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今年もポスト決定選は深夜までかかってしまい-

区分 兩��以隗｢��

議長 塔c"ﾃ����

副議声 都sbﾃ����

議運委員長 都#�ﾃ����

議運副委員長 都��ﾃ����

常任委員長 都��ﾃ����

常任副委員長 都��ﾃ����

議員 ⊂=⊃ 田��ﾃ����

毎年､ 6月議会では役職選任が予定され

ているのですが､今年は､例年のような話

し合いの調整ではなく｢選挙｣で議長､副

議長は選ぶという方向になっていたよう
です｡

結局､選挙の形はとったものの､本会議
の初日は今年も深夜零時過ぎまでかかっ

てしまいました｡

この｢選挙｣､立候補者を募った｢役職

希望表｣という紙に議長希望として名前が
上がったのは公明党の｢川畑和人｣議員と

共産党の｢上田さち子｣議員だけでした｡

他の与党会派からの立候補希望者はなく､選挙がなくてもはじめから川畑

議員を推す構えで､当初から｢川畑議長｣という結果は見えていたもので

す｡与党各会派が｢選挙｣という形式にこだわったことと､毎年の改選に
よる議長職等のたらい回しへの抗議もこめて､私は､議長､副議長のいず

れの選挙にも白票を投じました(なぜか､議長選挙では7票､副議長選挙で

は10票の白票がありましたが-)｡

なお､議長は当初の予定どおり川畑和人議員(公明党)､副議長は喜田佑

敬議員(改新会)が就任しました｡ちなみに議長以下､各役職の報酬は上
の表のとおりです｡

地方自治法1 03条2項は

｢議長及び副議長の任期
は､議員の任期による｣
となっており､法は議長の

任期も議員の任期同様4年
としています｡

一年ごとに変わる役職

一方､毎年､このような役職選任を行

うのが恒例となっている6月議会です
が､これは､必ずしも毎年改選をして新

しい役職を選ばなければならないもの

ではありません(左､地方自治法参照)0

無駄な時間をつかって､市の職員を遅

くまで残業させ､電力の無駄遣いもして､この"恒例"はいったい何のた

めなのか､改めて､考えなおさなければならないと思います｡
･1･
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☆6月譲会でのよっや薫の一般質問　(7月9日) ☆

口　改正DV法について

質問:市町村の努力義務と規定された改正DV防止法の趣旨に基づく
｢基本計画｣の策定及び｢配偶者暴力相談支援センター｣の設

置についてどのように進めるのか｡

答弁:平成19年度から開始の男女共同参画プランに基づきリーフ
レットを作成し､配布している｡今後も同プランに基づく施策を

推進する中で基本計画を検討する｡ (7月9日　一般質問中の四津谷)

センター設置は､安全確保が最大の課題｡また要保護者の危険

回避のため､遠隔地-の移送など広域的な支援体制が必要｡県や近隣市､警察や医療機関などと調整
が必要であると考えている｡

【よつやの評価】 ⇒基本計画について｢検討する｣というのは前向きではない答弁｡
センターの設置に?いては､今後も積極的な働きかけをしていかな

ければならないと考えています｡
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今年度の所属委員会など

口.市の公共施設のエレベーターの管理について

質問:市の施設｢プレラにしのみや｣で6月に2日連続で起きた
ェレベーターの故障に関連して｡市の対応､保守点検会社の

対応､市の管理･所有するエレベーターの総数とその保守点
検の状況について聞きたい｡

答弁:保守点検業者に報告を求め､報告書の提出があった｡
その後､市と保守点検業者で､利用者への説明を2回行っ
たが､利用者と保守点検業者の認識に相違があるため､解決
に努めていく｡

市は､ 237台保有｡法定点検は年1回だが､保守点検業者と
年間委託し､月1回の点検を実施している｡

【よつやの評価】 ⇒起きてはいけない｢事故｣､という認識が業者に

も市にも､欠けているという印象です｡

利用者の安全が第-､との認識をしっかり持ってほしい｡

二.'･･･-,詣

常任委員会は厚生常任委員会の委員となりまし

た｡

また､審議会は｢西宮宙総合計画審議会｣と｢勤

労福祉審議会｣の委員となりました｡

昨年度と同様､審議会等の委員に支出される

12,350円(委員会毎に)という報酬は､議員として

は議員報酬との二重払いを受けることになります

ので､今後も私は受け取りません｡ (各審議会ごと

に供託されます)0

なお､今回､委員となりました｢西宮市総合計画

審議会｣は11月まで続きます｡

来年度からの10年間の西宮市の総合計画を審議

するものです｡

審議会(傍聴可)の予定等は､ホームページなど
でお知らせしたいと思います｡ぜひ､ご注目下さい｡

■6月諌会に出された意見考案､請願など(私はいずれも賛成しました｡)

o r後期高齢者医療制度｣の廃止を含む抜本的な見直しを求める意見書提出の件(栄 1)

○　義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書提出の件(※2)

○　次期教職員定数改善計画の実施に関する意見書提出の件(※3)

○　社会福祉事業従事者の労働条件改善を求める意見書提出の件(※4)

o r後期高齢者医療制度｣に関する請願　　　　　　　(※5)

･ ･ ･可決

･ ･ ･可決

･ ･ ･可決

･ ･ ･可決

･ ･ ･否決

○　政府に｢後期高齢者医療制度を廃止することを求める意見書｣の提出を求める請願(※6) - ･否決

芳晋警芸所芸14 ･i?忘.T/11明を除く全去霊竿表芸富書芸53.^6常警派､無所属4 ^#遠'T3;諾意明'

･2･
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7月16日､ 6月議会の日程が終了しました｡

しかし､その日は､いわゆる｢市民参画｣条例の成

否と､ ｢議会改革特別委員会｣の設置をめぐって､異

例の議会となりました｡
｢市民参画条例｣案に関しては､私は7月10日に｢質

疑｣をしたこともあり､ 16日はこの条例案に対して反

対の立場から採決前の｢討論｣をしました｡

策定委員の多くの人が､異議を唱えていたにもかか
わらず条例案成立に走った当局のいびつな策定のプ
ロセスを指摘し､参画と協働の条例自体は必要ですが､

この｢条例案｣には賛成できないという立場を述べま

した｡

採決時には､西宮未来(旧･蒼志会)､にしまちネッ

ト(3人中の2人)､共産党と左右両派15人が退場する

という異常な事態でありました｡結局､有効投票27

人､賛成25人､反対2人(よっや､たかはし)で､可

決されました｡
一方｢議会改革特別委員会｣の設置をめぐっては､

共産党とグリーンクラブの間で動議がそれぞれ4回出

され､どちらを優先するかを決めるための記名投票も

行われました｡ (合計4回)

動議として共産党から出された決議案は､
1､ ｢議会だより｣の一般質問記事の会派名と議員名

の明記

2 ､海外視察を廃止する(事実上は廃止しています)

3､費用弁償の廃止､その規則の廃止(事実上廃止)

4､議員互助会に市補助金を原資とする給付を廃止

という4つでしたので､今すぐにでも実行できること

ばかりでしたので､この内容の採決にあたっては､い

ずれも賛成しました｡

無所属2人(よっや､たかはし)と共産党を除く他の

会派はあくまでも議会改革特別委員会にゆだねる､と
いう立場から､これらには賛成しませんでした｡

しかし､とりあえず､議会改革特別委員会は設置が

決まり､私も設置そのものには異議がなく､賛成しま
した｡

今後､どのような形で｢議会改革｣を進めるのか､

委員にはなれませんでしたが傍聴などをしつつ､しっ
かりと言うべきことを述べていこうと考えています｡

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

■ ｢政務調査責｣特集　}
｢政務調査費｣の使途について-よっや薫の考え方

政務調査費は､ 2001年の地方自治法の改正で｢議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として､その

議会における会派又は議員に対し､政務調査費を交付することができる(100条13項)｣とされたものです｡
地方自治体がその首長の名で交付するものですが､西宮市の場合､月額15万円(年額180万円)まで支出することが

できるとされています｡
この額､たとえば､お隣の芦屋市の7万円(84万)､尼崎市の7万5千円(90万円)と比べて､西宮市が多額である

ことの､合理的理由はありません｡

交付先(会派.個人) 佰�WHｧ｢�執行額 兢Hｭ(ｧ｢�

公明党議員団(会派) ���ﾃ���ﾃ����4,506,247 澱ﾃ#�2ﾃsS2�

葦志会(会派=現.にしのみや未来) ���ﾃ���ﾈ�s��10.678,961 ��#�ﾃ�3��

西宮クリーンクラブ(会派) �"ﾃ�c������2,108,706 鉄�ﾃ#釘�

岩下彰_(西宮クリーンクラブ) ��ﾃ���ﾈ�s��1,106.149 ���

片岡保夫(fJ) ��ﾃ���ﾃ����1,113,040 ���

河崎はじめ(/)) 咾�ﾃ���ﾃ�62�1,156.322 售��

栗山雅史(〟) ��ﾃ���ﾃ����1,065,296 ��Bﾃs�B�

小林光枝(fl) ��ﾃ���ﾈ;�ﾒ��1.098,616 ���

田中渡(ff) ��ﾃ���ﾃ����859,896 �##�ﾃ��B�

中尾孝夫(〟) ��ﾃ���ﾈ;�8��1,082,805 ���

森池とよたけ(∫/) ��ﾃ���ﾃ����1,420,107 ���

石埜明芳(政新会) ��ﾃ3S�ﾃ��ﾒ��1,355,140 ���

上向井賢二(fり ��ﾃ3S�ﾃ����1,268,909 塔�ﾃ����

大石伸雄(fり 偵�ﾃ3S�ﾃ����1,355,879 ���

喜田楕敬(′f) ���3S�ﾃ����1,219,418 ��3�ﾃS�"�

坂上明(′り ��ﾃ3S�ﾈ;���1,371,491 ���

篠原正寛(Iり ��ﾃ3S�ﾃ����1,584,066 ���

中村武人(∫/) ��ﾃ3S�ﾃ����742,555 田�rﾃCCR�

吉岡政和_(fり ��ﾃ3S�ﾃ����1,368,801 ���

日本共産党西宮市会議員団(会派) 唐����ﾃ����6,415.013 ��ﾃcィﾃ塔r�

嶋田克典(無所属) ��ﾃ3S�ﾈ�S��730,276 田�津s#B�

たかはし倫恵(ff) ��ﾃ3S�ﾈ�X��780,514 鉄c津Cッ�

西凱1さお(~fり ��ﾃ3S�ﾃ����1,175,301 ��sBﾃc湯�

よっや薫(〟) ���3S�ﾃ����164,120 ��ﾃ�コﾃョ��

合計 鉄bﾃs���;���45,727,628 免ﾂﾃsSBﾃsッ�

市決算額※1 鉄bﾃs��ﾂ�ｒ�44.945,212 免ﾂﾃsSBﾃsモ�

衰~1~執行額が交付額を上回ると交付額が市の決算額となり返還額は0(ゼロ)です. 
･3･

またこの政務調査費は補助金と同じ性格を
でな支のばのもれでつけま持な月 すから､使わなかった額は返還し

りません｡昨年度の7月から今年3
分出 (私たち新人議員が交付を受

けはじめたのが7月です)につきまして､情
報公開された結果､左の表のように各会派又
は議員の執行額(支出した額)と返還額がわ
かりました｡

この｢執行額｣からは､多くの議貴が､一事
務所賃料､ガ相法競離帥誓訪
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にも違背しな
ゴなりません｡したがって､
ジにありますように､上記

醐肘掛榊必とるなめ｣すぼ

身の報酬から｢個人活動費j
が

方カ
相当だと考えています｡

ヽ一 らは｢政務調査費の使い
方が四津谷(よっや)議員のように少ないと活
動そのものをしていないのではないかと思わ
れますよ｣とのご指摘もありますが｣たとえ
ば､ガソリン代や｢政務調査用事務所｣と称
する事務所賃料を政務調査費から支出する場
合も､前提となる現実の｢政務調査｣の存在
が必要だと考えています｡しかし､ ｢調査研究｣
の実態のない｢政務調査｣にこのような支出
をしている議員が多いのが現状です｡
各議員が地方自治法の条文をどう解釈する

のか､その良識が問われています｡
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8月26日

9月　2日

9月　8日

9月11日

9月16日

9月17日

9月18日

5　62　2月月9　9

9月29日

9月30日

2008年9月定8I全く-9月議会)日篭

態案発送

本会議(第一日)提案説明､企業会計決算監査審査意見

本会浅く第二日)　一般質問
TJ-T･L

本会雑(第五日)一般質問､質疑､決算諌案発送
常任委員会

常任重点会

本会鮭(第六日)章魚長報告､討論､採決など｡

決算特別章魚会全体会

決算特別委員会分科会

決算特別委員会分科会

決算特別委員会分科会

決算特別委員会全体会､雑運､本

ぜひ､傍聴にも
お越し下さい!

憲法勉強会ペアテの会は､
西宮市男女共同参画センターウェーブ｢いきいきフェスタ｣

(10月24日～26日)に参加します

10月25日午後3時～4時半(413 ･414学習室)
｢蕪村における女性への視点と現実｣について

お話:渡辺めぐみさん(大阪大学･准教授)
参加無料　申し込み不要[連絡先】よっや事務所

市民オンブス西宮
例会:毎月第二水曜日19:00～　会場:ウェーブ
[連絡先】 TEL 0798-52-91 57 (折口)

女･げんき･ビデオ&トーク(女･女西宮)
日時:毎月第二金曜日19:00-

場所:ウェーブ411学習室
*ビデオ学習会です

唱拍悶　スペ一･･スジョジョー陀しぶ花粉ち1 -fX)1 8

･:;::………ご………ここ……………

■あなたの声をお珊かせ下さい! (よっや薫)

事務所　　　　〒662-0063西宮市相生町8-2ト101

お越しの節は､お手数ですが､在室しているかを

お電話でご確乾のうえ､お越し下さい｡
TEL&FAX 0798 (74) 1 644

雑鼻捷圭　　　0798 (35) 3539 (直通)
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★*☆*よっや薫収支報告★*★*

2008年4′-6月

収入の部 剋x出の部 

議員報酬 �"ﾃ�s�ﾃ����所得税 ��32ﾃ����

留民年金 鼎2ﾃ#c��

国民健康保険 鉄2ﾃ都��

県市民税 塔津����

共済会掛金 �#途ﾃc���

議員互助会 �3�ﾃ����

日中議員連盟会辛 ��ﾃS���

よっや拠出金 鼎#Rﾃ��R�

生活辛及び個人活動費 涛迭ﾃsSr�

合計 �"ﾃ�s�ﾃ����合計 �"ﾃ�s�ﾈ;�ｒ�

｢個人活動費｣には､事務所章､交通費､各団体への会費､
議会で使用するパソコン､人件費､ガソリン代､駐車場代､
活動用車両の維持費､ホームページ作成費､電話代､プロバ
イダー代などが含まれています｡

★*☆*政務調査費*☆*★

2008年4-6月

暮徽義胃■轟JI義蝉場

交付額 剋x出の部 

政務調査費 鼎S�ﾃ�����85�ﾈ饂｢��研修. 会議費 ���ﾃSc��

資料購 入費 �#Bﾃs3��

小計 鼎S�ﾃ����小計 �3Rﾃ#���

返還額 鼎�Bﾃs���

★*★*キラリかおる市民ネット収支*☆*★

2008年4-6月

収入の部 剋x出の部 

前期繰越 ��#づ�Sr�事務所費 �111,147 

光熱費 �8,215 

よっや薫から 鼎#Rﾃ��R�組織活動費 �1,300 

備品.消耗品費 �103,252 

カンパ 唐ﾃ����人件苧 �0 

通信発行費用 �281,432 

利息 鼎B�次期繰越金額 �55,860 

合計 鉄c�ﾃ#�b�合看 ��R�561,206 

J LJ　鴨JI tJI義J　■■LJr鴨Jr LJl雷■JLJr義

輝帯革ネ甘辛の会議.十干言
(日)午後6時半～

( `ウニ

tt･*義義

｢F I ▼ナ｢丁=

軒鮮朋こ山側(
B義}*･義■義義暮一義暮義　}義義義}

☆　編　集　後　記　☆

暑い､本当に暑い夏でした｡西宮市議会も本来業務とは異なるところで熱くなったりして-まさに､会議は踊りました｡無所属の私には本当に?マークが浮かんでばかりで-☆政務調査費は'七月にようやく昨年度の収支報告とその裏付けとなる領収書等のコピーの情報公開がなされました｡明らかに実体がないのではないかと疑いたくなるような手書きの領収書があったとも- ｡偽造?詐欺?そういうことでなければいいのですが'いずれにしても議員としては恥ずかしいかぎりです☆六月議会では､三月議会に続いて　｢会派｣　とは何かと考えさせられました｡無所属として立候補しながら大きな会派に入り'会派としての派利派略にまみれる議員も｡その一つの茶番六月恒例､役職選挙でした｡あらためて　｢無所属･市民派｣　の意味をかみしめています☆この六月に元｢慰安婦｣　とされた被害女性の方と会いました｡八月には大阪でフォーラムが開かれ､アメリカや欧州で次々と採択された　｢謝罪｣　をもとめる決議の重さを知りました☆ホームページの更新が滞りがちでしたが､ようやくリニューアルしました｡ぜひ一度､のぞいてみてください(四)☆
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