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寒い日が続きますがみなさんお元気ですか？今年も元気いっぱいの池上です。
今回は12月議会のご報告とともに内容盛りだくさんでお届けします。

会の運営
私は今まで枚方市議
、他市の
について、NEWSでも
先見性を
議員に対してもその
た。
アピールしてきまし

●議会報での議員の発言記事に全て発言者本人の名前が�
� 入っている。（あたりまえなのことなのですが）
●議会での賛否に関しても、重要な議案に対しては記名
� で投票がなされる。
●行政執行に対しても与党・野党という短絡的なもので
� はなく、多くの場合是々非々で議案が審議される。
●改革懇話会等の議論で議会改革を自ら進めていく。

・・
それが・
◎市民から提出された「定年退職職員の再任用条例廃止を求める
請願」に対する採決を９月議会において無記名投票で否決。
（P６）
◎「議員報酬２割削減の直接請求」も12月議会の総務委員会で無
記名投票によって２月までの閉会中継続を決定。
（P５）

議会報でも議員の名前を掲載しない
ようにしようとの提案があったり・・いったい何
が枚方市議会に起きているのでしょう？議員とし
て賛成・反対の意見の対立は当然のことであり、
それぞれが市民の代表者として選出され議論を尽
くした後、最終的に議決をするわけです。
【池上典子プロフィール】
生 年 月 日 ：1953年 1月5日生（B型RH+）
経
歴 ：1971年 岡山県立津山高校卒業
：1975年 日本大学法学部卒業
：1995年 枚方市議会議員 初当選
：1999年 枚方市議会議員 二期目
家
族 ：夫、3人の子供、ボク(犬)
大 き さ ：身長/163センチ、体重/？
ﾆ ｯ ｸ ﾈ ｰ ﾑ ：「がみちゃん♪」
趣
味 ：囲碁
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・・・・皆さんはどう思われますか？これらの流れに
対しては、新人・古参、党派に関係なく「おかしい!!」
とする議員も多くおられます。

大多数を占める無党派市民の「サイレントマジョリティー

からノイジィマジョリティー」（もの言わぬ多数派か
ら発言する多数派）への脱却が、この街と、この国を変え

る唯一のキーワードに思えます。無視・棄権は「ＮＯ！」の意
思表示ではなく、既存の政治に対する追認です。

池上典子は「政党に属さず、特定の組織を代弁しない」「一人一人の市民以外に組織を持たない」
無所属市民派の議員として、市政や議会に＜生活者・納税者＞の声を反映させるため活動しています！！
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市議会議場から
議会での池上一般質問（要約）
＊紙面の都合上、質問も答弁も「言い切りがた」の文体にしています。
＊質問・答弁の全文については「市議会会議録」として、
図書館、市役所等に置いてあります。

� � � � � � �住基ネット
� � � � �
「住民基本台帳ネットワークシステム」について
池上典子：市独自のセキュリティ規程の施行、総務

中司市長：今後、国の個人情報保護法制の動向もあ

大臣に対する緊急要望書、配達記録郵便
の採用、専用窓口の開設、特にDV被害者
に対する迅速な措置等評価できるものも
あるが、「市民の個人情報を守る」との
見地から接続拒否していただきたかった
というのが本音である。
ただ、いったん接続した自治体の中から
も東京都中野区のように「区民の個人情
報の保護が十分とはいえない」との理由
で住基ネットの接続を切断される自治体
も出てきた。
市長はセキュリティ規程の中で「切断」
に言及されているが見解をお尋ねする。

るが、市民の個人情報の保護が守られな
いときは、個人情報保護審議会の意見も
お聞きし、市民のプライバシー保護を図
っていく。その中で、国や府に対し市民
の本人確認情報の削除を求めることも、
選択肢の一つと考えている。

今年のネット本格稼動を前に、市長自ら、
「システムの接続停止のみならず、国
に対して市民の個人情報の削除を求め
ることも選択肢の一つ」と、今までの
行政対応から大きく踏み込まれた答弁
を評価し、今回の質問はとどめました。

� � �学校給食について
�

経費612円

池上典子：学校給食事業の民営化について、市長は改革の一つにあげ
ている。現在、正職員数は119名、3人に一人が臨時職員
という状況にも係わらず、児童の給食の一食にかかる経
費612円のうち、人件費が342円を占める状況である。直
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営堅持をしながら効率的運営を行うのは限界にきている。
そのような状況の中で、今年は５名の新卒者採用を決めた。雇用主として30年後、40年後の彼ら
に対する責任も含め採用意図を聞きたい。その上、単独調理場の責任者は学校長であり、共同調
理場の責任者は場長という、いわゆる教育委員会の出向者であり、どちらも調理に関しては何の
資格もなく、現場の指揮・監督を任せることには無理がある。また、調理施設
については老朽化が進み、現に雨漏りがする等、衛生の観点から給食現場として見過ご
せない事態も起こっている。今後の方向性を示していただきたい。

管理部長� ：調理場の統括責任者等現在の課題である。老朽化の改善に対しては具体的な内容の検討を進めて
いく。新規採用者については、将来の調理業務の中心になってもらう人材に育成していきたい。
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米飯の外部購入にも見られましたが、大部分の保護者の切実な声は「直営
堅持」ではなく、そのイメージの中にある安全性への信頼であります。
まだ記憶に生々しい、堺市の給食事故は市直営事業であります。学校給食
事業に対して総検討すべき時期が来ています。

�市役所内の組合掲示板について
市役所の庁内に、市役所関係の掲示板が25ヶ所あります。
職員団体（組合）関係の掲示板は12ヶ所あります。
12ヶ所の組合掲示板のたった１ヶ所に対する質問です。
池上典子：市役所には本館・別館合わせて６ヶ所の出入り口がある。その中でも市民の利用の多い
のが、市民会館大ホールに面した正面玄関口である。その玄関口から入ると正面に
たたみ一畳半ほどの掲示板がある。そしてその掲示板には「組合関係」の表示す
らない。その横の通路を入ると一回り小さな掲示板がありそこには上部に「市
関係」との表示がある。市役所にあるのは
に決まっている。・・・
なのにこちらは表示がある。

「市関係」

ここは、市役所である。組合事務所

私はこの出入り口をよく利用する。案内受付が と間違えているのではないか??
ここにはないので、来庁者の方から行き先の場
所を聞かれたり、エレベーターの位置をよく聞かれる。警備員さんにお尋ねになっている市民の姿もよく目にする。

の時期
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そして・・・行く先を探す市民の方が案内板の代わり
にこの掲示板を見られる。（平均職員人件費、一人
当たり年約940万円支払っている市民が・・！）

市役所は壁にいたるまで行政財産である。市民のものである。
当該玄関の掲示板の撤去または移動を求め、来庁される市民への
丁寧な庁内案内板設置を求める。
総務部長：現状の庁舎環境を考えると撤去・移動は困難である。
池上典子：市民のための市政、既得権益団体と対峙するとして
立候補された市長に、なぜこれしきのことを、担当
課がかたくなに拒み、後ずさりされるのかお尋ねし
たい。また、庁舎を統括する権限を市民によって与
えられた市長に、当該掲示板をどうしていただける
のか見解を伺いたい。
中司市長：庁舎の建設時の状況と現在の実態とがかみ合わなく
なってきている。いま少し時間をいただき検討課題
としたい。
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�たかが掲示板一枚に「組合」
とついただけで、それも12
ヶ所の中の1ヶ所に、これほ
ど大層になる現状を市民の
方に知っていただきたいと
思い、あえて質問しました。
当該掲示板は2003年1月10日
現在まだ「組合関係」の表
示すらありません。市役所
においでの節は是非ご確認
ください。

��職員の新規採用について
＊来年度は32名という久々の新卒大幅採用となります。
応募総数も1471名の狭き門となりました。採用された若い
方たちには地方自治が問われる今後の40年間を、市行政の
中心になって頑張っていただきたいと願います。

�「家庭婦人」について
・・・スポーツの参加資格に女性だけ既婚か未婚を問われる！・・・
池 上 ：「枚方市体育協会が主催するバレ
ーボール・卓球関係の大会で、
参加資格を「市内在住・在職の
家庭婦人」とするものが多く、「家
庭婦人ランク別卓球大会」「家庭
婦人年代別バレーボール大会」、
８月１５日号にいたっては参加資
格を市内在住の家庭婦人として「第
２２回議長杯バレーボール大会」
が開催されている。
要するに「広報ひらかた」に毎号
のように「家庭婦人」の４文字が
市民に対し、刷り込みのように掲
載される。何年も前から、枚方市
体育協会・市の広報課・市の企画
課男女共同参画担当に指摘をして
きたのだが、一向に改善がみられ
なかった。男女共同参画担当部長
に見解を問う

企画財：「家庭婦人」という言葉は、男女
政部長 における固定的な役割分業意識

を連想させ、ふさわしい表現で
ないと考える。本市の主催事業
にはこのような表現を使用しな
いよう、外郭団体についても理
解を求め、周知していく。
以前、男性の場合は参加資格が「成人男性」に
なっているので「成人女性」にしてはとの提案
をしましたが、「参加資格が家庭婦人であれば
18歳でも既婚の女性は該当する」との、もっと
驚くような答えを頂きました。

これこそが本音で本質だったのです。
そして、それを教育委員会の外郭団体が
主催するわけです。
「言葉狩り」ではなく「本質的な問題」
と捉えています。

この議会質問以降、広報ひらかたからは「家
庭婦人」の４文字は消えたのですが・・・
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既婚?
未婚?

議員報酬の２割削減を求
める直接請求
9 月議会へ市民から提出された「議員報酬
の 2 割削減を求める直接請求」の条例改正
案は議会の総務委員会で審議がなされ、即
決するか継続するかを無記名投票により 12
月議会でも結論を出さず、引き続き審議す
る（継続審査）ことに決まりました。次回
の総務委員会は 2 月 20 日（木）の予定です。

総務委員会の中で、池上と中西
議員 ( 共産党 ) は

・条例の採決に入
ること

・記名投票
を求めましたが、反
対多数で無記名投票、
閉会中の継続審査が
決まりました。

G o al

継続を求める議員の方の主な理由は、請
求代表者である東さんの「委員会出席要
請に対する拒否」です。委員会として引
き続き、東さんに対して出席要請を行う
とのことです。
議会へ提出された請求の趣旨が全てで、
署名された市民の方も、趣旨書に基づい
て署名されたわけですから、「わざわざ
東さんに尋ねなくても」と思うのですが、
東さんの思いが一日も早い決着にあるの
であれば、出席されて主張をされればと
も思います。
私自身は以前から表明しているように 2 割でも、
3 割でも議員報酬削減については、何の異論もあ
りません。

そして、議員報酬削減の到達点は、

約 3500 名の職員人件費、年間
300 億円に手をつけることだと考
えています。

杉中学校のクーラー設置・就学環境の
改善を求める請願
請願者は�福本みどり氏�
他2,706名による請願提出
池上典子・高橋議員が紹介議員になりました
第２京阪道路への連絡道路として、枚方藤阪線が市立杉中学校の敷地を削って建設をされ、
その工事の騒音、道路開通に伴う就学環境を憂慮された保護者の方が学校側に説明を求めら
れました。９月の時点での学校側の説明では「防音・空調等来年度の予算・計画はない。」
とのことで、驚いた保護者の方が議会に対する請願の署名に動かれたものです。
財政の厳しい折ですが、市長・教育長をはじめ行政側が迅速な対応を約束され、議会におい
ても多くの議員の骨折りによって、千葉清司議員を除く全員一致で請願は可決されました
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「定年退職職員の再任用（再雇用）まとめ」
以前からず～っと、平成14年3月まで（枚方市独自の退職職員再任用）

平成13年

6月

12月

年
成13

平

総務委員会に市長から再
任用条例の提案があった。
「年金の一部支給が段階的に65歳ま
で遅れる」ことを大きな理由として、

再任用の制度化の条例審議が
議会の総務委員会にはから
れた。(池上は当時、総務委員長で
した。)

平成14年4月
条例に基づく

議会で条例化可決。
総務委員会で半年間の白熱した
議論ののち、議会において、
反対6名・賛成29名をもって可決（記名投票）
反対した６名の議員：池上典子、
高橋伸介議員 （無所属）、堀井勝議員 （民主）、
願野恭正議員 （自民系）、北井一郎議員 （無所
属）、西岡豊議員 （無所属）

再任用

がはじまる。

平成13年12月に可決した再任用条例に

平成14年9月�市民から、

基づき、27名の定年退職職員を採用。

条例廃止の請願提出

人件費については、

請願者は妹尾正信氏、他1001
名の署名を添え、「再任用廃止
を求める請願」が、市民から議会に提
出される。総務委員会で審議された後、最終本会議で採決
されます。
議会議決の採決方法をめぐり、記名投票を求める議員と無
記名投票を求める議員がおり、無記名投票を求める議員多
数により、市民の請願は無記名投票により賛成8名・
反対27名で不採択と決定されました。

傍聴に来られていた若い方からは

今期中は残念ですが、
ここまででした。
【請願に賛成した8名の議員】
（無記名投票のため聞き取り調査による）

：池上典子、高橋伸介議員、堀井勝議員、
願野恭正議員、北井一郎議員、西岡豊議
員、岡市半三議員、梅崎利貴議員

との声があがりました。
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3000万円

■対 象 者：�
前後の退職金を受け取り60歳で定年退職する職員
�
（枚方市約3500名職員の平均人件費約940万円）
■雇用期間：� 年金の満額支給年齢まで。最終的には65歳まで
■勤務条件：� 週4日勤務で330万円。
（最初の年から年次有給20日。夏休み6日。健康管理休暇１日。一日7時間45分労働）
■必要経費：� 平成14年度再任用対象者

71名。内、実質採用者27名（採用率38％）

・・・ということは・・・

3000名

今後10年間の延べ対象者 約

1000名。これに要する費用約30億円

採用率38％で考えれば約

600名。38％で250名。毎年かかる経費約7億円

10年後の対象者、年約

■年金の満額支給開始が段階的に遅れ、

同じ条件 です。この状況を視野

■年金の遅れは一部、市職員であれば
１人年約 280 万円の内、約 90 万円部
分のみであります。１人年平均約 190
万円 、の年金は今でも保証されてい
るわけです。

に入れ、該当する市民に対し、受け皿

60歳を過ぎて

となる手立てを講じることこそ行政と

１人分330万円

満
身創痍の枚方市の赤字
財政の中 で、まず、「自分達の
みの保身を税金で確保する」

＋

最終的には６５歳支給になるのは、職
員だけではなく、

市民全てが

しての使命であります。それを、

この姿勢に不信感を持つ。

（再任用報酬）

190万円

職員の退職基金がす
でに底をついている。
■

（年金）

これが 3000 万円前後の退職金を受け
取った後の、市職員の優雅な老後
の姿であります。
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20代、30代、40代職員はどうするの
か・・・？ 職員の世代間における

食い逃げに思えるのです。

おしらせ
くずはモール街リニューアル計画

■現在のくずはモール街店舗

平成１６年１月 解体工事・着工
平成１７年夏

全館オープン

■仮設店舗

平成１５年秋 着工（斜線部分）
平成１６年１月 現店舗が移転
モール街について多くの方からお尋ねがありますので、現段階で発表さ
れているもの（京阪電気鉄道KK）をお知らせします。今回のような大規
模で地域の特徴となるような開発について、本来は行政が示している計
画に沿って事業が進められていくべきであると考えます。しかし枚方市
では、楠葉駅前広場は整備済みとの認識で、再構築プランが示されるま
でにはいたっていません。市内１２ヶ所の駅前整備について、都市計画
マスタープランを具体化した将来構想が一刻も早く必要だと考えます。
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