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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、いきなり明るくない話題ですが、こんな時代だからこそ、現実を見つめ、
的確なチェックをしていかなくてはなりません。
「あれこれ考えず、ひたすら前を向いて！」と言いたいところですが、私の性
格では、「あれも、これも、よく考えて、ひたすらコツコツとやる！」って感じなの
で、何かと時間がかかります。
寝不足ぎみなのも、そこに原因があるのかな・・・

池戸 一成

低下している所得と市の行財革
市民税を納税されている方の平均所得は、過去 5
年間では、H19 年度の 314.7 万円をピークに H20 年
度 312.4 万千円、H21 年度 305.6 万円、H22 年度
285.2 万円と年々減少しています。
また、市民税が課税されない非課税世帯は、H18
年度 8,511 世帯から年々増加し、H22 年度は 10,194

世帯なので、2 割弱の世帯が市民税を免除されるくら
い「所得の低い世帯が増えた」ということになります。
これは、景気が悪く、所得が減ってきていることに
起因しているところが大きいようです。外国人の世帯
が職を失って非課税世帯になるケースも目立ってい
るようです。

世帯になってきています。非課税世帯とは、所得があ

加えて、高齢世帯では、年金給付が下がって非課

る一定以下しかないなどの理由で市民税が免除され

税になる場合もあります。これは、景気に関係なく、

ている世帯です。各務原市の全世帯数は約 55,300

将来的に慢性的に増えていく見込みが高いでしょう。

「市の財政は厳しい環境に・・・」
H23 年度の市民税の見込みは、88.4 億円で、H20

に、それぞれ統合されることになりました。よりスリムで

年度と比べると、18.7 億円のマイナス。当市の財政は

効率的行政運営を目指し、市役所の行財革はどんど

極めて厳しい環境に直面しているといえます。

ん進んでいます。

当市の『第 2 次行財政改革大綱』では、本年度か

私は、今議会において、「この組織統合によって、

らの 5 年計画で 19.9 億円の削減を目指すことになっ

安全な水道水の安定供給など、市民生活に影響は

ています。

ないのか？」質疑を行いました。

保育所民営化や給食調理の民間委託など、主に

行財革は大切です。しかしながら、市民サービスを

市役所の人件費に係わる様々な行財革を通しての

低下させることのないよう、注視していく必要がありま

削減目標のようです。

す。今後も市議会として、総合的な視点でチェックを

今議会にて、水道部のうち『水道水に係わる課』が
『環境部』に、『下水道に係わる課』が『都市建設部』

していきます。

市職員たちのボーナスも削減
市長、市議会議員、職員らの賞与が減額され、合
計 8,200 万円コスト縮減されました。

の人件費削減の補正予算が可決されました。厳しい
財政状況下で、スリムな行政運営を目指した行財政

また、各種退職などもあり、12 月議会で3.38 億円

改革はますます進んでいます。

ごみの処理費用
市の焼却場などで処理される一般ごみの費用はど

ものではありません。私もリサイクルや環境関係の仕

のくらいかかっているのでしょうか。下表の左が 1 人

事や技術開発をしてきましたので、ある程度の知識

当たりの費用です。右が 1 日 1 人当たりのごみの量で

はありますが、環境に負荷がかからない適性処理を

す。全国的に見ると平均的なところですが、処理費に

することが第一です。

関しては、若干ですが岐阜市や大垣市の方が割安

一般的にリサイクルに取り組むほどコストがかかる

に処理しているようです。おそらく、施設が大きい分、

ようになります。当市では、リサイクルなどへの取り組

割安になるのでしょう。

みもかなり進んできました。適正処理を前提に、その

しかしながら、ごみ処理費用は安ければいいという
「1 人当たりの年間ごみ処理費用」（円／年・人）

上でのコストを意識した施設運営が必要なのです。
「1 日 1 人当たりのごみ排出量」（g／日・人）
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各務原市

13,000

13,220

12,870
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1,047

岐阜市
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10,600

岐阜市
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大垣市
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多治見市
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岐阜県平均

13,850
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岐阜県平均

1,060
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1,013

全国平均

13,700

13,960

13,940

全国平均
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1,089

1,033
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20 年

ごみ処理費の有料化とごみ袋変更
今まで無料だったごみ処理が有料化になります。負担の仕方は、指定ごみ袋購入の時にその分上乗せされ
る方式です。大・中・小のごみ袋当たりで、それぞれ 3・2・1 円を負担することになります。ただし、ごみ袋が変更
になり、コスト低減されたため、実際の市民の負担は、今までの指定ごみ袋の場合と変わりないようです。
新しい指定ごみ袋は、レジ袋タイプで持つところや縛る個所が設けられており、使いやすくなりそうです。厚さ
は薄くなりますが、強度は変わらないようです。
このごみ袋有料化により、市は約 1,700 万円の収入を見込んでいま
す。また、まだ検討中ですが、長らく望まれていた祝日のごみ回収も
行われることになりそうです。最近の祝日は月曜が多いので、連休に
なることが多く、生ごみなどに困っていましたから、これが決まれば、助
かりますね。
ところで、現在も指定のごみ袋の使用義務がありますが、指定袋が
使われていないごみが 1 割くらいあるようです。かといって、指定ごみ
袋以外のものを収集車が持っていかないというのも困りますし、対策が
難しい問題です。モラルに頼るしかないのかな・・・

指定ごみ袋を
使いましょう！

鵜沼中保育所が民営化
市内で 7 ヶ所目の保育所民営化になります。委託先は、合歓の木幼稚園などの実績を買われた石井学園さ
ん。現状の市営から問題のない引き継ぎがなされるように、現在 3 才未満児の担当の臨時職員さんは石井学園
に雇用され、引き続き受持つことになっており、加えて、2 名の市職員が見
守り保育士として残ります。この体制で 1 年間の引き継ぎ期間を設けるようで
す。
この保育所民営化は、市が取り組んでいる行財革の大きな柱のひとつ。
以前、私の知人のお子さんに関して、民営化された保育所でトラブルが
ありました。民営化が直接の原因とは思いませんが、トラブルがあると、父母
さんは「民営化したせいで・・・」と考えがちになると思います。
今後も、一層の心がけをしてもらうよう注視していかなくてはいけません。

『市政対話集会』好評をいただきました
私が所属している市議会会派『政和クラブ』で、11

このような対話集会も、私たちの考える議会改革の

月 19～21 日の 3 日間、市内 5 ヶ所で『市政対話集

一環ですので、他の議員と力を合わせ、志向を凝ら

会』を開催しました。いずれの会場においても、市民

して、今後も引き続き開催していきたいと思います。

のみなさんの切実なるご意見を聞くことができました。
いただいたご意見は会派でまとめ（私が担当します）、

ちなみに、小さくて見にくいですが、写真のスクリ
ーン影像を使っての説明者は、「わ・た・し！」です。

今年中に市長宛に提出をし、追って回答をもらうこと
になっています。
主だった内容やそれに対する回答は、『政和クラ
ブ通信』や今後も開催される市政対話集会の中で報
告していく予定です。
また、今回このような市民と多数の市議会議員によ
る対話集会を今後も開催してほしいとの声が多くあり
ました。

『議員年金』廃止に向かう
よく「議員を 3 期務めると恩給がつく」などといわれ

っており、今年にも破綻するといわれています。

ますが、その恩給の正体は『議員共済年金』といわれ

この年金制度に対して、全国市議会議長会では、

るものです。市議会議員共済会が運営するもので、

廃止・精算を求めていますが、全国町村議会議長会

会員（議員）の掛金及び特別掛金､給付費負担金（地

が継続を訴えている模様だそうです。

方公共団体の負担金）及びこれらの運用によって生
ずる利息によって賄われています｡
議員になると強制的に加入させられるもので、通常
の国民年金や厚生年金に加えて、報酬の 16％もの
の掛金を払っています。
そして、市町村合併などで議員数が激減し、現在
では、現職 1 人で年金受給者 3 人弱を支える形にな

私は、今後市民負担が増加していくこの議員年金
制度は早く解散すべきと主張していましたが、現在総
務省では今年 6 月くらいに解散の方向で検討されて
おり、どうやら決着しそうです。
しかしながら、この運営が厳しい現象は議員年金
に限ったことではありません。もっと大きな年金問題
があることを忘れてはいけません。

子宮頸がん・ヒブ・肺炎球菌のワクチンが無料化
12 月議会で、待ちに待った「子宮頸がん等予防ワクチン」が無料化になる
補正予算が可決されました。約 1 億円の予算が計上され、内、国と市で半分
ずつ負担することになります。対象になるのは下記の通りです。
子宮頸がん：中 1～高 1（標準で 3 回摂取）
ヒブ・小児用肺炎球菌：0～4 才（標準で 3～4 回摂取）
※詳しくは、市の広報をご覧ください。

後援会活動など
バーベキュー好評でした！（渋柿隊）
10 月 17 日に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！
カレーライス、串かつ、フランクフルト、焼きそば、綿菓
子、ポップコーンなど・・・中でも気仙沼産の秋刀魚は絶品
だったと大好評でした。

航空祭で商売！（渋柿隊）
10 月 24 日に航空際で焼きそばやから揚げを販売しました。
途中から雨が降り、思ったより売上げ上がりませんでしたが、そ
れでも赤字にはならず、とりあえずホッとしました。
上がった利益は、今後の渋柿隊の活動費に使われます。例
えば、夜間パトロールの経費、夏まつりの機材購入、各種イベントの景品な
ど・・・渋柿隊はやりたいことがいっぱいあるみたいで、盛り上がってきまし
た。
みなさんも参加されませんか？

近江八幡 紅葉の旅
11 月 10 日に研修旅行に行ってきました。『キリンビール滋賀工場』では、工場見学とできたてビールの試飲。
『千成亭』にて昼食をとり、和菓子やバームクーヘンで有名な『たねや』をはじめお買い物。その後、紅葉の名所
『永源寺』へと足をのばしました。
中でも、『千成亭』の近江牛すき焼の昼食は大好評！池戸の友人のお店ともあって、帰りには参加者のみなさ
んに特製近江牛カレーもサービスしてもらっちゃいました。
その後、「あのカレー、おいしかったので注文してほしい。」との要望を
いただき、まとめて注文いたしました。ちょっといい値段しますけどね・・・
次回の研修旅行も、質（特に食事）にこだわった旅行を企画しますよ！

池 戸 一 成 の主 な活 動 状 況 （１０月 ～１２月 ）
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クラブ・サークル発表会
夜間パトロール
神輿準備
市民と議員の交流会議打合
武藤容治さんと意見交換
政和クラブ会議
渋柿隊役員会
蘇原祭
戦没者追悼式
夜間パトロール
バーベキュー大会
商工会議所視察
柿沢女性の会 運動会
柿沢いきいきサロン
スポーツ議連懇談会
東海ブロック大会
航空祭
神輿委員会
議会だより委員会
政和クラブ会議
商工会議所議員総会
議会だより委員会視察
県議との交流会
市民大茶会
市民清掃
市民と議員の交流会議ＰＲ
市民と議員の交流会議打合
中濃十市議会研修会
後援会旅行
岐阜基地友好議員連盟視察
東山ミニ文化祭
市政報告会
体育委員会グランドゴルフ
水道部ヒアリング
達人の会
政和クラブ会議
施設振興公社など視察
サービス部会総会
市政対話集会
犯罪被害者等講演会
市政対話集会
しめ縄つくり
市政対話集会
議会運営委員会
政和クラブ会議
議案勉強会
twitter 交流会
商工会議所常議員会
社会福祉大会
12 月議会開会
議会だより委員会
スポーツ議連総会
政和クラブ会議
市民と議員の交流会議
体育委員会ソフトバレー
サックス発表会
質疑通告・聞き取り
渋柿隊役員会

たいへん多くの文科系サークルがありますね。市民会館
渋柿隊活動
神輿の飾りつけ
東海地区の議員有志と一緒に。刈谷市にて
若手経営者と一緒に
今年は加佐美神社奉納でした。お神輿わっしょい！
那加福祉センターにて
渋柿隊活動
気仙沼サンマ大好評！扶桑緑地公園キャンプ場にて
サービス部会の視察。ちこり村、恵那川上屋
皆さんお元気で、私負けそう・・・
各務原市水泳協会の皆さんからご意見をいただきました
商工会議所青年部の行事。半田市にて
焼きそば、から揚げ・・・
神輿会計の決算報告
ベルアペルにて
福島県会津若松市・郡山市。議会改革が見えた？！
鵜沼脇本陣、町屋館
境川の掃除。場所によっては危ないな・・・
愛知県庁、名古屋市役所等
刈谷市にて
国の動向を学ぶ。山県市にて
千成亭の近江牛の昼食は絶品！
舞鶴基地へ。最新鋭イージス艦「あたご」など視察
皆さん趣味多彩で！
島崎公民館と柿沢ふれあいセンターにて
蘇二小グランドにて
議案に関する調査を
市内の「達人の会」に講師として出席
公社に来てもらいヒアリングを行う
商工会議所にて
蘇原福祉センターにて
グランベール岐山にて
鵜沼福祉センターにて
川島河田町公民館にて

ツイッターで知り合った皆さんと勉強会
市民会館にて

刈谷市にて。当市の市民、議員も誘って参加
蘇二小体育館にて
グランベール岐山にて
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31

政和クラブ検討委員会
新嘗祭
ＰＴＡ発表会
山の神
親和クラブ忘年会
村雨希望餅つき
ソフトテニスインドア大会
蘇原中央通り商店街忘年会
質疑・一般質問
年末交通安全ＰＲ
景観シンポジウム
渋柿隊忘年会
サックスかかみの オフ会
民生消防常任委員会
経済教育委員会
政和クラブ検討委員会
建設水道委員会
柿沢 2 シニアクラブ忘年会
総務委員会
サックス総合練習
柿沢 3 シニアクラブ忘年会
12 月定例議会閉会
議会だより委員会
執行部懇談会
岐阜車体クリスマス会
柿沢 1 シニアクラブ忘年会
市ソフトテニス連盟役員会
議員交流会
議会だより委員会
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞクリスマス会
柿沢いきいきサロン
門松準備
柿沢夢おこし忘年会
柿沢年越し振舞い

会派活動について議論します
知人のＰＴＡ会長の晴舞台。市民会館にて
柿沢ふれあいセンターにて
ソフトテニスクラブ
夏祭りの時はお世話になりました
市の大会。準優勝！
ロータリークラブでＰＲ
図書館にて
来年から同好会を始めます。サックス好きな方集まれ！
会派活動について議論します
会議の合間の少しだけ参加でした
あすかホールで 1 月 4 日に向けての総合練習
稲田園にて
市執行部の皆さんと・・・忘年会です
サックス演奏しました
スクリーンでビデオ鑑賞

ボーリング大会
豪華商品？！を用意してお待ちしています。
◎ 平成２３年２月２０日（日）
◎ コーエンボウル（旧・交通公園）
◎ 会費：1,200 円（２ゲーム・靴代込み）
）
◎ 午前１０時スタート
◎ バスご希望の方、９時２０分池戸ミシン出発。
（先着 25 名予定）
※ 定員になり次第〆切ります。お早目の申込みをお願いします。

研修旅行、バーベキューなど
『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

