■少数排除の高松市議会に、「異議あり」!!
高松市議会基本条例

でも…

前文

本市で暮らす、全ての人々の生活の

に所属していなければ入ることが

に対する市民意思の反映に全力を尽
くしていく

できません。

決算審査特別委員会

地方自治法や高松市議会会議規則に基づくも

各会派幹事長会（非公式）

に選挙で選ばれ、市民の声を代弁すべきなの

を積極的に推進するとともに、市政

のではなく、「慣例」によるもの。同じよう
に、「市民意思の反映」ができているの…？

決算審査特別委員会は 9 月定例会で設置されます。委員会が設置され
たのち、委員の氏名が書かれた紙が配布され（いつどのようにして決
まったか、少数会派には知らされることもありません）
、
「異議なし」
毎年、議長に【少数会派であっても決算審査特別員会に入れるように】
申入れをおこなっていますが、何も変わりません。そこで、今年度は、
初めて、委員指名の時に議場に響く大きな声で「異議あり！」と異
議を唱えました。

な議会運営を変えていければと思います。と同時に、いつの間にか自
分も「慣例」にならって異議なしで通してきたことを大いに反省しま

上がっています。いつもは少数排除の
議会ですが、その中にはわたしも入っ
共同視察で、既にタブレットを導入し
ている呉市議会にも行きました。先進
議会では「少数の意見も尊重されるべ
き」という姿勢が随所にみられました。

した。

源泉所得税
42,290 円
県市民税
53,500 円
親睦会費
12,000 円
国民年金
16,440 円
国民健康保険 86,800 円
その他保険等 25,247 円
議員活動費 150,458 円
あゆみのあゆみ印刷代
110,330 円
みんなと未来へあゆみ隊へ
30,000 円
太田生活費・その他活動費
80,935 円

夏菜さん主演の
映画

608,000 円

■みんなとあゆみとおしゃべり会
12 月 3 日（日）13:00 ～ 15:00
太田あゆみ政策事務所、参加費無料、途中参加 OK

■2017 年 12 月定例会
12 月 6 日（水）開会予定

TEL ・ FAX 087-862-7227

高松空港民間委託出資金

来年 4 月に高松空港の運営の民営委託が全国 2 例目として予定されています。

＜補正予算＞

しかし、 「10% の出資で経営参加しても、 できることは限られる。 口をはさむ口実に

2 億 4,900 万円

するなら余計な投資」 との専門家からの指摘もあります。 ものが言える程度の経営

高松市は株主総会招集請求権や
役員の解任請求権などを有する
ことができる、株式の約 3% を
取得。

地球温暖化防止活動
推進費
＜補正予算＞

1,000 万円
「COOL CHOICE」…温暖化対策
の国民運動を推進するための予算。

参加のために多額の公金支出をする必要はない、 として補正予算に反対。
すでに民営委託されている仙台空港では、 地元自治体は出資をしていません。

温室効果ガス削減のために、 消灯 ・ 節水などの省エネ、

議員報酬

■市民派改革ネット議会報告会
2018 年 1 月 11 日（木）18：30 ～
2018 年 1 月 14 日（日）13：30 ～
会場：生涯学習センターまなび CAN 小研修室
参加費無料、お子様連れ OK、途中参加 OK

太田あゆみ（高松市議会議員 1 期目）

９月
608,000 円

議員報酬
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議員活動費

69,077 円

議員活動費
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みんなと未来へあゆみ隊へ
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らの取組はすでにおこなってきており、 国からもらえるお金 ・啓発 CM

108

だからとりあえず手を挙げる、 という姿勢に違和感。 しかも ・実施告知・結果報告等

300

事業はすべて外部に丸投げ。 あまりに短絡的なため反対。

屋島活性化推進事業関連

定例会のたびに出てくる屋島活性化推進

＜補正予算＞

事業関連の議案。 山上拠点施設 （ビジ

＜条例改正＞

ターセンター） 整備事業費 1,316 万 8 千円。

＜財産の取得＞

7 億 8,975 万 1,432 円で、 屋島ドライブウェ

イの取得。 赤字路線で、 その道路がなければ市民生活に不都合が生じるの

1980 年生まれ、37 歳
大手前高松高校、大谷大学卒業

屋島ドライブウェイについては赤字でもなく、 わざわざ市が買い取って無料化
する明確な理由がありません。 過程も不透明。
事業への税金投入の成果が 「シビックプライド （市民としての誇り） が高まる」

http://www.ayumirai.com/

では、 あまりにも抽象的で具体性に欠けるため、 屋島活性化推進事業関連の

16,440 円

@ayumi_step

議案には反対。

86,600 円

https://www.facebook.com/ayumi.oota

みんなと未来へあゆみ隊へ

30,000 円

30,000 円

太田生活費・その他活動費

太田生活費・その他活動費

284,846 円

263,617 円

※費用弁償（議会出席手当）は受け取りを拒否しています。

■ご意見・ご感想はこちらから →

【1,000 万円の内訳】（単位 : 万円）

車 ・ 家電 ・ 住宅などを購入する際、 低炭素型の製品を選 ・普及啓発パネル展
ぶなど 「賢い選択」 をしていこうというもの。 しかし、 これ ・セミナー２件

96

・事務局の設置運営

52

ぜひ傍聴にお越しください

オーディション
受けたい！
出てみたい！

…

当時三年生の娘は
見事オーディションに
合格。

そして、
いただいた役は

あの子、
オンチじゃない？
８月

議員報酬

おしらせ

〒760-0068 高松市松島町 2 丁目 4－12

であれば、 自治体が買い取って再生させるという意図は理解できます。 しかし、

■ 報酬の使途を公開します

７月

「恋とオンチの方程式」

ケ！
川ロ
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いい思い出に
なっているようで
何よりです 。
…

へたくそ～
ぎ～
悪す
性格 る～！
悪口を言う女の子Ａ。
ウケ
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ひそひそ

ＤＶＤのレンタル＆
販売開始！

作・絵：太田あゆみ

編集 ・ 発行：太田あゆみ

「おかしい」と思ったことは、「おかしい」と言える議員でありたい。

するためのプロジェクトチームが立ち

ています。先日は議会運営委員会との

採決・賛成多数となり、結果として指名案のとおり選任されましたが、
議事録に残るように発言・行動していくことで、少しでも今のおかし

第 15 歩

高松市議会ではタブレット導入を検討

として委員が正式に選任されます。

娘 の 銀 幕 デ ビ ュ ー 作

高松市議会議員 太田あゆみ
議会・市政報告ニュースレター

これらの中には、3 人以上の会派

議会運営委員会

質の向上を旨として、議会の活性化

2017 年 10 月発行

「高松市議会先例集」。
改選ごとに発行されます。

mm̲ayumitai@outlook.jp

あとがき
急に寒くなり、体調を崩していませんか？
９月定例会が閉会して以降、勉強会や視察、報告会、
「あゆみのあゆみ」作成に学校行事と、めまぐるしい
日々です。
そんな中でも、お誕生日には甥っ子と合同誕生会が

できてほっと一息つくことができました (*^_^*)
ひとりでも多くの市民のみなさまにお届けするために、ポスト投函させていただいています。
また、手配りで配布させていただいていますので、お手元にタイムリーにお届けできない場合があります。ご了承ください。

【7 月】
4 日 高松空襲跡を歩く会／ 5 日 新しい住宅セー
フティネット説明会（大阪）／ 6・9 日 市民派
改革ネット報告会／ 10 ～ 18 日「あゆみのあゆ
み」駅頭・街頭配布（瓦町駅、片原町駅、高松
築港駅、三条駅、兵庫町、南新町、田町）／ 17
日 しんぐるまざーずふぉーらむ in 松山／ 18 日
校区青パト乗車／ 20 日 2016 年度決算概要説明
／ 24 日 議会運営員会傍聴／ 25 ～ 28 日 ソウル
市及び韓国新政権の政策に学ぶ調査ツアー／ 31
日 教育民生常任委員会、さぬき市議会 ICT 視察

【8 月】
１日 行財政改革推進委員会傍聴／ 2 日 高松市
議会 ICT 推進 PT 説明会／ 3 日 高松市図書館
協議会／ 4 日 高松市議会 ICT 推進 PT ／ 8 日
校区青パト乗車／ 9 日 韓国視察報告会／ 17
～ 19 日 全国政策研究会 in 新潟／ 23 日 総合
都市計画推進協議会傍聴／ 25 日 全国清掃事業
連合会香川地区研修会／ 26 日 講演会「原発。
このままでいいの？」／ 27 日 広瀬多加代のヒ
ロシマ被爆手記朗読の会／ 28 日 高松市生徒み
らい議会傍聴／ 30 日 高松市競輪事業検討委員
会傍聴

屋島関連の予算

必ず「観光が衰

と言われます。もちろ

観光客が戻って

あります。

があるのです。

活動報告

退してもいいのか」

ん、屋島にまた

欲しいという想いは

しかし、民間の力

税金をどんどん投

に反対すると、

でできる事業に、

入することに異議

よりぬき 7・8・9 月

【9 月】
1 日 高松市議会 ICT 推進 PT デモンストレー
ション／ 6 ～ 21 日 9 月定例会（一般質問・
委員会・討論）／ 9 日 映画「日本と再生」上
映会／ 10 日 中嶌哲演さん講演会／ 12 日 校
区青パト巡視／ 26 日「子育て真っ最中 女性議
員たちと語る未来」パネリスト参加／ 29 日
グローバルグリーンズ報告会 in 西条市／
30 ～ 1 日 全国シェルターシンポジウム

一般質問

■ ひとり親家庭への支援事業、本当に必要な人のもとへ情報は届いているのか？！

ソウル

■ 韓国・群山市と友好都市提携を！

写真中央が朴議長。
女性議員がとても
元気で力強かった
です！

７月の韓国視察の際、スポーツイベントなどを通して高松市と民間交流が
盛んな群山市へ。日本からの訪問を歓迎してくださるとともに、群山市議
会議長からは、「ぜひ友好都市提携を」との前向きな提案がありました。

「あゆみのあゆみ 第 11 歩」で取り上げた、ひとり親家庭サポートハンドブック。「すべてのひとり親に手渡せるよう努めていきたい」
との答弁からちょうど 1 年。

群山市

実現

離婚届提出時に市民課の窓口でサポート

しました！

ブックを手渡しするようになりました！

Q．群山市と友好都市提携を結ぶ考えについて、市長の考えは？

ひとり親を支える事業の
給付・貸付件数

給付

A. 市民の間に群山市との交流の認識が広がっているとまでは言
えず、 民間交流を続けて気運を高めることが重要。
ただちに群山市と友好都市提携を結ぶ考えはないが、 今後の民
間交流の進展や市民の意識の変化等を見守りたい。（市長）

群山市（全羅北道）
人口：約 28 万人

貸付

面積：約 680 ㎢

■ 介護保険分野の非常勤嘱託職員の待遇改善が必要！
「介護保険法」では介護認定は「申請があった日から 30 日以内にしなければならない」とされています。
しかし、今年度 4~7 月の申請件数 8,619 件のうち、半数以上の 4,451 件が 30 日以内に認定ができていません。

自立

要支援
認定

要介護
認定

通知

要支援
1・2

要介護
1～5

業務内容はほぼ同じでも
約 2 倍の年収差！

年収約 270 万円

※地域包括ケアセンターの非常勤嘱託職員は 6 月から募集継続中。人材不足の渦中にあっても賃金アップはしない、との答弁。

■「主要農作物種子法」廃止が高松市の農業にもたらす影響は？
「主要農作物種子法」が廃止されたことを、ご存知ですか？米、麦、大豆といったわたしたちの食を支えてきた農作物を安定
供給するために、優良な種子の生産・普及を「国が果たすべき役割」と定めていた法律です。法律が廃止されたことで、種子
生産の公的支え（予算）がなくなったり、多国籍企業による影響が強まるおそれがあります。食は命に直結する重要な問題！

Q．種子法廃止による、本市農業への影響をどう考えるのか？
※

A. 県においては、 「おいでまい」 「さぬきの夢」 など県オリジナル
品種などの優良種子の安定生産は重要であるとして、 種子法が
廃止された後も、 種子の安定供給体制をつづけていく方向性を
示しており、 高松市の農業への種子法廃止の影響はない。
（創造都市推進局長）

Q．学校給食には、今後も県内産の米が使われるのか？
A. 県学校給食会によると、 県が優良種子の安定供給体制を
維持 ・ 継続していく方針のため、 これまでと同じく、 給食に県内
産の米を供給することが可能。 現時点では、 本市学校給食へ
の種子法廃止が及ぼす影響はない。
（教育局長）
参考に！

もっと詳しく知りたい方は…

※「おいでまい」「さぬきの夢」は香川県独自の品種で、県外での
日本の種子を守る会
育成はできません。全国各地の気候や土壌条件に合った多様な品
種は、地域振興の主要な資源にもなっていますが、その存続も危うくなるのが種子法廃止です。

2

０

0

高等職業訓練促進給付金

41

24

20

母子福祉金貸付

57

44

41

父子福祉金貸付

０

０

０

に（中略）、受講勧奨をおこなうなど母子家庭の母または父子家庭
の父を支援すること。
」とあります。通知とこの数字、あまりにかけ

年収約 580 万円（諸手当含む）

ケアマネ資格所持
非正規嘱託職員

自立支援教育訓練給付金

度について周知・広報をおこない必要な情報提供をおこなうととも

【新規】の認定調査は市（正規職員・非常勤
嘱託職員）が直接おこない、
【更新】の認定
調査は社会福祉協議会に委託しています。
今回の遅れの原因は、一時的な調査員の不足、
と市は強調していますが、だからと言って法
で決められた期限を大幅に越えることはあっ
てはなりません！

ケアマネ資格所持
30 代正規職員

2016 年度

が続いています。給付金について、厚生労働省局長通知では「本制

通知

認定調査員
による訪問・
聞き取り調査

非該当

8 月の児童扶養手当現況届の受付期間中にサポートブックを
手渡したのは、 提出者 3,987 人のうち 2,111 人と約半数。

ほとんどの中核市では増加もしくは横ばい傾向の中、高松市は減少
通知

Q．地域包括支援センターにおける人員確保を、どのように考えるのか？
介護保険分野の非常勤嘱託職員の賃金アップの処遇改善をおこなう考えは？

コンピュータで
暫定的な
要介護度を判定

介護認定審査会による審査判定

申請書の
提出

A. 9/1 現在、地域包括支援センターは正規職員 33 名、非常勤嘱託職員 78 名
が在籍。さらなる人員確保に取り組む。ケアマネージャーや認定調査員など
の非常勤嘱託職員の賃金は県内最高の水準。賃金引上げは考えていない。

【介護認定のながれ】

認定調査

市区町村の窓口

介護保険で要支援 1・２と認定された人は、地域包括支援セン
ター「あんしんサポート」が介護予防の福祉サービスをおこ
ないます。
「総合相談支援」「権利擁護」「介護予防事業」
「認知症への取
組」など、地域包括支援センターの仕事内容はさまざまで専
門的ですが、こちらも人員不足が懸念されます。

被保険者

A. 国において、 来年度から認定有効期間の延長や、 二次判
定手続きを簡略化するなど、 事務のあり方の見直しが予定され
ているので、 国の方針をみて対応する。 認定調査員の増員や
外部委託の件数を拡大できないか検討する。（健康福祉局長）

主治医の意見書

Q．要介護認定が 30 日以内にできていない現状をどう解決していくのか？

2014 年度 2015 年度

一方で…

離れていませんか？

どうして反対 ?! 意見書は、議会の意思表示。

Q．ひとり親家庭自立支援給付金事業の予算が年々減額
されている理由は？
A. 国の制度が改正され、 2012 年以降、 支給期間や支
給額が見直された。 そのため、 件数 ・ 額が減り、 結果とし
て予算も減額になった。 今後も必要な予算を確保しながら
制度の周知 ・ 広報を徹底していく。
( 健康福祉局長）

Q. 母子福祉資金等貸付制度について、市の姿勢は？
A. 相談を親身に聞き取り、 共に考え、 貸付制度を含め、
利用できる制度を案内している。 今後も、 支援を必要と
しているひとり親家庭の経済的自立と子どもの福祉増進の
ため、 それぞれの状況に応じた、 必要な貸付をおこなって
いく。
( 健康福祉局長）

～ふたつの意見書を提出しました！～

■子どもの医療費助成制度の創設等を求める意見書

賛成少数で否決（賛成：市民派改革ネット、共産党、市民フォーラム 21）

若い世代が安心して子育てができる環境の整備が、社会的にも大きな課題となっています。
なかでも、子どもの医療費助成は、全ての都道府県において実施されていますが、厳しい財政状況の中での事
業であるため、助成対象年齢や自己負担額などに地域間で格差が生まれてしまっています。
地方自治体の子どもの医療費助成等について国は、病院の窓口でお金を払わないシステムをとっている自治体
に対しては「無料化にすることで病院に行かなくていい人まで病院に行ってしまうので、ペナルティを課す」
として交付金を減額し、先に窓口でお金を払い、後でかかった医療費が返還されるシステムの自治体へは交付
金を減額していません。
これではせっかく自治体が子育て家庭にとって利用しやすい制度にしようと努力しているのに、国が足を引っ張っていること
になります。こんな仕組みをなくし、国が責任をもって子どもの医療費助成制度を創設することを求める…という意見書です。

■精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引制度の適用を求める意見書

賛成少数で否決（賛成：同上）

障害者基本法において、身体障害者・知的障害者・精神障害者は、全て「障害者」
コトデン
コトデン
乗物
として同じ位置づけです。
JR
電車
バス
種別
しかし、公共交通機関の運賃割引については、精神障害者には、ほとんど適用され
半額
半額
半額
身 体
ていません。精神障害者の大半は家族と生活していますが、家族の高齢化により経
半額
半額
半額
済的支援力が弱まっており、デイケア・作業所等の利用もできず、外出を控えるな 知 的
ど、引きこもりの大きな要因にもなっています。一方、近年、障害者に関する法整
精 神
割引なし
割引なし
半額
備等が進んでいる中で、精神障害者を障害者福祉制度の対象から除外することは不
【県内公共交通機関の障害者割引】
合理です。よって、国においては、精神障害者に対する公共交通運賃割引制度につ
いても、早急に適用対象とするよう、公共交通事業者に対して必要な措置をとることを要望する意見書です。
県内では、中学生の通院が無料化できていないのは高松市だけ。3 月定例会では大西市長も「本来、医療費に関する事
業は（中略）国の責任において全国一律で実施されるものと考えており、これまでも助成制度創設について要望してき
た。今後も国に働きかけていきたい」と答弁しており、意見書に反対する理由がわかりません。
ふたつめの意見書も、多くの地方議会では「全会一致」で可決されています。ある議員は「意見書の提出時期が遅すぎ
る」と言いますが、決められた期日・様式を守り、提出しています。市民フォーラム 21 は提出日に関係なく、内容を
精査し、賛成の態度表明をしています。反対する会派（自民・同志会・公明）は、内容より誰が提出したかで賛否を決
めていると思われてもしかたないのではないでしょうか…。せめて反対討論があれば、反対の理由がわかるのですが。

一般質問

■ ひとり親家庭への支援事業、本当に必要な人のもとへ情報は届いているのか？！

ソウル

■ 韓国・群山市と友好都市提携を！

写真中央が朴議長。
女性議員がとても
元気で力強かった
です！

７月の韓国視察の際、スポーツイベントなどを通して高松市と民間交流が
盛んな群山市へ。日本からの訪問を歓迎してくださるとともに、群山市議
会議長からは、「ぜひ友好都市提携を」との前向きな提案がありました。

「あゆみのあゆみ 第 11 歩」で取り上げた、ひとり親家庭サポートハンドブック。「すべてのひとり親に手渡せるよう努めていきたい」
との答弁からちょうど 1 年。

群山市

実現

離婚届提出時に市民課の窓口でサポート

しました！

ブックを手渡しするようになりました！

Q．群山市と友好都市提携を結ぶ考えについて、市長の考えは？

ひとり親を支える事業の
給付・貸付件数

給付

A. 市民の間に群山市との交流の認識が広がっているとまでは言
えず、 民間交流を続けて気運を高めることが重要。
ただちに群山市と友好都市提携を結ぶ考えはないが、 今後の民
間交流の進展や市民の意識の変化等を見守りたい。（市長）

群山市（全羅北道）
人口：約 28 万人

貸付

面積：約 680 ㎢

■ 介護保険分野の非常勤嘱託職員の待遇改善が必要！
「介護保険法」では介護認定は「申請があった日から 30 日以内にしなければならない」とされています。
しかし、今年度 4~7 月の申請件数 8,619 件のうち、半数以上の 4,451 件が 30 日以内に認定ができていません。

自立

要支援
認定

要介護
認定

通知

要支援
1・2

要介護
1～5

業務内容はほぼ同じでも
約 2 倍の年収差！

年収約 270 万円

※地域包括ケアセンターの非常勤嘱託職員は 6 月から募集継続中。人材不足の渦中にあっても賃金アップはしない、との答弁。

■「主要農作物種子法」廃止が高松市の農業にもたらす影響は？
「主要農作物種子法」が廃止されたことを、ご存知ですか？米、麦、大豆といったわたしたちの食を支えてきた農作物を安定
供給するために、優良な種子の生産・普及を「国が果たすべき役割」と定めていた法律です。法律が廃止されたことで、種子
生産の公的支え（予算）がなくなったり、多国籍企業による影響が強まるおそれがあります。食は命に直結する重要な問題！

Q．種子法廃止による、本市農業への影響をどう考えるのか？
※

A. 県においては、 「おいでまい」 「さぬきの夢」 など県オリジナル
品種などの優良種子の安定生産は重要であるとして、 種子法が
廃止された後も、 種子の安定供給体制をつづけていく方向性を
示しており、 高松市の農業への種子法廃止の影響はない。
（創造都市推進局長）

Q．学校給食には、今後も県内産の米が使われるのか？
A. 県学校給食会によると、 県が優良種子の安定供給体制を
維持 ・ 継続していく方針のため、 これまでと同じく、 給食に県内
産の米を供給することが可能。 現時点では、 本市学校給食へ
の種子法廃止が及ぼす影響はない。
（教育局長）
参考に！

もっと詳しく知りたい方は…

※「おいでまい」「さぬきの夢」は香川県独自の品種で、県外での
日本の種子を守る会
育成はできません。全国各地の気候や土壌条件に合った多様な品
種は、地域振興の主要な資源にもなっていますが、その存続も危うくなるのが種子法廃止です。

2

０

0

高等職業訓練促進給付金

41

24

20

母子福祉金貸付

57

44

41

父子福祉金貸付

０

０

０

に（中略）、受講勧奨をおこなうなど母子家庭の母または父子家庭
の父を支援すること。
」とあります。通知とこの数字、あまりにかけ

年収約 580 万円（諸手当含む）

ケアマネ資格所持
非正規嘱託職員

自立支援教育訓練給付金

度について周知・広報をおこない必要な情報提供をおこなうととも

【新規】の認定調査は市（正規職員・非常勤
嘱託職員）が直接おこない、
【更新】の認定
調査は社会福祉協議会に委託しています。
今回の遅れの原因は、一時的な調査員の不足、
と市は強調していますが、だからと言って法
で決められた期限を大幅に越えることはあっ
てはなりません！

ケアマネ資格所持
30 代正規職員

2016 年度

が続いています。給付金について、厚生労働省局長通知では「本制

通知

認定調査員
による訪問・
聞き取り調査

非該当

8 月の児童扶養手当現況届の受付期間中にサポートブックを
手渡したのは、 提出者 3,987 人のうち 2,111 人と約半数。

ほとんどの中核市では増加もしくは横ばい傾向の中、高松市は減少
通知

Q．地域包括支援センターにおける人員確保を、どのように考えるのか？
介護保険分野の非常勤嘱託職員の賃金アップの処遇改善をおこなう考えは？

コンピュータで
暫定的な
要介護度を判定

介護認定審査会による審査判定

申請書の
提出

A. 9/1 現在、地域包括支援センターは正規職員 33 名、非常勤嘱託職員 78 名
が在籍。さらなる人員確保に取り組む。ケアマネージャーや認定調査員など
の非常勤嘱託職員の賃金は県内最高の水準。賃金引上げは考えていない。

【介護認定のながれ】

認定調査

市区町村の窓口

介護保険で要支援 1・２と認定された人は、地域包括支援セン
ター「あんしんサポート」が介護予防の福祉サービスをおこ
ないます。
「総合相談支援」「権利擁護」「介護予防事業」
「認知症への取
組」など、地域包括支援センターの仕事内容はさまざまで専
門的ですが、こちらも人員不足が懸念されます。

被保険者

A. 国において、 来年度から認定有効期間の延長や、 二次判
定手続きを簡略化するなど、 事務のあり方の見直しが予定され
ているので、 国の方針をみて対応する。 認定調査員の増員や
外部委託の件数を拡大できないか検討する。（健康福祉局長）

主治医の意見書

Q．要介護認定が 30 日以内にできていない現状をどう解決していくのか？

2014 年度 2015 年度

一方で…

離れていませんか？

どうして反対 ?! 意見書は、議会の意思表示。

Q．ひとり親家庭自立支援給付金事業の予算が年々減額
されている理由は？
A. 国の制度が改正され、 2012 年以降、 支給期間や支
給額が見直された。 そのため、 件数 ・ 額が減り、 結果とし
て予算も減額になった。 今後も必要な予算を確保しながら
制度の周知 ・ 広報を徹底していく。
( 健康福祉局長）

Q. 母子福祉資金等貸付制度について、市の姿勢は？
A. 相談を親身に聞き取り、 共に考え、 貸付制度を含め、
利用できる制度を案内している。 今後も、 支援を必要と
しているひとり親家庭の経済的自立と子どもの福祉増進の
ため、 それぞれの状況に応じた、 必要な貸付をおこなって
いく。
( 健康福祉局長）

～ふたつの意見書を提出しました！～

■子どもの医療費助成制度の創設等を求める意見書

賛成少数で否決（賛成：市民派改革ネット、共産党、市民フォーラム 21）

若い世代が安心して子育てができる環境の整備が、社会的にも大きな課題となっています。
なかでも、子どもの医療費助成は、全ての都道府県において実施されていますが、厳しい財政状況の中での事
業であるため、助成対象年齢や自己負担額などに地域間で格差が生まれてしまっています。
地方自治体の子どもの医療費助成等について国は、病院の窓口でお金を払わないシステムをとっている自治体
に対しては「無料化にすることで病院に行かなくていい人まで病院に行ってしまうので、ペナルティを課す」
として交付金を減額し、先に窓口でお金を払い、後でかかった医療費が返還されるシステムの自治体へは交付
金を減額していません。
これではせっかく自治体が子育て家庭にとって利用しやすい制度にしようと努力しているのに、国が足を引っ張っていること
になります。こんな仕組みをなくし、国が責任をもって子どもの医療費助成制度を創設することを求める…という意見書です。

■精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引制度の適用を求める意見書

賛成少数で否決（賛成：同上）

障害者基本法において、身体障害者・知的障害者・精神障害者は、全て「障害者」
コトデン
コトデン
乗物
として同じ位置づけです。
JR
電車
バス
種別
しかし、公共交通機関の運賃割引については、精神障害者には、ほとんど適用され
半額
半額
半額
身 体
ていません。精神障害者の大半は家族と生活していますが、家族の高齢化により経
半額
半額
半額
済的支援力が弱まっており、デイケア・作業所等の利用もできず、外出を控えるな 知 的
ど、引きこもりの大きな要因にもなっています。一方、近年、障害者に関する法整
精 神
割引なし
割引なし
半額
備等が進んでいる中で、精神障害者を障害者福祉制度の対象から除外することは不
【県内公共交通機関の障害者割引】
合理です。よって、国においては、精神障害者に対する公共交通運賃割引制度につ
いても、早急に適用対象とするよう、公共交通事業者に対して必要な措置をとることを要望する意見書です。
県内では、中学生の通院が無料化できていないのは高松市だけ。3 月定例会では大西市長も「本来、医療費に関する事
業は（中略）国の責任において全国一律で実施されるものと考えており、これまでも助成制度創設について要望してき
た。今後も国に働きかけていきたい」と答弁しており、意見書に反対する理由がわかりません。
ふたつめの意見書も、多くの地方議会では「全会一致」で可決されています。ある議員は「意見書の提出時期が遅すぎ
る」と言いますが、決められた期日・様式を守り、提出しています。市民フォーラム 21 は提出日に関係なく、内容を
精査し、賛成の態度表明をしています。反対する会派（自民・同志会・公明）は、内容より誰が提出したかで賛否を決
めていると思われてもしかたないのではないでしょうか…。せめて反対討論があれば、反対の理由がわかるのですが。

■少数排除の高松市議会に、「異議あり」!!
高松市議会基本条例

でも…

前文

本市で暮らす、全ての人々の生活の

に所属していなければ入ることが

に対する市民意思の反映に全力を尽
くしていく

できません。

決算審査特別委員会

地方自治法や高松市議会会議規則に基づくも

各会派幹事長会（非公式）

に選挙で選ばれ、市民の声を代弁すべきなの

を積極的に推進するとともに、市政

のではなく、「慣例」によるもの。同じよう
に、「市民意思の反映」ができているの…？

決算審査特別委員会は 9 月定例会で設置されます。委員会が設置され
たのち、委員の氏名が書かれた紙が配布され（いつどのようにして決
まったか、少数会派には知らされることもありません）
、
「異議なし」
毎年、議長に【少数会派であっても決算審査特別員会に入れるように】
申入れをおこなっていますが、何も変わりません。そこで、今年度は、
初めて、委員指名の時に議場に響く大きな声で「異議あり！」と異
議を唱えました。

な議会運営を変えていければと思います。と同時に、いつの間にか自
分も「慣例」にならって異議なしで通してきたことを大いに反省しま

上がっています。いつもは少数排除の
議会ですが、その中にはわたしも入っ
共同視察で、既にタブレットを導入し
ている呉市議会にも行きました。先進
議会では「少数の意見も尊重されるべ
き」という姿勢が随所にみられました。

した。

源泉所得税
42,290 円
県市民税
53,500 円
親睦会費
12,000 円
国民年金
16,440 円
国民健康保険 86,800 円
その他保険等 25,247 円
議員活動費 150,458 円
あゆみのあゆみ印刷代
110,330 円
みんなと未来へあゆみ隊へ
30,000 円
太田生活費・その他活動費
80,935 円

夏菜さん主演の
映画

608,000 円

■みんなとあゆみとおしゃべり会
12 月 3 日（日）13:00 ～ 15:00
太田あゆみ政策事務所、参加費無料、途中参加 OK

■2017 年 12 月定例会
12 月 6 日（水）開会予定

TEL ・ FAX 087-862-7227

高松空港民間委託出資金

来年 4 月に高松空港の運営の民営委託が全国 2 例目として予定されています。

＜補正予算＞

しかし、 「10% の出資で経営参加しても、 できることは限られる。 口をはさむ口実に

2 億 4,900 万円

するなら余計な投資」 との専門家からの指摘もあります。 ものが言える程度の経営

高松市は株主総会招集請求権や
役員の解任請求権などを有する
ことができる、株式の約 3% を
取得。

地球温暖化防止活動
推進費
＜補正予算＞

1,000 万円
「COOL CHOICE」…温暖化対策
の国民運動を推進するための予算。

参加のために多額の公金支出をする必要はない、 として補正予算に反対。
すでに民営委託されている仙台空港では、 地元自治体は出資をしていません。

温室効果ガス削減のために、 消灯 ・ 節水などの省エネ、

議員報酬

■市民派改革ネット議会報告会
2018 年 1 月 11 日（木）18：30 ～
2018 年 1 月 14 日（日）13：30 ～
会場：生涯学習センターまなび CAN 小研修室
参加費無料、お子様連れ OK、途中参加 OK

太田あゆみ（高松市議会議員 1 期目）

９月
608,000 円

議員報酬

608,000 円

源泉所得税

42,290 円

源泉所得税

42,290 円

県市民税

53,500 円

県市民税

53,500 円

国民年金

16,440 円

国民年金

国民健康保険
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だからとりあえず手を挙げる、 という姿勢に違和感。 しかも ・実施告知・結果報告等
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事業はすべて外部に丸投げ。 あまりに短絡的なため反対。

屋島活性化推進事業関連

定例会のたびに出てくる屋島活性化推進

＜補正予算＞

事業関連の議案。 山上拠点施設 （ビジ

＜条例改正＞

ターセンター） 整備事業費 1,316 万 8 千円。

＜財産の取得＞

7 億 8,975 万 1,432 円で、 屋島ドライブウェ

イの取得。 赤字路線で、 その道路がなければ市民生活に不都合が生じるの
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大手前高松高校、大谷大学卒業

屋島ドライブウェイについては赤字でもなく、 わざわざ市が買い取って無料化
する明確な理由がありません。 過程も不透明。
事業への税金投入の成果が 「シビックプライド （市民としての誇り） が高まる」

http://www.ayumirai.com/

では、 あまりにも抽象的で具体性に欠けるため、 屋島活性化推進事業関連の
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議案には反対。
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※費用弁償（議会出席手当）は受け取りを拒否しています。

■ご意見・ご感想はこちらから →

【1,000 万円の内訳】（単位 : 万円）

車 ・ 家電 ・ 住宅などを購入する際、 低炭素型の製品を選 ・普及啓発パネル展
ぶなど 「賢い選択」 をしていこうというもの。 しかし、 これ ・セミナー２件
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・事務局の設置運営
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ぜひ傍聴にお越しください
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であれば、 自治体が買い取って再生させるという意図は理解できます。 しかし、

■ 報酬の使途を公開します
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「おかしい」と思ったことは、「おかしい」と言える議員でありたい。

するためのプロジェクトチームが立ち

ています。先日は議会運営委員会との

採決・賛成多数となり、結果として指名案のとおり選任されましたが、
議事録に残るように発言・行動していくことで、少しでも今のおかし

第 15 歩

高松市議会ではタブレット導入を検討

として委員が正式に選任されます。

娘 の 銀 幕 デ ビ ュ ー 作

高松市議会議員 太田あゆみ
議会・市政報告ニュースレター

これらの中には、3 人以上の会派

議会運営委員会

質の向上を旨として、議会の活性化

2017 年 10 月発行

「高松市議会先例集」。
改選ごとに発行されます。
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あとがき
急に寒くなり、体調を崩していませんか？
９月定例会が閉会して以降、勉強会や視察、報告会、
「あゆみのあゆみ」作成に学校行事と、めまぐるしい
日々です。
そんな中でも、お誕生日には甥っ子と合同誕生会が

できてほっと一息つくことができました (*^_^*)
ひとりでも多くの市民のみなさまにお届けするために、ポスト投函させていただいています。
また、手配りで配布させていただいていますので、お手元にタイムリーにお届けできない場合があります。ご了承ください。

【7 月】
4 日 高松空襲跡を歩く会／ 5 日 新しい住宅セー
フティネット説明会（大阪）／ 6・9 日 市民派
改革ネット報告会／ 10 ～ 18 日「あゆみのあゆ
み」駅頭・街頭配布（瓦町駅、片原町駅、高松
築港駅、三条駅、兵庫町、南新町、田町）／ 17
日 しんぐるまざーずふぉーらむ in 松山／ 18 日
校区青パト乗車／ 20 日 2016 年度決算概要説明
／ 24 日 議会運営員会傍聴／ 25 ～ 28 日 ソウル
市及び韓国新政権の政策に学ぶ調査ツアー／ 31
日 教育民生常任委員会、さぬき市議会 ICT 視察

【8 月】
１日 行財政改革推進委員会傍聴／ 2 日 高松市
議会 ICT 推進 PT 説明会／ 3 日 高松市図書館
協議会／ 4 日 高松市議会 ICT 推進 PT ／ 8 日
校区青パト乗車／ 9 日 韓国視察報告会／ 17
～ 19 日 全国政策研究会 in 新潟／ 23 日 総合
都市計画推進協議会傍聴／ 25 日 全国清掃事業
連合会香川地区研修会／ 26 日 講演会「原発。
このままでいいの？」／ 27 日 広瀬多加代のヒ
ロシマ被爆手記朗読の会／ 28 日 高松市生徒み
らい議会傍聴／ 30 日 高松市競輪事業検討委員
会傍聴

屋島関連の予算

必ず「観光が衰
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しかし、民間の力

税金をどんどん投

に反対すると、

でできる事業に、

入することに異議

よりぬき 7・8・9 月

【9 月】
1 日 高松市議会 ICT 推進 PT デモンストレー
ション／ 6 ～ 21 日 9 月定例会（一般質問・
委員会・討論）／ 9 日 映画「日本と再生」上
映会／ 10 日 中嶌哲演さん講演会／ 12 日 校
区青パト巡視／ 26 日「子育て真っ最中 女性議
員たちと語る未来」パネリスト参加／ 29 日
グローバルグリーンズ報告会 in 西条市／
30 ～ 1 日 全国シェルターシンポジウム

