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新年あけましておめでとうございます。
旧年中はたいへんお世話になりました。本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、現在市役所では、今後の各務原市の方向性を決める様々な計画作成の真最中で、とても大切な
時間が流れています。
先日、そんな大切な計画が、議会（議員）がまだ知らないうちに、
先にマスコミ発表されてしまったことがありました。議会軽視の感も
ありますが、
「議員もしっかりしなくては・・・」と自分の課題とし
て、これからもがんばっていこうと思います。
今回はこれらの計画を中心にレポートします。いつものように、少
し偏った見方をするかもしれませんが、遠慮しないでご報告します。

かかみ野窯・山田さん作

池戸 一成

市の将来を描いた計画作成が、現在進行中！
本年度 6 月議会にて『夢ある都市』をスローガ

マスタープラン』
（通称『都市マス』）や『第 2 次

ンにした『第 2 次新総合計画』の基本構想が議会

新行財政改革大綱』（『行革大綱』）の作成も同時

で承認されました。この『第 2 次新総合計画』と

進行しています。

は、H32 年を目標年次としたこれから 10 年間の

本年度は、これからの各務原を決める大切な計

当市全体の計画です。この総合計画をもとに建設、

画が作成される大切な年度で、現在市役所ではそ

福祉、教育や産業などさまざまな分野ごとの具体

の大詰めを迎えています。

的な計画が立てられていきますので、大元の計画
になります。
また現在、この総合計画に沿って、『都市計画

まだ正式な発表前ですが、これらの計画の中か
ら少しだけお伝えします。

今後 5 年間で更に行財政改革（行革）が進みます！～『第 2 次行革大綱』
12 月 18 日の各社新聞にも掲載されましたが、
当市の『第 2 次行財政改革大綱案』の作成が進ん
でいます。現段階の案では H22 年度からの 5 年
計画で 19.9 億円の削減を目指すことになってい
ます。

のようです。
大切なことは、経費削減とサービスアップ（も
しくは維持）の両立です。
これからの行革で、私たちの生活にどのような
影響が出るか？！

保育所民営化や給食調理の民間委託など、主に
人件費に係わる様々な行革を通しての削減目標

詳細は次号以降に解説いたします。

過去 4 年間の行革はどうだったか？～『第 1 次行革大綱』の検証
H18～H21 年度の 4 ヵ年計画で進められた『第
1 次行財政改革大綱』がまもなく終了します。
この行革は、森市長の前任期における取り組み

追加）をもって進められました。その達成数は 54
項目で、ほぼすべてにおいて達成されたと言って
もいいと思います。

の目玉ともいえる政策ですが、この 4 年間でどの

そして、この改革により得られた財政効果は 4 年

くらいの効果があったのか、検証します。

間で合計 46.6 億円です。その主な項目は以下の

この行革計画は、当初 52 項目（のちに 3 項目

通りです。

「過去 4 年間で財政効果のあった主な施策」
項目
リサイクルの推進

金額(千円)
9,677

北清掃センターから排出される溶融飛灰の再資源化

ＩＴの活用

902,091

情報システムの包括的アウトソーシング（外注）

学校給食センター見直し

112,920

調理業務を民間委託

私立保育所へ以降

310,011

民間との連携

141,947

公共駐車場の見直し
職員定数の削減

1,492
1,000,000

保育所民営化とともに一時・延長保育などのサービス向上
を図る
市民会館・文化ホール・慈光園など指定管理者制度を導入
公共駐車場を整備、一部有料化
採用を抑え、勧奨退職を実施

時間外勤務の縮小

39,962

事務効率化など

各種手当の見直し

16,580

職員の各種手当の見直し・適正化

土地開発公社保有地見直し

142,400

不用土地を公募売却し、民間からの低利率借入を実施

ごみ処理手数料の見直し

18,757

H19 年 10 月より処理手数料改定

使用料の見直し

20,843

H18 年から各種施設の使用料を改定。バウチャー券発行

受講料の見直し

4,157

遊休土地の処分等
市営墓地の管理料の徴収
下水道料金の見直し
民間広告の掲載
補助金等の見直し
公共事業のコスト縮減

142,399
5,120
102,989
4,360
72,421
1,575,364

ライフデザインセンターなど講座受講料の改定。
市有地を総点検し、公売により計画的売却
受益者負担の原則により
H19 年に改正
ホームページ、広報などに。増収と市内企業活性化
全補助金を 3 年ごとに見直し
建設工事に係わる資材単価、諸経費などの見直し

敬老祝金の見直し

19,339

77、88、99 歳の節目支給を廃止

在宅介護支援金の見直し

20,400

段階的に見直し、H21 年より廃止

公用車の見直し

173

合計

4,663,402

利用状況に応じ、一部は売却

効果が具体的に数字で出てくる項目だけ抜粋

者、専門知識保有者の採用」など、行政の質を高

しましたので、締め付けによる行革に見えてしま

める施策も含まれており、コストを下げながら、

いますが、達成した 54 項目の中にはこの他に「救

サービスを向上しようという努力がうかがわれ

急医療体制の強化」
「市民課窓口の延長」
「有資格

ます。

大島、古市場、持田など道路整備を課題に（
『都市マス』より）
現在検討中の『都市計画マスタープラン』では、

これらの地区は、昭和 39 年以前に道路整備さ

蘇原地区では大島町、宮代町、古市場町、島崎町、

れた地区で、その後整備が進まず、幅員 4ｍ未満

寺島町、野口町、持田町、坂井町、川崎町などが、

の道路が多く分布しています。快適な生活環境、

「道路不足地区」として道路整備を進めることが

緊急時の対応のために道路の改善が課題となっ

検討されています。

ています。

「具体的にどのように計画されるの・・・？」
今後、
『
（仮称）生活道路拡幅整備事業制度』な

しや、測量などもしなくてはなりません。そのた

ど生活道路整備に関する支援などが検討されて

めの支援策を整備し、住民の皆さんの理解を得な

います。道路拡幅のためには、隣接する家が土地

がら、個々の建築行為と連動しながら進めること

を提供しなくてはなりませんし、塀などのやり直

になるでしょう。

加佐美神社周辺の歴史的景観を守る（『都市マス』より）
蘇原地区においては、現在作成中の『都市マス』に、重点風景地区である加佐美神社地区の保全が盛
り込まれそうです。趣のある歴史深い社寺、酒蔵会社、旧集落、細街路と、緑豊かな集落周辺の田園と
社寺林・・・蘇原のルーツであるこの周辺の保全に関しては、引き続き、地元自治会と連携して要望し
ていきたいと思います。

『各務野立志塾』
・
『かかみの冒険塾』って知ってますか？
『立志塾』は、市内中学校の生徒会役員などを集めた合宿形式のリーダー育成講座で、H18 年度から
夏・冬に 3 泊 4 日で開催される事業です。また『冒険塾』は、市内小学生を対象に、本年度から 8 月に
4 泊 5 日、無人島（姫島）にて開催された事業です。
これらの事業は、市内企業（約 50 社）の協賛を得て、
産・官・学連携のもと、
「次世代のリーダーを育てよう」
と始まったもので、池戸もスタッフとして手伝いに行き
ました。
今回の 12 月議会にて、高根教育長により、その成果
について紹介があり、その話に感銘を受けましたので、
一部をご紹介します。
『立志塾』卒業生のその後の活躍
ある中学校では、今年度「私語なし清掃」に取り組んでいましたが、なかなか思うような成果
はあがらなかったようです。
ところが、
『立志塾』で「仲間といっしょに頑張ることの大切さ」や「何か事を成すときは、ま
ず自分が頑張ってやらないといけないという使命感」、「リーダーの条件として、まわりをほめて
伸ばすこと」を学んだその生徒たちは、夏休み明けから生徒の良い姿を見つけては、全校放送で
紹介するなどし、今では掃除時間になると、黙々と掃除に向かう生徒が大多数を占めるようにな
ったそうです。事情を知らない来校者から、あまりの静けさに「何かあったのですか？」と心配
されたこともあったようです。
ある中学校では、今年の体育祭は、新型インフルエンザによる学級閉鎖が１クラスでも出たら
中止にしようと、学校と生徒たちとの話し合いで決めたそうです。
その後の保健委員会の動きが見事でした。全員で体育祭を迎えようと、朝の練習が終わると、
毎日欠かさず全校放送でうがいと手洗いを呼びかけ、その呼びかけに、実に多くの生徒が応えた
ようです。この保健委員長も『立志塾』の卒業生でした。
9 月 5 日に当市にて開催された、県の教育委員会主催の「子ども一日教育委員会」の司会も『立
志塾』卒業生でした。その時の司会ぶりがすばらしく、県の教育長は後に行われた県の小中校長
研究総会（県内約 600 人の校長）での祝辞の中で「大人を超える子どもが育っている」と、この
司会の生徒の話をされたそうです。

『教育基本法』の話
『第 3 条 教育の機会均等』で「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会
を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門
地によって、教育上差別されない。
」とあります。
この条文について文部科学省は、
「ひとしく、その能力に応ずるということは、全ての児童生徒
に同一の教育を与えるものを意味するものではなく、個人差に応じる教育を施すものである」と
いっています。
（文部科学省ホームページより）

後援会の活動
バーベキュー好評でした！
10 月 18 日木曽川扶桑緑地公園キャンプ場にて、秋の
バーベキュー大会を開催しました。たいへん多くの方に
お越しいただき、ありがとうございます！

サンマは、
プロに焼いてもらいました

おでん、串かつ、焼鳥、フランクフルト、焼きそば、
ご飯も炊きました。中でも気仙沼産の秋刀魚は絶品だっ
たと大好評でした。
スタッフによるマジック
ショー？！やゲームなど、楽
しい一時を過ごすことがで
きました。ゲームの商品の一
部には地元商店街の商品券
なども用意しました。

出し物の中に、
へたくそサックスも・・・

写真に写っているのは、ボ
ランティアグループ『渋柿隊』の
メンバーです。バーベキューにお
越しいただいた皆さんに楽しんで
いただきながら、自らも楽しみま
した。当日『渋柿隊』に入会され
た方もいました。ちなみに入会金
は 500 円（Ｔシャツ代です）
。
着ている揃いのＴシャツの色は
柿色（オレンジ）です。

『渋柿隊』誕生！？
「各務原が大好きだから・・・」をキャッチフレーズに、
『渋柿隊』が誕生しました。
各務原が大好きだから、ゴミを拾ったり、人を楽しませたり、
友だちを増やしたり、子供たちを見守ったり・・・
それぞれに、ちっちゃなことから、
力を合わせて少し大きなことまで・・・
今後の活躍に乞うご期待！！

スタッフの渋柿隊

池 戸 一 成 の 主 な 活 動 状 況 （１ ０ 月 ～ １ ２ 月 ）
10 月 1
7
9
10～11
12
13
14
18
19
21
23
24
25
29
31
11 月 7～8
11
12～13
14
15
19
23
24
27
12 月 1
2
4
5
5～6
9～10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
25
27

カレー祭打ち上げ
『秋の研修会』
後援会スタッフ会議
蘇原祭
航空祭
議会だより委員会
ＹＥＧ会長選考委員会
後援会バーベキュー大会
中濃十市議員研修会
ＹＥＧ役員会
東海ブロック会長会議
東海ブロック大会
親和クラブ登山会
柿沢区祭委員会
『秋の研修会』
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ地区大会
産業農業祭
尾鷲ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ交流会
敦賀市交流会
敦賀ＹＥＧ30 周年式典
グランドゴルフ大会
ＹＥＧ役員会
東海地区自民党青年部会議
議会運営委員会
議案勉強会
12 月定例議会開会
市政報告会
武藤嘉文お別れ会
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ総会
ＹＥＧ総会
新嘗祭
山の神
養護学校文化祭
質疑・一般質問
柿沢 3 シニアクラブ忘年会
民生消防委員会
経済教育委員会
建設水道委員会
総務委員会
柿沢 2 シニアクラブ忘年会
交通安全運動
岐阜車体クリスマス会
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞクリスマス会
ＹＥＧ役員会
12 月定例議会閉会
執行部懇談会
各青連交流会
友人の結婚式
会派忘年会
いきいきサロン
商工会議所納会
児童合唱団コンサート

ＹＥＧ事業の「カレー祭」の打ち上げです
「ちこり村」「恵那川上屋」に行ってきました
お神輿わっしょい！
ＹＥＧブースでキムチ鍋などを販売
来年度のＹＥＧ会長の選抜
ご参加ありがとうございます。気仙沼産サンマ大好評！
可児市文化創造センターにて
桑名市にて
〃
親和クラブの皆さんと夜叉ヶ池へ
8 日が台風で延期になったため
伊勢市にて
カレーライスにフランクフルトに・・・いろいろ販売
お招きして夜遅くまで・・・
姉妹都市の市議会議員さんと意見交換・交流会
敦賀ＹＥＧの 30 周年記念事業に参加
結構おもしろかったです。またやりたい！
グランベール岐山にて
会派による勉強会
初めての市政報告会
岐阜グランドホテルにて

柿沢ふれあいセンターにて
バタバタで少ししかいれませんでした

ガムを配って「安全運転を！」
サックス演奏しました
ダブルヘッダーでクリスマス会・・・
終了後・・・忘年会です
市執行部の皆さんと・・・忘年会です
市内の青年団体の・・・忘年会です
和歌山にて
久しぶりの参加でした
サックス演奏しました
すばらしい歌声

『渋柿通信』以外の様々なイベント案内もご希望の方は、
お気軽に、後援会事務所までお申し込み下さい。
電話：３７１－２７４９ 池戸 尚子（ひさこ）まで

