粗大ごみの戸別収集が始まります
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平成２９年１０月から、粗大ごみの戸別収集が始まります。
料金は大きさによって変わります

Q：出し方は？
A：粗大ごみに料金シールを貼って、家の前に出す形です。
Q：料金シールって？
A：一枚３００円で販売されます。
Q：どこで販売されるの？

未来へ！
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～次世代に誇れる加古川のために～

A：JA・郵便局・コンビニなどで販売する予定です。

気 に な る 用 語 ： こ ど も 園 っ て ？

加古川市議会議員
り

幼保連携型認定こども園とは、教育･保育を一体的に行う施設で､いわば幼稚園と保育所の両方の良さ

ょ

う

た

を併せ持っている施設です。加古川では、しかた子ども園が認定こども園となりますが、現在も園内に幼
稚園と保育園の機能があり、幼稚園部分では混合クラスとして様々な合同活動を行っています。

メリットとして、保護者の就労状況に関わらず就学前教育を受けられることがあります。また地域
の子育て支援を行う機能もあるため、相談活動や親子の集いの場の提供もなされます。
加古川市では今後、川西幼稚園・保育園を平成３０年４月から、東神吉幼稚園・保育園を平成３１
年４月から、認定こども園化をする計画を立てています。南部は待機児童が多いことから、まずは待
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機児童解消に全力を傾けますが、認定こども園にも幼稚園型・保育園型など様々な形があり、将来的
に南部地域でも検討をすることになるのではないでしょうか。

平 成

リョータがゆく！「政務活動費適正化にむけて」
政務活動費の問題が後を絶ちません。領収書の偽造等はもっての他です。一方
で、本来の調査研究の目的を考えると、使わないことが良いことでもありませ
ん。マスコミがいう使う率が高いのがダメだとか、政務活動費ゼロをいう議員
もいますが、本来の目的を考え、適正に使われるよう透明化を進めるべきです。
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補正予算を含む議案
補正予算を含む議案が可決されました
含む議案が可決されました
議案第77号
議案第86号
議案第88号
議案第90号

平成28年度加古川市一般会計補正予算（第2回）
加古川市立認定こども園条例を定めること
加古川市民センター設置条例の一部を改正する条例を定めること
加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を定めること

可決
可決
可決
可決

議案第 88 号 ～なぜ、反対
～なぜ、反対したのか
反対したのか～
したのか～
今回の議会で、市民センターの移転に関し、会派として苦言を呈し、賛成できないとしました。

関西学院大学法学部卒、神戸大学大学院 博士課程前期修了（政治学修士）

様々な調査や市民意見を聞き議論をしましたが、最終的な理由は以下の通りとなりました。

尊敬する人物は廣田弘毅・後藤田正晴・土方歳三

①議決から移転完了まで３週間しかなく、利用者である市民に周知をするには短すぎる。

加古川町木村にて、妻と娘（8 か月）と 3 人暮らし。

②もともと、駅前に集客をする目的で公民館から市民センターを移転させ、他の施設も統合し駅前ミニ市

後 援 会 員 募 集 中 ！
なかむら亮太後援会では、後援会員を募集しております。会員の皆様には、後援会報のほ
か様々なご案内を差し上げます。また同時に、市政報告書をご近所にお配りいただけるボ
ランティアの方、後援会看板をご自宅や店舗等に設置いただける方も募集しております。
ぜひ、下記までご連絡下さい。
TEL：
TEL：079079-427427-9395（会派控室）
9395（会派控室）・079
・079079-425425-3811 / FAX:
FAX:050050-31563156-1255 /
MAIL：
HP：
E-MAIL
：info@ryotanakamura.com
HP：http://ryotanakamura.com/

役所とした政策的経緯がある。実質的な駅前ミニ市役所解体となる政策変更と中心市街地活性化の視点
からの説明が欠けている。
③寺家町商店街や近隣町内会等に対し、十分な説明がされていない。重要な公の施設の移転の進め方とし
て、適切であるとは言い難い。
施設の状況等から移転自体は否定をしませんが、より丁寧に時間をかけて行うべきです。OPEN を掲げ
る岡田市政だからこそです。そして、我々の会派がおかしいことはおかしいと言わねばならないとの思
いから今回の決断となりました。

次世代に負担を残さないために。公共施設の
総量削減を求め、市長答弁を引き出す！
代表質問項目

Q：計画策定後の進め方は？

１．公共施設等総合管理計画と今後について
１．公共施設等総合管理計画と今後について

市長：取組みを全庁的に推進するため、私が
市長

(1)財政に対する認識について
(1)財政に対する認識について

本部長となり、各部長を本部員とした「加古

(2)数値目標を定めることについて
(2)数値目標を定めることについて

川市財政改革推進本部」や、次長級を委員と

(3)計画策定後の進め方について
(3)計画策定後の進め方について

する「加古川市行財政改革推進本部専門委員

(4)市民との情報共有について
(4)市民との情報共有について

会」において、施設類型別やエリア別の再編
施設類型別やエリア別の再編

２．公開事業評価の庁内理解
２．公開事業評価の庁内理解について
公開事業評価の庁内理解について

何が問題？これからどうなる
何が問題？ これからどうなる？
これからどうなる ？ 公共施設。
公共施設 。

この差を
どうする!?

計画や長寿命化計画を策定するとともに、進
計画や長寿命化計画を策定する
行管理を行う。

3 月の代表質問でも公共施設の問題を取り上げ
たが、市長の答弁は長寿命化が基本というもので
した。しかし、その後の調査・研究の結果、人口
動態や財政を考えても、全ての公共施設を長寿命
化で維持することは不可能だと思えました。
そこで、「安易な長寿命化は次世代に負担を残
すことと同じ」という考えのもと、明確な数値で
明確な数値で
すことと同じ」
の削減目標をもって進めるべきと提案しました。
の削減目標をもって進めるべき

Q：財政における問題は？

Q：市民との情報共有は？
市長：公共施設問題は非常に困難な課題であ
市長
るが、現状については公共施設総合管理計画
（案）のパブリックコメントを通じて共通認
識を持つ。今後は、個別の統廃合・複合化の
プランについても、議会や市民との積極的な

加古川市は高度経済成長期から一貫して人口増をしてきました。それに伴い、様々な施設を整

対話を通じて情報や課題を共有しつつ、互い

備してきた経緯があります。その当時は当然に必要なものとして作られたものが大半ではありま

に知恵を出し合い、一緒になって克服してい

すが、それらの施設が建築後 30 年以上経過し、老朽化が激しくなっています。加古川市において

きたい。

も、全体の約
約 62％
62％が 30 年以上経過しています
年以上経過しています。
経過しています。また、今後に控えている建築後 20 年以上のもの

市長：中期財政計画において、中学校給食セン
市長

個別の施設になれば、様々な声が出

ターの建設など事業推進が計画されているも

てくる。課題・危機感を共有し、正

のは見込みに入れているが、公共施設等の長寿

面から話し合うためにも、市長自ら

命化や建替えなどの経費は見込めていないた
命化や建替えなどの経費は見込めていない

出ていくことが大切！

め、これらの経費が財政を圧迫する可能性があ
る。

Q：削減目標は立てないのか？

市民との情報共有
～パブリックコメントをぜひ！
～パブリックコメントをぜひ
！～
公共施設等総合管理計画（案）について、以下

市長：課題の先送りは次世代に負担を残すこと
市長

の日程でパブリックコメントが募集されます。

になると考える。公共施設等総合管理計画にお

パブリックコメントとは、計画に対して市民の

いて、削減目標を定めて着実に取組みを進めた

意見を伺い、計画を市民ニーズに合致したもの

い。

とするために行われるものです。皆さんの意見
をお寄せください！

目標設置
目標設置の答弁を引き出す！
設置の答弁を引き出す！

期間：
期間：１１月２２日～１
１１月２２日～１２
２２日～１２月２１日まで
２１日まで。
日まで
素案は各施設やインターネットでご覧下さい。

を含めると 77％に上り、早急な対応が必要になります。
そして、老朽化とともに生産年齢人口（15 歳～65 歳未満）が減少することにより、税収の減少
が見込まれ、また人口構成が変わる中でニーズの変化も起こっています。上の図は、加古川市の
公共施設と人口の推移を表したものです。30 年前に比べて、公共施設は 1.6 倍になっていますが、
生産年齢人口は 2020 年には当時と同等になりながら高齢者は増えているという状況になります。
税収減とともに扶助費の増加は目に見えています。支える世代が減少する中で、全ての公共施設
を維持・補修していくことは難しく、
「安易な長寿命化は、次世代に負担を残すことと同じ」なの
ではないでしょうか。今後の財政運営と、その他の維持するべきシステムを考えたときに、公共
施設を整理し、廃止・統合すべきものを決め、必要最低限を残す方針とすべきです。

計 画 は 、 加 古 川 市 の 将 来 の 地 図 ！
ただし難しいのは、公共施設の
公共施設の４割が学校
公共施設の４割が学校施設
４割が学校施設であるということです。その点から、この後も
施設
少子化が進んでいくのであれば、学校の統合も視野に入ります。ただ、小学校は地域文化の中心
ですから、やるなら中学校の統合をまず行い、同時に少子化対策を進めるべきでしょう。
大切なことは、今回の計画はただの施設をどうするかだけではなく、加古川市の
加古川市の将来の
加古川市の将来のま
将来のまちづ
くりの基礎
くりの基礎となるもの
の基礎となるものということです。その意識を行政にも求めていきます。
となるもの

