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今回出された条例改正案は、「収支報告を一括して、

来年の年度末後の一回にまとめ、選挙期間中などで使

いきれなかった政務調査費もまとめて使えるように

する」という趣旨でした。これは「月額 15 万円とし

任期の満了する月は日割りによって交付する」とする

現行の条例の趣旨に反し、前任期の 6 月 10 日までに

支出した収支報告も来年度になるという点でも認め

られないものです。政務調査費という公費の支出を自

分たちの使い勝手のいい方向に変えるだけの市民不

在の条例改正案と言わざるをえません。私は、採決に

さきだって条例案への“反対討論”をおこない、条

例案は反対多数で否決(賛成は政新会、市民クラブ改

革＝民主党 3 人を含む 6 人会派と、無所属 1 人)され

ました。 

「議員特権などすでにない」と言う議員もいますが、

こんな条例案を出す姿勢こそ議員特権の表れです。 

 なくそう！議員特権 ⑮ 

 

 

■2011 年 9 月議会 一般質問  

エネルギー政策の転換に向け市ができること… 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                              

 

 

「政務調査費」支出のための改正案は反対！ 

使いきれなかった政務調査費。 
任期を超えて使えるようにする改正案が出されました
が… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月議会、「西宮市議会政務調査費の交付に関する条

例の一部を改正する条例」案が政新会(＝自民党 6 人

を含む 8人の会派)から議員提案で出されました。 

西宮市議会議員に交付される政務調査費は月額 15

万円と条例で定められています。年度末直後に、一括

して収支報告し、同時に使わなかった残額は返還しま

す。政務調査費の法的性格上は補助金で、補助金の残

額は通常、市に返還しなければならないからです。 

今年のように選挙のあった年は前任期(4 月 1 日～6

月 10日)が満了すると収支報告を出し、使いきれなか

った額も返還することになっています。 

 電力自由化にともなって、西宮市も本庁舎をはじめ、

いくつかの施設では使用する電力の調達にあたっても競

争入札をしています(←とても評価できること!!)。近畿

圏の中核市でこの方式で電力調達をしているのはお隣の

尼崎市と西宮市だけです(昨年度末現在)。その入札参加

資格に環境評価項目として、「CO2 排出系数」「前年度の

未利用エネルギーの活用状況」「前年度の新エネルギー導

入状況」の 3 項目を、入札参加希望の電気事業者、関西

電力のような一般電気事業者と、特定規模電気事業者 

(略して PPS）が、これらの入札参加希望者に出してもら

うことになっています。そこで、以下のような質問をし

ました。 

☆よつやの質問 

 東京都では年間供給予定電力量の５％を再生可能エ

ネルギーで発電した電気で賄う契約を電力供給元であ

る PPS と締結しているが、西宮市もこのような条件を

環境評価項目とするか、契約条件とすべきではないか。 

 また、環境に配慮するなら放射性廃棄物のような極

めて危険で地球全体の環境汚染の元凶となる廃棄物を

発電にともなって生成しない、ということも環境評価

項目にいれるべきと考えるが、どうか。 

■市の答弁 

評価項目の追加や電力調達に条件を付けることは直

ちには 難しいが、他市の導入状況や環境面と経済面と

のバランスなどを考慮し、研究検討していく。 

【市の答弁に対するよつやの評価と意見】 

市のいう「環境面」とは、CO2 削減の問題だけ

と考えられます。 

一方、経済面では、これまで独占的に電力供給

をおこなって電気料金も高いままの一般電気事

業者である関西電力と契約するよりも特定規模電

気事業者(PPS)と契約する方が大きな経費削減に

なり、原子力に依存しないことでも評価できます。

環境評価項目を入れることは、放射性物質を排出

しないという大きな環境問題を改善することにな

り、躊躇する必要はありません。ただ、現状では、

その契約条件の整う PPS が少ない、という客観状

況に問題があるだけです。 

現状では競争入札に移行してない市の施設もあ

り、再生可能エネルギー、あるいは自然エネルギ

ーへの転換の道筋を市のレベルで進めるためにも

PPS との契約をふやしてほしいものです。 

決算委員会の総務分科会でも改めてよつやが指

摘したところですが、PPS からの電力調達によっ

て、西宮市は、2010 年度では関西電力の入札価格

よりも、約 5270 万円の削減になっています。 

「キラリ☆かおる

市民ネット」の市

議 会 報 告 会 で

(2011 年 8 月)。 

 参加者のみなさ

んからさまざまな

ご意見が出ます。

ぜひ、ご参加を。 
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 9 月 1 日、市の本庁舎 3 階から議会棟に入る

ドアにオートロックが設置されました(写真＝

テンキーの暗証番号で開錠。下はインターホ

ン)。 

このロックを解除できる 

のは、議会関係者と市の 

課長級以上の職員だけで 

す。 

今年度の議会費の 250 

万円を使い、目的は「セ 

キュリティのため」と昨 

年の議会改革特別委員会 

の予算協議の中で決まっ 

たものです。私は最後ま 

でこの「支出」には反対 

したことはこの通信でも 

既にお伝えしたとおりです。 

費用対効果、開錠の煩雑さなどを考えると、

その必要性にはどこまでも疑問が残ります。 

今までこのドアから入る通路を通れた市民は

締め出されました。「議会が特別なところである

ということを印象づけるために作ったんじゃな

いの？」という厳しい声もあります。 
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今年度策定される DV対策基本計画 

内閣府の数字によると、女性の 5 人に 1 人は配偶者から

何らかの暴力を受けたことがあり、20 人に１人がその暴力

で命の危険を感じたことがあるといいます。 

私は、2008 年 6 月議会の一般質問で 2008 年 1 月施行の

「改正 DV 防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律)」に関連して「DV 対策基本計画」策定

について質問しました。当時の市の答弁は「検討していく」

というものでした。既定の施策とはいえ、ようやく今年度、

「基本計画」が策定されます。 

西宮市が「西宮市男女共同参画プラン」の「中間見直し」

を進める西宮市男女共同参画懇話会の分科会「DV 対策基

本計画分科会」は、その「西宮市 DV 対策基本計画」に向

けた協議の場です。 

できる限り私は懇話会と分科会の傍聴をしてきました。 

西宮市が上記「改正 DV 防止法」に基づいて、実質的に

行ってきた被害者の相談、支援、保護などに、配偶者暴力

相談支援センターの設置、庁内での連携、被害者の保護や

支援の拡充、子どもたちへの啓発、警察や保健・医療機関

との連携などが「基本計画」策定により緊密にすすみます。 

 この分科会では専門家の研究者の方だけでなく、民間の

NPO で被害者支援の活動を長年続けてこられた委員が入

り、経験に基づいたきめ細かな積極的な提言がされている

ことも計画を策定するうえで大きな原動力になっていると

感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

■ＤＶ対策基本計画分科会…傍聴記 

【フォーラム「子ども手当」、本当になくしていいの？】 

…問題のある「所得制限」がまた復活してしまう 

民主党の目玉政策だった「子ども手当」が、その優

れた点を語られないまま廃止される今、改めて考えよ

うというフォーラムが 9 月 23 日ドーンセンターであ

りました。 

講師の北明美さん(福井県立大学)は、自民党政権時

の「(旧)児童手当」と年少扶養控除の組み合わせの制

度は、高所得者が得をし、低所得者には不利な制度だ

ったといいます。そして来年度からの「児童手当」は

所得制限があり、これによって高所得者への給付がな

くなっても、低所得者へ必ずしも手厚くなるものでは

ないと指摘しています。この所得制限によって、税制

上、かえって低所得者に不利な点があるのです。 

「子ども手当」は、額も期間もどのような所得の家庭

も一律に支給され、年少扶養控除の廃止により高所得

者ほど税負担が高くなり、差し引きすると低所得家庭

に行き届いた、きれいな累進型だったものです。 

「児童手当」の所得制限の問題点と「バラマキ批判」

に踊らされたた政策転換をそのまま受け入れていい

のか、考え直す余地が十分にありそうです。 

政府のいう「社会保障と税の一体改革」の一つがこ

んな形なら、弱者の切り捨てに他なりません。 

【講座「TPPとわたしたち」】 

10 月 23 日、市内で行われた講座「TPP とわたし

たち」に参加してきました。講座では「農業分野だけ

でなく、金融、医療、食品の安全、労働と働くルール

などが自由化で破壊されかねない。例外品目のない

100％自由化を実現する自由貿易協定で、物品だけで

なく、サービス貿易から知的財産権まで広範囲な分野

での自由化を包括し、国内の雇用、労働条件も悪化す

る。検討している分野には『政府調達』もあり、これ

が含まれると公共事業や公共調達で外国企業を日本

企業と同等に扱うことを保障し逆に外国企業からの

訴訟も起こりうる」との指摘もありました。TPP の

加盟国と日本を合わせた GDP のうち、アメリカが 7

割を占め日本が 2 割です。政府がメリットとして言う

GDP を 2.7兆円押し上げるという数字も 10年の累計

の数字で、日本の GDP 約 537 兆円の 0.05%にしか過

ぎないことなども、11 月 12 日の APEC を期限とい

いながら国民への説明を怠ってきたというべきです。 

農業対輸出産業という構図でしか語られなかった

マスメディアや政府からの情報の少なさの中、アメリ

カ主導の構図から抜け出せない日本政府の姿勢がよ

くわかりました。 

 

「勉強会・講座」参加報告…国政もチェックを！ 

議会費の支出…その後 

この通信作成に、政務調査費は使っていません。 

市民排除に 250 万円！ 
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