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2016年も一歩ずつ、あゆみを進めていきます！
昨年は、戦後70年という節目の年に、民主主義のあり方が大きく問われた1年となりました。
わたしは、高松市議会議員としての生活が始まり、まさに人生の大転換期でした。これまで外か
ら眺めていた世界に入って、内から物事を見てみると、驚くことや戸惑うことがあまりにも多かっ
たです。「自分の言葉で発信」することは、皆さんとお約束したこと。今後もしっかりと情報発信
を続けます。
2016年も、議会と市民との距離が少しでも近くなるように、少しでも市政に関心を持っていただ
けるように、慌てず焦らず、わたしらしく、あゆみを進めていきます。

元旦から元気に活動スタート！
2016年の活動は元旦から。
わたしと植田まきさんとの会派
「市民派改革ネット」の街頭演
説と、会派だよりの配布です。
お正月は天候も良く、石清尾八
幡宮、田村神社、八栗寺と、ど
こも大勢の人出で賑わっていま
した。
会派だよりで取り上げたのは、
「費用弁償」「マイナンバー」
のふたつの問題です。
「税金を議員特権のために使う

んはおかしい。自分の納めた税
金がこんな使われ方しよるなん
て」「マイナンバーは、よくわ
からんままスタートしてしまう
んが怖い」と、通りがかりの方
からさまざまなご意見をいただ
きました。
八栗寺参道入り口にて
わたしたちには組織や後ろ楯は
ありません。だからこそ、自分
の言葉でつたえていくことの大
切さを知っています。今年も開
かれた議会を目指し活動します！

※「費用弁償」については3面をごらんください。

今年も開催します！

わたしたちはマイナンバー制度
の危うさを訴えてきました。
1月9日付けの新聞報道では、高
松市で「通知カード」の交付時
に、交付ミスと不適切な対応が
あったことがわかりました。
議会の答弁で「番号が漏洩して
不正利用されることがないよう、
さまざまな研修を行い情報管理
の徹底に万全を期していく」と
答えていたはずなのに、システ
ム云々以前に初歩的なところで
番号は簡単に漏洩…。別人の番
号に気付いた市民に「（他人の
番号は）記憶には残らないと思
う」との窓口担当者の発言(怒)!
個人番号カードの申請は義務で
はなく、任意です。今一度、慎
重に考えてみてください！

みんなとあゆみとおしゃべり会

ふだんの生活の中で感じていることを、一緒に話しませんか？
あなたの声をぜひ、お聞かせください！

太田あゆみ政策事務所 ＭＡＰ
高松刑務所
松島二丁目駅
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2月28日（日） 14:00～16:00
太田あゆみ政策事務所にて
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国道 11 号線

→ 至 徳島

マルイ

高松市議会 2015年度12月定例会 が開かれました。
2015年12月7日から21日までの15日間の日程で開かれた12月定例会。
補正予算など61議案、請願3件、陳情4件、議員提出議案1件について審議をおこないました。
わたしたちは補正予算に対する修正案を提出しましたが、賛成少数により否決されました。
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高松市政に関する、大きく4つの項目について質問をしました。

■依存症について…いまだに「自業自得の病」と間違った認識を持たれることの多い依存症。課題として、今後も学び、取り組んでいきます。
Ｑ アルコール依存症の疑いのある人を相談窓口に早期に
つなげるための取り組みは？

Ａ 広報たかまつ、HP などで、アルコールによる問題が顕
在化する前に、こころの健康相談やアルコール問題を
考える家族のつどい等への参加を促している。（市長）

Ｑ クレプトマニア（病的窃盗症）は、早期に発見し適切
に治療すれば回復可能と言われるが、相談体制を整え
ていく考えは？

Ａ 専門家によるカウンセリングなどが症状回復に効果的
と言われるため、必要に応じ、支援等をおこなってい
る「高松あすなろの会」など関係機関等と連携を図り
適切に対応する。（健康福祉局長）

※依存症になる背景には「生きづらさ」が影響しています。
依存症を生み出す社会を根本から変えていくには、ひとりひとりの
命や存在が大切にされなければなりません。 正しい知識や理解を身につけることも重要です。

現在の「こどもスマイル
テレホンカード」

■こどもに関わる相談体制について…高松市が開設している「こどもスマイルテレホン」についての質問です。
Ｑ 市内の児童・生徒に配布している「こどもスマイルテ

※家庭の問題、不登校、非行や怠学、
いじめなど子どもに関わることで
あればどんなことでも相談できます。

レホンカード」の漢字は低学年の児童には難読なもの
がある。カードの漢字にふりがなを記載する考えは？

Ａ 今後、ふりがなを付けるなど、よりわかりやすい相談
カードの作成に努めていく。（教育長）

こどもスマイルテレホン
月～金曜日

８３９－２５２５

8 時 30 分～ 19 時 （土・日・祝、年末年始休み）

■安全な歩行空間の確保について…街路樹の根が成長して、植栽升などを破壊する「根上がり」現象。危険な歩道を生み出しています。
Ｑ 街路樹の「根上がり」について、危険性を伴っている

Ｑ 既に「根上がり」を起こしている箇所について、今後

Ａ 市が管理する高木街路樹約 7,000 本のうち、300 本あ

Ａ これまでの状況対応に加え、街路樹剪定時などに改め

という認識はあるか？

まりで根上がりの影響がある。大きく舗装がうきあがっ
ているものは、交通弱者にとっては特に危険な状況で
ある。（都市整備局長）

どのように対応していくのか？

て状況を確認し、緊急度が高い箇所は改修をしていく。
安全で安心して通行できる歩行空間の確保に努める。
（都市整備局長）

数十年という年月を経て、植樹の際には想定していなかった現象が起こっています。「暗い夜道で浮き上がりにつまづいた」「こどもが転びそうになった」
という市民の皆さんの声を政策に反映することができました。年度内には菊池寛通りの根上がりの改修をおこないます。

●この問題はニュースでも取り上げられました。
KSB 瀬戸内海放送の下記 URL にアクセスして
いただくと動画をご覧になれます。

http://www.ksb.co.jp/sp/newsweb/detail/4596
拡大してみると…根がコンクリートを押し上げています

■気候変動・地球温暖化問題について…気候変動は、食料・水資源・人口分布などに影響を及ぼし、紛争や難民発生の要因になります。
気候変動を防ぐことは、平和を守るということにもつながるのです。

Ｑ 高松市が独自で策定している「エコシティたかまつ環

境マネジメントシステム」では、2020 年度までに高
松市の行政活動から排出される温室効果ガス排出量を
基準年度である 2009 年度から 18％削減を目標数値と
して掲げている。この目標数値について、現段階での
達成状況と、今後の取り組みについて。

Ａ 火力発電量の増加の影響を受け、電気の使用に係る温
室効果ガス排出量が積算上、大幅に増加していること
から、高松市の事務事業に係る 2014 年度の排出量は
2009 年度に比べ、3 割程度増加している。
今後マネジメントシステムの目標数値を見直すととも
に、新たな取り組みも検討する。
（環境局長）

火力発電量の増加＝原子力発電所の運転停止を理由にしていますが、2015年11月26日の政府発表では、2014年度の温室効果ガス排出量は
原発稼働ゼロの状態で前年比3％減となっています。政府発表との整合性がとれない点について再質問をおこないましたが、同じ答弁の繰り返しでした。
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そもそも議員の職責とは…「具体的な政策の最終決定」と「行財政運営の批判と監視」を完全に達成すること。
つまり、市民の皆さんが納めた税金の使い道を決め、その使われ方をしっかりチェックする、ということです。
重大な指摘事項があるにも関わらず、提出された議案はすべて「異議なし」で通してしまうのでは、市民の信頼は得られません。
市民・住民の立場に立って審議を尽くすことこそが、議会の使命です。
12月定例会に提出された補正予算のうち、
コミュニティセンター管理運営費
25億4665万8千円を
24億9441万4千円に
減額修正する修正案を提出しました。

理由は？

同時に、議案第165号「公の施設の指定管理者の指定について」にも反対。

あるコミュニティ協議会において、高松市からの補助金・交付金
に関する業務上横領、人件費の不正支出ほか6件について刑
事告発されている。ほかにも使途不明金や不明朗な会計報告
があり、これらの疑惑が解明されない限り、コミュニティセンターの
運営には不適格であると判断。補正予算で計上されていた、同
コミュニティ協議会へのセンター管理運営費5,224万4,000円
（5年分）を減額修正したもの。

健全運営がなされているコミュニティ協議会ももちろんあります。しかし、すべての
コミュニティ協議会を一括した議案のため、議案そのものに反対ということになります。議案に対する賛否については毎議会時間をかけて内容を精査・調査し、
態度を決めています。会派で一致した賛否を出すのが通例の高松市議会。みずから考え、みずから動くことを当たり前にしなければ…。
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どうしてもナットクできない高松市議会の不思議！ご存知ですか？
2004 年のケーブルテレビ中継導入により、
「議会の効率化のため」に制
限された質問回数。質問者の増加を見込んでの回数制限だったにもかか
わらず、一般質問をおこなう議員は年々減少。何のための回数制限？？
質問によって政策を提案したり、修正したりするのは議員の大切な仕事
のはずなのに、みずから制限をかけてしまうのはなぜ？？

一般質問の回数制限
1 年間に 4 回開催される本会議。
高松市議会では、一般質問の回数
が、ひとり年に 2 回まで、と制限
されています。「言論の府」とも言
われる議会において回数制限があ
るなんて、納得できない！

「議会の常識」と「市民の常識」が大きくかけ離れています。
回数制限の見直しが必要と考えます！

費用弁償（議会出席手当）についてのアンケート結果報告！
わたしたち市民派改革ネットは昨年10月から、費用弁償についての市民アンケートをおこないました。
ご回答いただいた皆さま、ありがとうございました。
アンケートの中間結果を取りまとめたものを、費用弁償についての議論がおこなわれている「議会運営委員会」に
提出しました。
わたしたちが「廃止」を訴えて提案した議案にも関わらず、「少数会派」であることを理由に議論の輪のなかには
入れてもらうことができません。悔しい思いをしながらも、廃止に向けて、粘り強く取り組んでいきます！
【問1】
高松市議会議員への費用弁償の支給をご存じですか？
知っている 133
まったく知らない 123

【問3】
どのように見直すべきだと思いますか？
すべて廃止 156
1日3,000円程度に減額 8
公共交通などを参考に
「実費支給」 83
その他 5

【問2】
費用弁償の見直しは必要だと思いますか？
見直すべき 251
見直す必要はない 1
わからない 4
【自由記述】
・議員は議会に出席するのが当たり前
・議会内の協議ではなく第三者委員会で協議すべき
・あまりに市民感覚からかけ離れている
・議員の交通費より、子育てや福祉にお金を使うべき
・民間企業では考えられない
・なぜ6,000円なのか、根拠が必要
・公用車でも3,000円が支給されるのは理解できない
ほか、多数のご意見をお寄せいただきました。
※アンケートは2016.1.7現在の集計結果です

※費用弁償…議員が議会に出席すると、高松市議会では 1 日 6,000 円または 6,500 円（自宅からの距離に応じて）が支給されています。

活動報告よりぬき 10・11・12月

議会を傍聴してみませんか？
投票は、市政参加への第一歩。第二歩目として、票を投じた
議員が議会の中でどんな発言をしているのか、しっかり確か
めてください！
・市議会の本会議は、どなたでも傍聴できます。傍聴の受
付は、本会議当日に、庁舎６階東詰めの傍聴席入口でお
こなっています。住所と氏名を記入していただくだけで
すので、お気軽にお越しください。
・傍聴席は60席のほか、車いす3台分のスペースもあり。
【3月議会のご案内】
3月3日（木）～24日（木）の予定です。
3月議会では、市の提出した予算案が審議されます。審議の結果、
可決されると、予算が確定となり、4月からの執行が可能になります。
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作・画：太田あゆみ
年明けから
会派での街頭演説を
続けています。

えて！

こんにちは、
市民派改革ネットです 。

詳しく教

や っぱり・・・
ちょうだい！

「伝える」って大事！

「街

【10月】
1日 高松市戦争犠牲者追悼式/2～27日 決算
審査特別委員会（傍聴）/3日 山下正寿さん講
演会「隠されたビキニ被災と原発問題のこれか
ら」/6日 議会運営委員会傍聴/11日 第29回伊
方集会/15日 高レベル放射性廃棄物全国シン
ポジウム/16日 全国清掃事業連合会香川県地
区研修会/17日 広瀬隆氏講演会（徳島）/18日
BPWヤングスピーチコンテスト（京都）/20日 総
務消防委員会/21日 議会運営委員会傍聴/25
日 高松市消防連合演習/ 31日 議員と市民の
勉強会（第2回）
【11月】
1日 中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓
練/3日 松島校区総ぐるみ運動会/3日 映画「日
本と原発」香川県内リレー上映会封切/4日議会
運営委員会傍聴/9日 丸亀市議会報告会/12日
東かがわ市議会報告会/15日 みんなとあゆみと
おしゃべり会/16日 高松市・南昌市友好都市提
携25周年記念式典/17日 所得税法第56条の廃
止を求めることについての学習会/17日 高松市
地球温暖化対策実行計画推進協議会（傍聴）/
22日 松島校区防災訓練/22日 託児付きママパ
パ憲法カフェ /24日 高松市男女共同参画市民
フェスティバル・樋口恵子さん講演会/26日 議会
運営委員会傍聴/26日 思春期のネット依存・スマ
ホ依存 現状とその対応（香川県薬剤師会主催
講演会）/29日 伊方原発再稼働反対 高松大行
動
11月3日、校区運動会。
自治会対抗リレーで
全力疾走！

えっ、個人番号カードって
申請は義務と違うん？
罰則があるんかと思っとった！

４ １

いらん。

いえいえ、任意です 。
罰則もないです よ。

ニュースレターの
配布も同時に。
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報酬の使途を公開します。

【12月】
1日 怒れる大女子会！（パネリスト）/3日 市民派
改革ネット 政策・予算要望/7～21日 高松市議会
12月定例会/8日 平和憲法をいかす香川県民の
会 瓦町駅前アピール/12日 香川ダルクフォーラ
ム/19日 立憲主義・民主主義・平和主義を考える
集い（香川大学）/20日 「中東・アラブ世界から見
た安保法制」相沢恭行さん講演会/23日 市民派
改革ネット議会報告会/24日 高松市議員報酬、
市長及び副市長の給料等審議会（傍聴）/25日
高松市空家等対策協議会（傍聴）

※費用弁償 （議会出席手当） は受取りを拒否しています。

10 月
議員報酬 608,000 円

11 月
議員報酬 608,000 円

12 月
議員報酬 608,000 円

源泉所得税 ・ 保険等 81,039 円
観光振興議員連盟費 6,000 円
議員活動費 160,061 円
みんなと未来へあゆみ隊へ
50,000 円
太田生活費 ・ その他活動費へ
310,900 円

源泉所得税 ・ 保険等 81,039 円
議員活動費 74,932 円
みんなと未来へあゆみ隊へ
50,000 円
太田生活費 ・ その他活動費へ
402,029 円

源泉所得税 ・ 保険等 81,039 円
議員活動費 79,009 円
みんなと未来へあゆみ隊へ
50,000 円
太田生活費 ・ その他活動費へ
397,952 円

【期末手当】
12 月期末手当 1,185,600 円
源泉所得税 217,889 円
★算出方法は右記参照。
【年末調整還付金】

◆あとがき◆
お正月を挟んで、発行に時間
がかかってしまいましたが、
「第８歩」をお届けします。
年末に初白髪を発見して以来
日に日に増えています。でも、

★高松市議会議員の期末手当
基礎額は月額報酬に月額報酬 ×0.2 を足した額 =608,000+121,600=729,600 円。
基礎額 ×1.625=1,185,600 円 が 12 月期末手当の支給額。 乗じる割合は一昨年お手盛り的に
アップされました。 ( たまたま傍聴していた委員会でアップが可決されました。）
期末手当については、 今後の議員活動費等に充当し、 大切に使わせていただきます。

還付税額 345,932 円

ご意見・ご感想は

抜かずに染めずに仲良くして
います。

mm_ayumitai@outlook.jp までお寄せください

