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まっき一通信 第 15詈  2m4。 6.17★身近な政治を分かりやすく!顔の見える議員うえたまきの市議会レポート★

高松市議会最年少
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■多額0公金支出も計画

高松市は、新規立地や業務拡張を行うために、シンボルタワー高層棟に

入居する事業者に、来年度から最長 5年間、年 500万円を上限に、新規

(1曽加)延べ床面積 1消につき、月額 1,OOO円を補助すると「高松市シ

ンボルタワーオフィス支援補助金交付要綱」(以下、要綱)に定めた。

例えば、県内にオフィスを有する企業がシンボルタワーに開設する場合、

288.88扇 (補助対象面積)× 1,○○○ 円=288,880円 (月 額)になり、

1年間だと 3,466,○○○円の予定交付額になる。

植田が情報公開を行つた結果、5月 11日現在で 10社が申し込みをし

ており、2005年度分で 1,670万円以上の補助金交付が予定されている。

■特定企業の家言〔こ補助金

特定のビル (シ ンボルタワー)に入居する一部の特定民間企業の利益を

図  三めに、税金 (/AN金 )を支出することは、行政の公正・公平性の観点

かb~t非常に疑間がある。

高松市の中lb部のオフィスの空室率は約 20%で、周辺の地i或経済活性化

ということを考えると、この家賃補助は矛盾している。本来は、「経済の活

性化」という名の下に、新たな雇用や人の動きが生まれなければいけない。

市内中心部のオフィスの空室問題を放つておいて、一部の特定企業の家賃

について補助金を支出する必要性が本当にあるのだろうか…・?

■公益上の必専性もめぐっこ ・̈

本市の財政状況の如何にかかわらず、この/AN金支出は必要のないもので

あると思う。地方自治法第 232条 1項、同法第 2条 14項、地方財政法

第 4条 1項の各規定にも抵触するのでは…?
地万公共団体は、補助金交付を「公益上必要がある場合」にかざり行う

ことができるとあるが、「公益上必要」があるかどうかの判断が問題になる。
客観的に誰が見ても妥当でなければならないはず。

この要綱については、昨年の都市再開発特別委員会において諮られ、来
年度の予算で家賃の公金支出がなされることになる。このような/AN金支出
について、みなさんはどう思われますか?
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松市と周辺6 含僻問題どうなってるの??
合併協議会設置

の経緯
合併の方式

いつの合併を

目指すの ?※
現在までの合併協議会の開催回数・

合併協定項目協議状況

塩江町 町の申し入れ 編入合併 H17・ 3・ 31

【2003.6.1～ 10回開催】

合併の方式・期日、新市の名称・事務所の位置、町名・字名・慣行・

特別relの職員の身分・地方税・都市提携・電算システム事業・公聴広

報事業・消175団 ・国民健康保険事業・コミュニティ施策・女性政策・

人権啓発事業・生活保護事業・上水道事業・下水道事業・美術館事業・

病院事業・児童福祉事業・財産の取扱いを確認。

付属機関等・公共的団体等・使用料や手数料等・各種団体への補助金

や交付金等の取扱いを提案、協議中。

香川町
住民発議

住民投票
提案中

【2003.9。 1～5回開催】
合併の方式、新市の名称・事務所の位置を確認。
行政制度等の調整方針、建設計画の作成方針を決定。

合併の期日、町名・字名の取扱いを提案、協議中。

国分寺町
住民発議

住民投票

【2003。 12.24～4回開催】 合併の方式を確認c

行政制度等の調整方針、建設計画の作成方針を決定。
合併の期日、新市の名称・事務所の位置を提案、協議中。

牟礼町 住民投票 (条例) ノ′ 【2004.2. 1～3回開催】 合併の方式を確認。

香南町 住民発議 H17・ 3・ 31
【2004。 2.2～3回開催】

合併の方式・期日、新市の名称・事業所の位置を確認。
行政制度等の調整方針、建設計画の作成方針を決定。

庵治町
町の申し入れ

(アンケートの結果)

第 1回会議

(6/1)で 提案
提案中

【2004.6.1～ 1回開催】            シ

第 1回会議 (6/1)で、合併の方式・期日、新市の名称・事業所の位
置を提案、協議中。

高松市と周辺 6町との合併をめぐって、各町でもそうだが、

高松市でも住民の関心の度合いに温度差がある。とりわけ、高

松市においては、「高松市は大きく変わらないから関係ない」

と目つている人も多いように悪う。私は、今の合併協議会のあ

り方や進め方にも問題があると思うが、中心都市である高松市

の「こんなまちづくりがしたい |」 というビジ∃ンが見えない、

★☆★☆★☆★☆★☆

1年目の通信簿
前号のアンケートでうえたまきに通信簿をつけていただきました。

まっき一通信を読んでくださつているみなさん、ありがとうございました。

★「き っき一通信 Jで関心のあるもの

BEST5
1議会での質問や討論
21面の特集
3まっき―活動日誌
4まっき―ズッコケまんが

5政務調査費・活動費収支報告

注)※現時点では、あくまでも仮の目標であり、改めて具体的な日が提案される。 (2004年 6月 8日 現在 )

目的が具体化されないまま合併が進められることに危機感を

感じる。   ..¨ ……………………………………………・・・

合備問題について学習会をしきす ′

関心のある方はぜひ、お越しください。

テーマ「どうする?市町合併、

どうしたい?私たちのまち」

とき:7月 16日 (金 )18:30～

ところ:高松市生涯学習センター まなびCAN
参加費 :無料

★植田ききにこんな活動を期待する ? BEST5    V
l議会改革 (特に、議会費の節約)←ダントツー番多い回答でした I

2税金のムダづかい(特に、ムダな箱もの・年度末の道路工事など)

3環境 (特に、ごみ処理について・地球温暖化・河川の立て直し・

リサイクルやリユースなど)

4教育(特に、留守家庭児童会・公立学校の教育費・教育基本法など)

5平和 (特に、戦争・自衛隊や靖国問題・憲法9条改正反対など)

★ご意見・ご感想
・初めて朝の駅前で見かけました。若いのにこ

んなに頑張っている人がいるんだ !と、感心さ
せられました。つらいこともたくさんあるとは思
いますが、今やつていることはきつと実を結ぶ
と思います。
・前回の通信で「留守家庭児童会」のことが書
かれていました。私の子どもも今年から小学

校に入学し、留守家庭児童会に入会しました
が、時間延長は働く親にとっては大変助かり
ます。

・人事院勧告で公務員の給料が引き下げられて

も、議員の報酬はそのままだったことは知りませ

んでした。また、費用弁償にしても、議員報酬が

あるのであれば、交通費として実費を支給すべ

きだと思います。これからも情報発信してくださ

い。
・合併後の塩江町が高松市の単なる周辺部とな

らないようにして欲しいです。
・毎回楽しみにしています。議員報酬引き下げ強

く希望します。税金は有効に使つて欲しいです。

・こじんまりまとまっていない、自由奔放・型破り

なところ、特権意識ないのがいいです。
・既成政党・会派の利害で動いている人が多い

中、大変だと思いますが頑張つてください。
・同じ20代として活動していることを励みに思い

ます。若い人をバックアップできる政治の場、若

い人の良さが出せる政治になつていくといいです

ね。小さなことにもこだわつてくださること、とても

大切だと思います。
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植田まき、費用弁償受け取り拒否から一年 。 進まない改革。

■□「費用弁償」とは□■

地方自治法 203条 3項に「(議員は)職

務を行うため要する費用の弁償を受ける

ことができる」と定められており、交通費や

日当の目的で議員報酬や期末手当、政

務調査費とは別に支給される。費用弁償

の額は、議員 自らが決めて条例で定める

ため、全国各地で「お手盛り」の制度と批

判の声もある。

全国的にも廃止の傾 向に・・・

昨年、植田は議員になつてすぐ、「費

用弁償」Po5題を市民のみなさんに問題

提起し、現在も “いりません !"と、

受け取り拒否をし続けている。常に、

ま´竜一通信やホームページで情報発

信、 また、新聞報道もされたことで、

この制度のおかしさが浮き彫りになつ

てきた。

この問題は、高松市だけではな <、

まだ多<の自治体議会に存在 している。

しかし、「財政難だからこそ議員自ら肖」

減 (廃止)する」「市民感覚と大き<ズ
レている」ということで、全国各地で、

植田と同じように受け取り拒否を行つ

たり、議会で廃上に向けて検討したり

している。

おかしいなあ～実費でええやん !

高松市議会の場合、議会開会の間、

議会に出席すると、 1日 6,○○○～

6,500円 の費用弁償が支給される。全

議員に対する費用弁償の年間支給額は

1,○○○万円以上にもなる。

この問題についてある市民は、「なん

で?議員が議会に行くのは当然の仕事。

そ のた め に議 員報 酬‖が あ るの で

は・…?私は、lヶ 月の交通費として

5,OOO円 つて決まっているのに。市民

には、その金額の根拠が分からないか

ら実費でええやん」と言つていた。

受け取り拒否議員増え廃止ヘ ー・

堺市議会

大阪府堺市議会 (議員定数 51)の場

合、1日 1万円支給されていたが、制

度に問題を感じた 2人の議員が受け取

り拒否、その後 14人に1曽え、昨年の

9月議会では、さらに 13人の議員が

廃止に同意。そして、今年の 3月議会

最終日、①廃止案、② l,○○○～2,○○○

円案、③4,OOO～ 8,○○○円案の3つが

提案されたが、提案会派から取り下げ

があり、全員が廃止案に賛成し可決し

た。堺市民の良識が勝利した結果であ

つたと思う。

市民が税金を監視するために

利用できる制度

この費用弁償も言うまでもな<、 市

民の方が納めた税金から支払われてい

る。税金は有益に使われなければなら

ず、税金の使われ方に「これはおかし

い !」 と思つたら、以下の制度を利用

し、市民のみなさんが税金の行方をチ

ェックすることができる。

【住民監査請求】請求人は住民で1人か

らできる。住所・氏名。(職業)を書いて印

鑑を押し、請求の要旨を記載し、新聞報

道や公文書など事実証明の資料を添付

して提出する。要件が整っていれば受理

される。法律上、返還を求めることができ

るのは過去1年以内の支出。監査結果は、

提出後 60日 以内に出される。費用はいら

ない。

【事務監査請求】有権者の 50分の 1以
上の連署で、事務の執行に関し監査の請

求をすることができる。

【直接請求】有権者の 50分の 1以上の

連署で、条例の制定、改廃の請求をする

ことができる。

【請願 0陳情】請願は紹介議員が必要。

陳情は不必要。請求人の制限はなし。請

願、陳情は議会で審査され、採択・不採

択が決められる。

′ヽ` ン` へ́υへνへv^v^ν
^ν^ν^V^ν^ν^ν^ν^…

… … … … … … …

′

これからの日本のあιl有考えよう′コスタリカ報告会  (5/16)

民主主義教育の実践

←小学校請問
平和教育に力を入れて

いるコンスエロ先生 (中

央)。 小学校 5年生の社

会科の授業中に。
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↓サンホセ市議会に
首都サンホセ市の議会は夕方6時に

開会。いきなり壇上へ…・質問タイム

を設けていただいた。ああ、緊張～

↑植田まきの報告会の様子

映像を使つてビジュアルに説明

軍隊をすてた国、非暴力の文化を学ぶ子どもたち、豊か

な自然を生かした国づくりを実践している中米のコスタリカ。

その実践を実際に見てみようと、植田は4月 11日 から1週

間の日程で行つてきました。

平和。環境・草の根の民主主義を大切にする「みどりの政

治」。今の行き詰つた日本の政治、このままでいいのだろう

か ?なぜ、みどりの政治なのか ?¨ 。今の政治を打ち破る、

もう一つの未来をつくる選択肢が「みどりの政治」だと思いま

す。コスタリカから、いっぱいヒントをもらつてきました♪

↑早く授業受けたいな
「すべての子どもたちに教育を」

と、コスタリカでは、ほとんどの学

校が2部制・3部制をとつている。

軍隊をすてた国の平和・

韓
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～みんなで高松のこと話し合おう!～

うえたまき市政報告

とき:7月 14日 (水 )18:30～

ところ:高松市生涯学習センター まなび CAN
(コ トデン片原町駅すぐ)

◆◇◆◇◆

とき:7月 17日 (土 )14:00～

ところ:仏 生山公民館 (馬主車場あります)

◇◆◇◆◇

※平日の夜と休日の昼間を設定しています。ご都合
のいい方にお越しください。

※お気軽にお越しください。ともに無料。

イベ秒 卜の層藤酢務置
～いろんなテーマで学習会を開催しています～

9回ざつくばらんトーク学習
テーマ「どうする?市町合併、どうしたい?私たちのまち」

7月 16日 (金 )18:30～

▲ ▽ ▲ ▽ ▲

10回ざつくばらんトーク学習会

テーマ「条例で香川の男女平等は進んだか ?」

9月 10日 (金 )18:30～

△▼△▼△

※場所はともに、高松市生涯学習センター

まなびCAN(コ トデン片原町駅すぐ)です。
※お気軽にお越しください。ともに無料。

～今年もやります I議員インターンシップ～
“若い世代に政治を身近に感じてもらいたい !"と いう

思いから、今年の夏 (8・ 9月 )も開催します !!
あなたも議員の仕事に密着してみませんか ?

議員になつて 1年が経ちました。1年間の議会内外の

活動を振り返ると同時に、これからの課題を簡単にまと

めてみました。読んでみたいという方はご一報ください !

「環境・平和・公正な社会」を考える人々が手をつなド

で、6月 8日 “みどり・香川"が誕生しました !

みどりの政治とは、一言で言うと「いのちを大切にする

政治」。戦争や環境破壊の続く今の社会…・だれかを犠

牲にしない、身の丈に合つたくらしが求められています。

そして、自分たちのことは自分たちで決めていく地域主

権、違いを認め合い、共に生きられる社会を目指します。

政治不信はつのるばかりで、人々はますます政治に

失望します。こんなときだからこそ、「みどりの政治」を実

現させるために、みなさんもご一緒に「みどりの旗」を掲

げてください ! !

活動費収支報告    2004年 4月 ～5月

収 入
十F酬 (608,000× 2) 1,216,000

1,216,000

支 出

所得税

市県民税

共済掛け全

紫雲会費 (高 商司窓会費)

国民年金保険料

議員活動費

選挙費iE済 (50,000× 2)

66,760

1,600

158,600

1,600

26,600

413,226

100,000

言| 768,386

残高 (植 出生活費・イT動 費へ
) 117,611
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政務調査費収支報告  2004年 4月 ～5月

収 入
交付金 (130,000× 2) 260,000

| 260,000

支 出

研究研修費

調査旅費

資料購入費

資ll竹 :成費

広報費

9,290

2,940

38,200

840

327,250

計 378,520

残 1自 i ∠ゝl18,520

編集・発行/う えた まき★元気なお茶の間 〒761-8078 高松市仏生山町甲 449-2  E― mail makl u@k5dion ne」 p
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