに泊まれば 5000 円浮く…こんな不透明な制度はやめるべきです。日当も根拠不明です。

■他にも平成二十六年度政務調査費には「視察報告書が十分ではない」「書籍購入で書名がない」などいくつか疑問点も。制度改正が必要です

■この疑惑に関して、八月十八日に生嶋議長に申し入れを行いました。支出事実は認めるが「問題ない」、真相究明には努めて市民に公開するとの回答でした。

政務調査費

通算 93 号）

［事務所］兵庫県高砂市荒井町御旅 1-5-6
［自宅］兵庫県高砂市荒井町新浜 2-19-9
Tel 079-444-2343 Fax 444-2418
「井奥まさき」

「愛情」を示すのは弁当だけじゃないんですけどね
小 学 校、 無い日だけでも大変なのに、中学
中学校に

校は毎日です。しかも部活の子ど

子育ての

つ分作る」なんて人もいます。

なっても
大変さは変わりません。本来なら

もを持つと「朝５時起きで朝昼二
給食に不熱心な人からは「愛情

が強いような気がします。そうい
う人ほど過剰な「愛情弁当」論に

なっています。さあ、娘（小四）
や息子（小二）の時代までには中
学校給食は実現できるかな？子ど

弁当」という言葉が強いのですが、 も政策は一年一年が勝負だから、

きりです。

く、さまざまなはずです。どうも

けないのですが、私自身も反省し
そんな大変な小中学校のポイン

トはお弁当です。小学校の給食の
市役所対応

市役所も市議会も改革③

■窓口改革は急務です

親の愛情の示し方は弁当だけでな

よりスピードが必要なのです。

行政の施策決定の場には「弁当も

もっとがんばれ」ある日の子ども

作った事のない」年配男性の論理

「ママいつもありがとう

パパ、

たちの言葉でした。

タライまわし・担当がいない・遅い… 窓口改革を

高砂市の市役所対応には課題が

多くあります。市民相談に付き添

並んだらサっと別のレジをあけて

とが必要です。「検討する」とい

うべきです。また、マイクロソフ

由を並び立てる…といった市役所

対応するコンビニ店員さんを見習

いつつ放置する、
「やらない」理

うと「担当が違う」
「担当がいない」 ト社では「自分だけのファイル」 風土を変えましょう！。
とそっけない対応にイライラして

は持たず、情報共有化を徹底して

するのではなく、職員が連携して

い」というのは「恥ずかしいこと」

しまいます。市民をタライまわし
窓口に駆けつける。不在に備えて
複数の担当者で仕事を担うといっ
た相談対応が急務です。

別の業務をしていても、レジに

◉好評の議員成績表再掲
会派

名前

います。「担当不在で対応できな
という意識改革が必要でしょう。
■提案した結果が見える形に

他にも市民や議会の意見をデー

タベースにして進捗状況を示すこ

詳細はウェブや前号参照ください

期数

年齢

新政会（９人の最大会派）
公明
民主ク
財福ネ

共産
無 無 無 無

いくしま洋一

9

71

池本晃
西野勝
今竹大祐

9
8
７

69
76
63

入江正人
北畑てつや
鈴木まさのり
ふじもり誠
川端ひろあき
砂川たつよし
森ひでき
さこ川高行
よこ山義夫
ふくもと昇
鈴木利信
木谷かつろう
小松みきえ
大塚よしこ
松本ひとし
きたの誠一郎
たかお治久
中西かずとも

4
３
２
2
1
3
1
1
4
3
３
２
5
２
5
5
1
１

62
63
68
63
56
62
50
46
59
59
54
65
69
59
61
53
49
38

質問回数

7(+4)
1(+4)
0(+4)
4(+4)
2(+8)
5
3
2
4
11(+4)
11
14
6
(+4)
3
15
15
14
15
15
14
8
15

議員１期＝４年

備考
議長１年

◉井奥まさきの主張

居眠り自治体・高砂市を
先進自治体へ

・エネルギー産業で仕事づくり
・子ども子育て日本一へ
議長１年
・市役所も市議会も改革
副議長１年・議長１年
そして…市民病院のあり方は市民参加
で決める
議長１年

副議長１年

副議長１年

副議長１年

◉この
ニュース
作成者
井奥まさき
はこんな人
○報告
井奥まさき
は８月 31
日〜９月７
日高砂市議
選、緑の党
公認が決定
しました

□井奥まさきプロフィール
1965 年生まれ。
48 才。緑の党会員。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。家族は妻
と子ども二人。荒井町新浜在
住。母は元幼稚園教諭、父（故
人）は元山陽電車勤務。

■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

アスパ周辺で実施の「勝手に選挙フェス」は歌やトークあり。はるまきちまきさん出演。自転車発電も行います。私も３時と４時半頃に参加予定。

ば男性も協力して担わなければい

■八月三十一日午後３時〜５時

■イベントの関係で加古川市の公民館をまわって対応の良さにびっくり。複数窓口で「待たせない」対応も行っていました。高砂市も見習うべき。

子育て日記

