
すまいる条例』笑っているのは事業者だけ

ＧＯＧＯＮＥＷＳすいた市議会報告（１）

「好いたすまいる条例の本来の目的が発揮できていない。改正すべきでは？」と質問し、改正
も視野に入れて検討するとの答えを引き出しました。
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１６時までＯＰＥＮ

市政相談も受付けています

お気軽にお越しください

とのことでした。しかし、行政として条例以上のこと求められても対応できないという、言い訳のような言葉も良く

耳にします。

｢事業者に対し、住民の意見を尊重し計画に反映するよう指導していきます」

｢住民の意見を的確に捉えて事業者の見解害を作っていくか見極めていきます」
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と質問したところ、
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との答えを引き出しましたので、条例ができただけで事足りるのではなく、しっかりと運用されているか、目的が達

成できているかについて、きっちりとチェックしていきます。

｣
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｢ただ単に市役所は事業者と住民との書類の受け渡しをするだけの役割だと思っていないか？」 Ｉ［

大規模開発事業の構想の段階で、事業計画に関する情報提供を事業者から関係住民に行い、地域の声を事業者に直

接伝え、ともに良好な近隣関係や生活環境を保ち、創造しようとするのがこの条例の目的です。しかし、説明会と２

度の住民からの意見書に対する見解害を提出すれば事足りるというのが多くの事業者の実態です。また、計画が固ま

っていない構想段階でありながら、市民意見に対して事業者が「計画変更はできない」というのは矛盾しています。

｢条例施行から３年間の実態をよく検証し、改正も視野に入れ検討していきます」
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(2)ＧＯＧＯＮＥＷＳすいた市議会報告

誰のための機構改革？

阪口市長になってから２期８年間。部、室、課の新設や名称変更、組織機構の変更など、幾度と
なく行われ、そのたびに議会から反対意見が出てきています。今回も全会一致ではなく多数賛
成で決まりました。

行政組織機構改革案について、私はもちろんのこと多くの議員が質問しました。

「福祉保健部」を「くらし健康部」に、「児童部」を「こども部」に、「人権部」を「自治人権部」に、「産

業労働室」を「産業労働にぎわい部」に、などなど、なぜ変えなければならないのか？という質問をしても、

「第３次総合計画の中にある言葉を使っています」といった答えしか返ってきません。

市長がよくスピーチのときに話す「自治・文化・にぎわい」「環境」「子育て・教育」「くらし．健康」「都

市創造」とかのキーワードを思い浮かべました。

（もしかしたら次の機構改革では都市整備部が都市創造部になったりして・・・）

また、これまで企画部で政策企画推進をしていたものを、市長室と政策企画室を含む政策企画部を新設し、

企画部を政策推進部に変えることで、政策企画機能を市長直結にしました。トップダウンとボトムアップそれ

ぞれの機能を強化するとのことですが、テンでバラバラになってしまわないかと心配です。

以下、個人質問および最終日の討論で意見として述べました。

○市民自治を進めるために市民協働が重要であるが、市民自治推進室は自治人権部に、市民協働推進室は市民
文化部にあり、市民から見てとても分かりにくい。

○政策企画と政策推進がバラバラにならないか心配だ。

○契約室と工事検査室が工事契約検査室になるが、それぞれの存在目的を達成するよう括抗関係を維持すること。

○消費生活課の名称が消えるが、消費生活センターの機能充実と機動性を十分発揮し、消費者保護及び啓発を
決して後退させるな。

○あくまでも、行政は市民のためにあるということを忘れず、市民から見てわかりやすく、市民サービスの向
上につながるよう、常に事後評価と検証をすること。

なお、委員会審議の中で、「くらし健康部」と「こども部」の名称は元通りの福祉保健部と児童部に修正され
ました。

庁内情報システムの修正１７８８万円

間仕切り改修工事 ９００面器

庁内電話工事 ７７万円

サイン改修 ９２万円

合 計 ２８５７万円
篭

また、部長級の上に総括監級を新設するなど、このB年間で役職者数が大幅増加となっています。当然、人件
費（管理職手当）も増加の一途です。．

基準日

１９９９年４月１日

2007年７月１日

差

手当増加概算額＊
（１月あたり）

総括監級

０

1０

１０

９３万円

部長級

４９

５０

Ｉ

７．１万円

次長級 課長級 合計（人）

６６ 1９２ ３０７

1４６ ２７１ ４７７

８０ ７９ 1７０

５２８万円 ４７４万円 １１０２．１万円

*管理職手当月額は、総括監級9.3万円、部長級7.1～８，３万円、次長級6.6～6.9万円、課長級6万円であり、
これらの最低額で計算しました。



ＧＯＧＯＮＥＷＳすいた市議会報告（３）

ａまちづくり政策研究所

市長は就任来、市政研究所の設置を施政方針演説の中で述べてきました。今回、準備委員会予

算が計上され、７月には非常勤職員の公募がありました。研究所はうまく機能するのでしょうか。

地域貢献学習の場としての「まちづくり吹田学塾」の拡充と市民による(仮)まちづくり政策研究所開設をめ

ざしており、研究所では政策開発調査機能（データ収集）、政策開発蓄積機能（ストック）、政策開発助言機

能（市民の観点で助言）を考えているとのことでした。

しかし、政策形成の初期段階から市民が参画できるメリットはあるものの、逆に特定の市民の意見が政策に

入り込むことで公平性が保たれなくなる恐れがあります。また、市民参画の場は増えましたが、場が違っても

参加する市民は同じ顔ぶれということもあります。研究所のイメージ図(素案)を見せてもらいましたが、絵に

描くのは簡単。形だけ作っても中身が問題では・・・。

｡急転直下南千里にNPO拠点施設

これまで山田駅前に建設予定の青少年拠点施設内に設置するとしていた市民公益活動（ＮＰＯ）

拠点施設が、南千里駅前に建設予定の千里南地区センター設置に変更。なぜ、急に変わったのか？

当初、青少年拠点施設との連携を考慮し山田駅前の公共公益施設の中で整備しようとしてきたが、国際交流セ

ンター、大学コンソーシアムなど多方面の事業と連携がとれ、スペース的にも広い面積が確保できることなど

を考慮し変更した、というのが行政の説明です。

施政方針の中でずっと山田駅前で整備すると言い続けていたものが、あっさりと変更となり、しかも、市民

公益活動審議会や、南千里駅周辺まちづくり懇談会の一部世話人だけへの事後承諾で済ませています。

結果的に変更した方がよいにしても、専門家や市民参画の場で進めてきたことを覆すためには、少なくとも

これまで関わってきた人への十分な説明が必要です。市民は行政と一緒にやってつもりだったのに、行政から

何も知らされていなかった。これが協働や信頼関係を失う瞬間です。

‘多目的施設の管理責任を明確に 二！’
竹見台小学校と南竹見台小学校がそれぞれの児童数減少の結果、竹見台小学校に統廃合してい

ます。そして、改修整備した|日南竹見台小学校の校舎を多目的施設として利用するために、今回、
備品などの設置費約4B6万円、施設管理委託料など約992万円の予算が提案されました。

施設管理を教育委員会ではなく市民文化部所管の運営委員会で行うとのことでしたが、地域コミュニティの

ためだけに使うのではなく、子育て広場事業、ふれあい交流サロンモデル事業、学び直しのできる学校として

不登校児童・生徒支援事業、子どもプラザ事業、高学年障害児見守り事業などたくさんの行政部門が活用しま

す。

当面暫定施設だから管理運営も暫定、ではなく、事業の担当部間での話し合いをもっと行い、管理責任を明

確にする必要があると指摘しました。

※ちなみに改修工事費用は９１２０万円（建設工事６１６２万円、電気設備工事295B万円）

お得たせしました

○１１番目の児童センター（仮称）千里山竹園児童センター建設へ

市内を6ブロックに分け1ブロックに2箇所児童館・センターを設置する計画があり、これまで１０館で

きていますが、後の2館がなかなか着工されませんでした。今回、千里新田小学校の近くの民有地を購

入できることになり、いよいよ待ちに待った児童センター建設が始まります。969平方メートルの土地

購入他約1億8600万円が提案され、２年後には出来上がる予定です。
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Sm政務調萱費の領収書は1円から
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国会だけでなく自治体議会でも不透明な政治資金や政務調査費についてずさ

んな使い方が問題となっています。吹田市議会ではすでに領収書も含めて情

報公開対象です。昨年は各会派の研究研修費について情報公開請求があり、
支出額と内容について公開しました。

|i螺購政…．

●「すいた市議会報告」は、一人で

も多くの方に市政に関する情報を

お伝えし、皆様の声を市政に反映

させるために、政務調査費を使っ

て発行しています。年４回発行す

る市議会報告の配布にご協力いた

だける方はお声をかけてください。

よろしくお願いします。

●Eメール通信（火、士発信)、ＦＡＸ

通信(月１回程度)をご希望の方は、

メールまたはFAXでお知らせくだ

さい。

０

この「すいた市議会報告」は３５０００部作成し、１部あたりの印刷単価は約３．５円です。

１７日東部拠点まちづくり勉強会

２５日議会(提案・説明）

２６日千里山駅周辺まちづくり懇談会

３１日近畿市民派議員学習・交流会

（生駒市）

B月
１日･２日代表質問

３日･６日個人質問

７日．Ｂ日福祉環境常任委員会

６日東部拠点のまちづくり市民フォ

ーラム

１１日わかたけ園納涼会

１８日議会(討論・採決）

２３日個人情報保護審議会

２４日･２５日全国自治体政策交流会

議・自治体学会（舞鶴市）

２８日都市計画審議会

別委員会の傍聴

：２５日市民自治推進委員会傍聴

：２Ｂ日東部拠点のまちづくり市民フ

ォーラム

;フ月
１１日景観まちづくりフォーラム
＃２日市民公益活動審議会傍聴

：５日アジェンダ21すいた環境教育部会

：６日次世代育成支援推進協議会傍聴

；８日チョウチョの会フォーラム
２００７（大津市）

ｉ９日ｱジｪﾝダ2'すいた幹事会
：１１日個人情報保護審議会アジエ

ンダ､21すいた広報部会

：１３日ローカル・マニフエスト地方

議員連盟総会・研修会(文京区）

・１４日アジェンダ．21すいた総会

４月～8月（抜粋）

4月
１５日～２１日市議会議員選挙

２２日投票日

２３日当選証書授与式

5月
２７日３期目の任期スタート

２８日･３１日役選代表者会待機

６月
１日役選代表者会待機

４日･５日本会議

７日アジェンダ21すいた環境教育部会

１１日本会議

１４日都市環境整備対策特別委員会

１６日環境教育フェア

１９日アジエンダ21すいた幹事会

２０日アジェンダ21すいた広報部会

２１日吹田操車場跡地等利用対策特

項目

研究研修費

調査旅費

資料購入費

広報費

会議･広聴費

人件費

事務費

その他の経費

残高(返金）

2005年度

34,660

103292

906,295

０

０

124351

０

151,402

2006年度

56,940

０

19,060

1,050,700

０

18,826

174,474

政務調査斑使途基準
議員個人ではなく会派単位で支出し、会派の所属議員１人につき月額110,000円です。

項目

研究研修費

調査旅費

資料購入費

広報変

会議・広聴費

人件斑

索務鉦

その他の経費

具体例（すべて個人ではなく会派）

会場費、講師謝礼、出席者負担金、テキスト代、旅費、自動車借上料、
高速道路通行料、駐車料金、ガソリン代、茶菓子代等

旅賀、自動車借上料、高速道路通行料、駐車料金又はガソリン代

新聞、雑誌、定期刊行物等の服入登

広報紙又は報告書の印刷謎又は送料、会場費、通信料等

会場費、印刷愛、茶菓子代等

会派の調査研究活動を補助する職員の雇用に要する経費

会派控室で使用する事務機器の購入費、リース料、保守点検費・修繕料、
コピー代又は事務用品の珊入変

上記以外の経費で会派の調査研究活動に必要なもの

議員報酬公開2007年１月～6月

支出収入

議員報酬

期末手当

審議会等委員報酬

年末調整

預金引出

預金利息

前期繰越

議員報酬

月６５万円×６カ月＝３９０万円
６月期末手当

６５万円×２．１２５カ月×１２

＝１，６５７‘５００円

＊１．２は部長級加算

収入計

ａｇＯＯ,ＯＯＯ

1，６５７，５００

２０，７４５

０

５３８

1，３６８，５２１

6，９４７，３０４

所得税・市府民税

共済・互助会

保険料

事務所家賃

事務所光熱水費

事務所人件費

交通費

通信費

活動費

事務雑費

応援団

生活費

支出計

次期繰越金

９１３，５２０

6４２，２７５

1６５，６５０

３００，ＯＯＯ

５６，２３１

２７４．７５０

1４３，２７８

２２６，２１８

２４４’３７０

６１１，９０７

３７８，ＯＯＯ

ａ０３１，２５０

５．９８７．４４９

９５９，８５５


