
　　　　　　　　　　　　6月議会は新市長の所信表明と各会派の

　　　　　　　　代表質問の日程も加わりました。7月2日の最終

日、定数削減議案をめぐり、私は本会議での｢討論｣ならぬ｢議事進

行｣発言を行いました。この「議事進行｣の意味については次号で

詳しく☆7月半ば、大阪市のクレオ中央を訪れ、韓国ソウル市の｢女

幸｣という女性にやさしいまちづくり施策のシンポに参加してきま

した。女性は男性よりトイレの所要時間が2.5倍かかるということ

から、単に同じ数の個室があればよいというものではないという

発想。人にやさしいまちづくりを考えた時、まず、女性にやさし

いまちづくりからという視点でした。むろん福祉主義の点から参

考にすべき点が多々ありました☆映画｢ザ・コーヴ｣を観てきまし

た。"イルカ"を食べる食文化は私たちにはないのに、なぜ、上映

をめぐって妨害がおきるのか。漁業利権と動物愛護の狭間に何が

潜んでいるのかまでは描き切れてない映画でしたが、あくまでも

表現の自由は保障されるべきですね。(四津谷薫）
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なくそう   議員特権！
よつや薫 検索 ⇒

2010年 9月議会

本会議　提案説明 一般質問通告締切

本会議　一般質問

本会議　一般質問、質疑、委員会付託

常任委員会

フレンテ特別委員会

病院問題特別委員会

本会議　質疑、委員会付託

　　　 

決算特別委員会分科会

決算特別委員会全体会、討論、採決

8月27日

9月2～6日

9月7日

9月9、10日

9月13日

9月14日

9月15日

　　　　　 　 決算特別委員会全体会

9月22～29日

9月30日

※「個人活動費」には、議員としての事務費、交通費、各団体への会

費、議会で使用するパソコン、活動用車両の維持費、ガソリン代、

駐車場代、ホームページ維持費、プロバイダー代、電話代などが含

まれています。これらの議員活動にかかる経費は、政務調査費か

ら支出すべきではないと考え、報酬から支出しています。

お気軽にご参加ください

よつや薫収支報告　　2010年4月～6月

例会
■毎月第二水曜日19:00～　■会場：ウェーブ
□連絡先：TEL 0798-52-9157（折口）

市民オンブズ
西宮

女・女西宮

アットホーム
ホスピス

●INFORMATION

※メルマガを配信しています。ご希望の方は、メールをお送りください。
kahoru_y-net@nifty.com

よつや薫西宮市議会議員 無所属・市民派

　前市長の時代に「子育てするなら西宮」という言葉が肯定的

に使われてきました。実際、最新の民間調査によると、住みた

い街ランキング関西1位は阪急西宮北口駅、夙川駅も6位とな

り、他市からの転入はしばらく続きそうです。

　2009年3月時点の全国待機児童数は約2万人、対して西宮市

の待機児童は223人(2009年4月1日現在)でした。2009年度中に

定員230人分を増設したにもかかわらず、2010年4月には新な

待機児童は310人になり、7月1日現在では463名にものぼってい

ます。

　経済状況が改善されない中、潜在的な保育需要は増えている

と考えられます。保育所だけでなく、預かり保育、｢保育ママ｣

制度などを取り入れながら、保育の質を落とすことなくしっか

り対応していかなければなりません。

　
【発行】よつや薫（西宮市議会議員）
　　　　〒662-0965 西宮市郷免町3-22　
　　　　TEL/FAX 0798(22)8832

キラリ☆かおる市民ネット通信　No.13《2010盛夏号》

お越しの節は、お手数ですが、在室していることをお電
話でご確認のうえ、お越し下さい。

議員控室 0798(35)3539（直通）

次回の キラリ☆かおる市民ネットの会議
9月11日（土）13:30～15:30

テーマ：「9月議会展望、その他」

会場：西宮市男女共同参画センター ウェーブ 
(ウェーブは西宮北口駅南へ約100m「プレラにしのみや」の４階です)

追いつかない待機児童解消策

キラリ★かおる市民ネット通信 NO,13

第11回ウェーブいきいきフェスタ
みんなリブからはじまった
～今、リブを語る
■お話：中野冬美　■参加費：無料
■10月17日(日)17:00～19:00 ■会場：ウェーブ
□連絡先：TEL 0798-22-8832(よつや）

ベアテの会

出版記念講演会
大往生なんか、せんでもええやん
■8月28日(土)15:00～17:00
■お話：在宅医・桜井隆(著者)
■資料代：500円　■会場：ウェーブ411学習室

第9回 男の料理教室 ちょっくらつまみぐい
■9月4日(土)14:00～16:00
■参加費：2000円
■会場：プレラにしのみや6F実習室

□連絡先：TEL 0798-65-2201(吉田)

合計

議員報酬 所得税

国民年金

県市民税

国民健康保険

共済会掛金

議員互助会

※キラリ☆かおる市民ネットへ

支出

133,800

45,300

176,100

69,000

297,600

30,000

212,733

150,000

2,061,000

個人活動費

2,061,000

2,061,000

収入

生活費

350,051

合計

選挙予備費

673,616

固定資産税他 56,600

調査研究費

研修・会議費

資料購入費

合計 合計

返還予定額

　 　
交付額 支出

450,000 820

50,650

42,241

93,711450,000

356,289

▼政務調査費(2010年4月～6月)

(3ヵ月分)

(3ヵ月分)

■ツイッターのアドレス https://twitter.com/yotsuya_kaoru

女・げんき・ビデオ＆トーク
■毎月第二金曜日19:00～　■会場：ウェーブ
□連絡先：TEL 0798-51-8018(女・女西宮)）

政務調査費の支出について
よつやの考え方
　　　　　　　西宮市議会の政務調査費は上記3つの支出費目｢調

査研究費」｢研修・会議費」｢資料購入費」以外に｢交通・通信費」｢人

件費」｢事務費」｢事務所費」があります。私は上記以外の後者4つの

費目には、支出していません(報酬の｢個人活動費」で支出していま

す)。地方自治法が規定する「政務調査費」を厳密に解釈するとこ

れら4つの費目には政務調査と認めがたいものが含まれる可能性が

あるからです。

　なお、政務調査費(年180万円)には一切課税されません。また、

この政務調査費の交付額は兵庫県下の市町では神戸市議会を除け

ば西宮市の180万円が最高額ですが、この額の根拠はどこにもあり

ません。私は、当初から交付額を同じ中核市である尼崎市の90万

円(西宮市の半額)と同程度にすべきと主張しています。

　公立病院はどの自治体

でも経営難で採算の合う

経営は難しいといわれて

います。しかし、民間に

できない診療や地域の医

療を担う役割が公立病院

にあるとするなら、市立中央病院は必要です。

　6月議会では、救急医療、高度医療、緩和ケア、総合的ヘルス

ケアなどをさらに充実するとの答弁がありました。一方、病院そ

のものの建て替えあるいは移転という大きな問題も文字通り喫緊

の課題として浮上しています。

　今後、これらの問題を協議していくため、病院問題特別委員会

を立ち上げ、これまで病院問題を協議していた総務常任委員会か

ら切り離して審査していくことになりました。

　河野新市長は老朽化の進む市立中央病院の移転あるいは建て替

えに意欲をみせています。もし移転するとすれば、移転先、跡地

などの問題も特別委員会で協議されます。

　ぜひ傍聴にお越し下さい。第一回目の病院問題特別委員会は9

月14日に予定されています。

　暑い夏、いかがお過ごしでしょうか。議員としては4年目の夏

となりました。この間、市民の方から市政に関わるさまざまな

問題をお聞きするなかでやるべきことの多さを実感する3年間

でもありました。一方、｢なくそう！ 議員特権｣という訴えは今

後も続けます。議員一人ひとりが無駄な支出に無感覚になって

しまう状況は改善していかなければならないと考えています。

待機児童問題･･･

市立中央病院問題･･･

《E-Mail》kahoru_y-net@nifty.com

《ホームページ》http://homepage2.nifty.com/kirari-k-net/

《ブログ》http://kirarinet.exblog.jp/

編集
後記

ふーーっ
(よつやジュン)

｢パラモデルの 世界はプラモデル｣展
 西宮市大谷記念美術館に行ってきました。
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新たに病院問題特別委員会設置
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2日

4日

7日

10日

14日

15日

16日

20日

24日

25日

26日

　　　　

　　6日

7日

10日

11日

12日

15日

17日

20日

21日

22日

24日

25日

26日

3日

5日

6日

9日

11日

13日

14日

15日

18日

19日

21～22日

23～28日

27日

30日

2日

4日～6日

12日

14日

16日

17日

18日

22日

24日

26日

31日

■大会派連携でますます数の論理

がまかりとおる西宮市議会

　6月議会、全く寝耳に水の｢議員

定数45から42に削減する｣案が公

明党、政新会(自民系)、にしのみ

や未来の三会派の議員23名の連名

で出されました。約1年間、議会

改革特別委員会で議論されました

が、｢削減の方向で集約しなかった｣

という状況でした。

　なぜ今、大会派の議員23名が突

然に定数削減案を本会議に提案し

てきたのかは全く不明です。

・疑問１…なぜ｢3｣減なのか提出者

からの説明は全くない。

・疑問2…議論を重ねた議会改革特

別委員会のさまざまな協議内容を

議員定数の3削減、実は自分たちの議員特権は守った大会派

5月

7月

2010年4月

活 動

記 録
市民の政策直行便

現代を問う会

WWN働く女性講座「男女平等におけ

る男性の役割」

西宮女性ネットの会例会

インターネット中継調査研究PT/市

民オンブズ西宮例会

議会改革特別委員会　　

武庫川の治水を考える連絡協議会

第3次男女共同参画基本計画策定公聴会

ウェーブいきいきフェスタ実行委員会

キラリ☆かおる市民ネット

議会改革特別委員会

　　　　

市有地視察

政策法務勉強会

対市交渉

神戸地裁傍聴

神戸地裁傍聴/市民オンブズ西宮例会

憲法勉強会ベアテの会例会

議会改革特別委員会

政策法務勉強会

竹中恵美子連続講座

いきいきフェスタ実行委員会/99条+九

条の会

ウェーブ懇話会傍聴

議会改革特別委員会

対西宮市総合交渉

政策法務勉強会

堂本暁子さん講演会

現代を問う会

土地開発公社参与会

議会本会議初日

キラリ☆かおる市民ネット

本会議(役職選任）

本会議(市長所信表明）

竹中恵美子連続講座

いきいきフェスタ実行委員会

本会議(代表質問)

本会議(一般質問)

市民オンブズ西宮総会

常任委員会

本会議(討論、採決) 

全国革新議員会議

近畿市民派議員交流学習会

西宮市嘱託労勉強会

竹中恵美子連続講座

日韓・男女共同参画のまちづくり

フォーラム

西宮ピースネット

議会改革特別委員会/厚生常任委員会

キラリ☆かおる市民ネット

厚生常任委員会管内視察(動物管理

センター他)

99条+九条の会

6月

｢動物管理センター｣を視察。2009年
度に保護した犬(譲渡28頭、殺処分
21頭)、猫(譲渡20頭、殺処分214頭）

｢リゾ鳴尾浜｣で経営状態な
どの説明を受ける

7月4、5日、｢八ッ場ダム｣計画の現地を訪れました

　八ッ場ダムは1952年に計画がもちあがり、50余年の中でダム建設反対運動の歴

史が長かったこと、また、地元住民が群馬県選出の福田・中曽根の政争に巻き込

まれたことを改めて知りました。反対運動の中で、生活再建の保障と絡めて、地域

のつながりがばらばらにされた実態を垣間見ました。

　そもそもこの計画は吾妻川下流の利根川で戦後おきた大水害の結果、治水計画

を見直す中で出てきたものですが、利根川の治水の効果は少ないといわれていま

す。一方、このダムに利水や水力発電の機能も持たせる計画ですが、そのための

水量は不足します。

　治水にも利水にも効果が期待できないダム計画がなぜここまで進められたの

か。現地では疑問点ばかりが浮かびあがりました。改めてこのような大型公共事

業の目的がそこに住んでいない一部の人の利益を考えたものだったのではない

かと考えざるをえません。

　西宮市の関連では武庫川ダム計

画(3月に一般質問しました)があ

りました。また、現在検討されてい

る「大阪国際空港(伊丹空港）と関

西国際空港との統合問題」による

不要な大型公共事業計画が持ち上

がらないか、注意深く見ていく必

要があると強く感じました。

《住民不在の大型公共事業》

八ッ場ダム、関連工事は着々と進んでいました

着々と進む関連工事によって、地滑りの危険が高まっている

☆よつやの質問　3月議会で採択された｢福祉総合相談窓

口設置｣に関する請願の趣旨をくみ、福祉分野の複合的な

問題を抱えた市民にどう対応されるのか、行田市のよう

な福祉総合窓口の体制がとれるのか。

■市の答弁　人口規模や庁舎の物理的状況から行田市の

ようなシステム導入は困難。複合的な相談への対応とし

て高齢者福祉グループ、障害福祉課及び厚生課並びに保

健所健康増進課の計4課の業務に通じた職員を配置し、適

切な連携が行える福祉連携担当者制度の導入を検討して

いる。この制度により相談者が窓口で同じ話を何度もす

る必要がなくなり、早急な対応ができると考えている。

☆よつやの再質問　市民への周知はどのように行うか。ま

た、福祉連携担当者の位置づけはどのようなものか。

■市の再答弁　市政ニュースやホームページ等で周知を

図る。制度は要綱により実施し、福祉連携担当者の配置

も規定し、各課の事務分掌にも規定する。

《答弁に対するよつやの評価》　市庁舎の物理的事情か

ら｢窓口｣をすぐに作るのは無理とわかりました。請願採

択から直ちに動き出したことは評価できます。複合的な

問題や悩みを抱えた市民にわかりやすい市役所をめざす

姿勢を示してくれました。

①「福祉総合窓口」設置

☆よつやの質問　来年度予定される西宮市男女共同参画

プラン中間見直しの方向性はどのようなものか。

■市長の答弁　主要課題ごとに調査や統計の数値を更新

し、各施策の進捗状況を検討し課題を整理し、施策を見

直す。社会情勢の変化に対応したプランを策定し、より

実行性のある施策として計画的、総合的に進めていく。

《答弁に対するよつやの評価》　河野新市長自ら、施策

推進の明確な答弁でした。あわせて質問予定だった、改

正DV防止法に基づく｢DV基本計画｣策定と｢配偶者暴力相

談支援センター｣設置について(2008年に質問)は、前日

までに他の議員による同趣旨の質問があり、とりやめま

した。答弁は、検討していくというもので評価できます。

③パワハラ対策(2009年3月議会で質問)の進捗状況
☆よつやの質問　パワハラ対策の改善。そのほか、庁内

の実態調査、職員研修の実施などについてはどうか。

■市の答弁　3月の答弁通り、セクハラ窓口の人事部内で

対応している。実態調査は今後調査研究を進める。また

職員研修については今後積極的に取り組んでいきたい。

《答弁に対するよつやの評価》　私が情報を提供した他

の自治体の議員が各議会で質問したことにより、いくつ

かの自治体では、パワハラの調査や職員研修が始まって

います。先だって質問した当の西宮市の対応は進んでい

ません。働く場として市は民間のモデルになるべきです。

②男女共同参画プランの中間見直しとDV基本計画

なくそう！ 議員特権10

当初から定数の削減については、

① 大政党、大会派に有利となり少

数派を切り捨てる状況になる。

② 少数意見を排除する方向に働

き、さまざまな立場の人が立候補、

当選できる可能性を狭める。

③ 国は地方議会の権限を拡大する

方向で地方自治法の改正に着手し

ており、地方議員の数はむしろこ

れまで以上に必要になる。

　などの理由から、削減に反対で

した。当然、この｢3削減｣案にも反

対し、議事進行発言で反対理由を

述べました。

■｢定数3削減｣より、経費削減にな

る共産党案には賛成

　この定数削減案に対して共産党

は｢議員報酬｣と｢政務調査費｣をそ

れぞれ1割削減する条例改正案を

出しました。

　1割削減すると、｢3削減｣よりも

大きなコスト削減にはなります。

私は政務調査費半減を訴えてきま

したが、1割削減案には賛成しまし

た。議員一人ひとりに対する経費

削減という議論を抜きにして定数

だけの削減を主張する議員たちが

再選された場合、全く自分の痛み

を伴わずに議員特権は守ったこと

になります。

　これからも議会内で｢なくそう！

議員特権｣と訴えなければならない

所以です。

■資質など問われない監査委員

　今年5月、2008年度の政務調査費

の支出に関連して、数名の議員が

｢政務調査費として不適切な書籍

を買っていた｣と報道されました。

　6月議会において、その不適切な

政務調査費の使い方をした議員の

一人が監査委員に就任するという

非常識な事態になりました。

　私は、議会選出の監査委員を認

めるべきではないという立場でも

あり、この採決に際して退場しま

した。結局、議場での反対者はな

く、可決されてしまいました。

　ちなみに、議会選出の監査委員

には議員報酬とは別に月8万円(年

96万円)の報酬が支給されます。 副議長

議員

議長 827,000円

748,000円

687,000円

■議員　月額報酬

他の審議会等委員 12,400円(一回)

農業委員会委員 53,000円(月額)

監査委員 80,000円(月額) 報酬

報酬

報酬

阪神水道企業団議会議員 52,000円(月額) 報酬/他に一回ごとの費用弁償あり

報酬加算議会運営委員会副委員長 20,000円(月額)

議会運営委員会委員長 30,000円(月額)

常任委員会副委員長 10,000円(月額)

常任委員会委員長 20,000円(月額)

委員等 報酬額 名目

報酬加算

報酬加算

報酬加算

議員報酬とは別にこれだけが加算されます

※2010年度、私は厚生常任委員会

の副委員長になりました。

　役職加算分は受け取るべきでは

ないという立場を貫くため、議員退

職後、下表の加算分(月額1万円)の

合計を市に返還(寄付)します(現職

で返還すると、公職選挙法で禁止さ

れている寄付行為になるため)。

加味していない。など、非常

に理解に苦しむ削減案でし

た。私は、議会改革特別委

員会の委員として加わった

前市長への質問内容と、紹介議員となった請願

について進捗状況を新市長に質問しました。

一 般

質 問
*
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