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眩しい太陽の光と、子どもたちの歓声が聞こえる夏がやってきました。お元気で
お過ごしですか。
７月３日に６月議会が終り、７月１１日午前の消防組合議会と午後の都市計画審
議会と、４月の選挙からずっと続いた怒涛のような毎日が、ようやく一段落しま
した。今回のNEWS２２号が選挙後、初めての市政報告となります。
市民の皆さんにより身近な議会を感じていただくことを願って、
４年間頑張りますので宜しくお願いいたします。

右肩上がりの税収が現実問題として望めず、「費用対効果」「優先順位」を間違える
と市民生活に大きな影響を与えかねない時代の中で、議会の果たすべき役割はますま
す大きくなっています。既得権益からの支援を受けない選挙を戦い、一人一人の市民
の皆さんの１票によって議会に送っていただいた議員として、４年間がんばります。

市議会も、６月の議会役員選出、６月の本会議、と新人議員８名を迎えて新たなスタートを
切りました。
衆議院でも話題になることの多い、議会の「記名による採決」ですが、枚方市議会はスター
トの６月議会において、住民直接請求のあった「議員報酬２割削減」と、市民の選挙権・被
選挙権に関わる「議員定数名削減」の２案件で「記名投票」が行われました。
（案件についてはＰ７、賛否一覧はＰ２の表１参照）
以前から、「賛成」「反対」の意見の対立は議員として当然のことであり、それぞれが選挙
によって市民を代表し選ばれているわけですから、論議を尽くし最終的に自らの意志に基づ
く投票行動を公開していくことは当然のことだと主張してきました。
しかし、大阪府下でも重要案件についてさえ、記名投票の方法を取る議会は皆無に等しく、
審議機関、議決機関としての議会が、その本来の役割を果たすことよりも、あたかも地域で
の市役所の苦情・相談窓口として議員自身も有権者もそれに甘んじてきた状況があります。

記名による採決

P2・P3・・・・・・・　枚方市議会選挙
P4・P5・P6・P7・・・議会報告
P7・・・・・・・・・・議員報酬・定数削減の決着
P8・・・・・・・・・お知らせ
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＊現在のところ、楠葉地域は全戸配布を予定しております。他地域の方で、
��お申し出があればよろこんで郵送させていただきます。
��また、ホームページでも公開しております。

池上典子のホームページ　http://www.ikegami-noriko.jp/
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議会役員

議会も１年間のスタートを切ります。
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枚方市議会議員選挙
の得票数順位表

議員報酬の２割削減

議員定数の２名削減

賛成…○、反対…×

賛成…○、反対…×

賛成…○
反対…×

住基カード
条例制定

広瀬嘉子
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2003年枚方市議会議員選挙2003年枚方市議会議員選挙
統一地方選挙 （4月27日投票日）統一地方選挙 （4月27日投票日）

選挙戦の１週間、街宣車等によりお騒がせし、ご迷惑をおかけしたにもかかわらず、い
ろいろな方からの温かいお声かけ、お気持ちを沢山頂き本当にありがとうございまし
た。そして何よりも、連休中の日曜日にもかかわらず投票所に出向かれ「池上典子」の
1票を投じていただいた３５１３人の皆様、本当にありがとうございました。

公職選挙法の禁止規定により、選
挙のお礼等、ご挨拶については一
切控えさせていただいておりま
す。池上典子は投票日の翌日から
市役所に出勤し、たまっていた仕
事をこなしておりましたこと、ど
うぞご理解いただきますよう宜し
くお願いいたします。

＜今回の市議会選挙って＞ 今回の選挙で、当選後は「一緒に改革に取

り組む！」とおっしゃっておられた方も沢

山立候補されました。市民派として「当選

者は３人」との結果に終わりました。「せ

めて前回の投票率があれば、あと、数名は

議会に入ったかな？」と思うと残念です。

組織も政党からの支援もない「市民派」に
とっては投票率が当落の大きな要因になり
ます。・・・議会に送っていただいた３名
は、涙をのんだ彼らの分までガンバラネ

バ、と考えています。

●36人の議員定数に49人の立候
補者という、全国でもまれな厳
しい選挙戦でした。
��（右の表1参照）

●投票率が４年前の４９％から
４５％に4ポイントも下がってし
まいました。
（約１万２０００人分）
枚方市の有権者は約30万人です
から、約16万人の方が棄権され
るという結果に終ってしまいま
した。

池上自身は、前回より１０００票
もの票を落とすという厳しい選挙
戦ではありましたが、再度議会に
送っていただき、今回は新人の伏
見議員も加え、以前からの高橋議
員共々、枚方で始めて市民派とし
ての会派を結成することが
出来ました。

市民派としての会派を結成 選挙活動をふりかえって

税金を支払う側からの代弁者
枚方市は、減少傾向にあるといっても、全国
でも有数の「市税収入約５５０億円」とい
う、小さな県に匹敵するほどの豊かな自治体
です。中心地である枚方市駅周辺にも広大な
市所有地を有しています。使い道、舵取りさ
えしっかりすれば十分生き残って行くことの
出来る自治体です。２０年後、３０年後の枚
方市の姿を見据えながら、今後とも議会の中
で「税金を支払う側からの代弁者」
として引き続き頑張ってまいります。

池上は、今回も選挙にありがちな、
地元への利益誘導を誇示する、
「あれもやりました。」「これもや
ります。」といった選挙活動を一切
やっておりません。票数は４年前よ
り落としたのですが、前回に比べ、
その姿勢に対する有権者の皆さんの
好意的なお声かけが多く、議会・行
政より市民の政治意識のほうが
早く進んできている実感を
もちました。



－4－

市議会議場から

議場での、池上典子の代表質問 一部抜粋

市長も議員も、選挙後初めての議会になりますので、市長は「４年間の行政を具体的に
どのようにしていくのか」という表明（所信表明）を行い、各会派の代表者から質問が
行われます。今回、市長選はマニフェストを掲げて戦われましたので、所信表明もほと
んどマニフェストどおりでした。

＊�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、テープ起し等の関係から約３ヶ月後に
��「市議会会議録」として、図書館、市役所等に」置いています。

総体として

選挙戦と職員組合

次回の衆議院選挙出馬は？

選挙に際し、マニフェストを示し戦わ
れたことに関しては、一定評価し、市
政の構造改革としての総論、方向性に
ついては一致するが、示されたお花畑
のような色とりどりの施策について
は、市長に１票を投じたものとしても
大きな疑問を感じる。

所信表明で明らかにした公約を実
現するため、全力を挙げて取り組むこと
以外に考えていない。

選挙でも「市政の構造改革」を最優先の
課題に掲げ、多くの市民から支持をいた
だいた。基本政策は一切揺らがないし、
変わることはない。

池 上

池 上

市 長

市 長

？

？

今回の市長選挙が、「職員組合と共に
選挙戦を戦った」かのように見え、市
長の８年間頑張ってこられた「既得権
益と対峙し、職員人件費も聖域ではな
い」とされる姿勢に一抹の不安を持っ
たが、どのような整理をされているの
か。
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財政

市としての平成２３年度を最終目標とした「長期財政見通しと目標」
・・・（表２）を平成１３年に作成され、当時の火葬場を含む、防災
公園街区事業158億円が、財政的に可能との根拠にされた。平成13年
の作成当時ですら、この「財政見通し」については懐疑的であったが
、今年度において既にこの表の市税収入を約５０億円も下回る状況で
ある。
また、この表のように今年度の市税収入が底で、今後、市税収入が右
肩上がりに転換するなど、途方もない絵空事である。

今回、市長は総合文化施設整備事業と
して、１００億円規模の事業に着手し
ようとされている。
「赤字再建団体転落か！！」というこ
とで大騒ぎをしたのはたった３年前で
す。その時、市民負担をお願いする議
案に議会は賛成をしてきました。

公共事業の費用負担は、必ず、誰かが、いつか支払うのです。若い
市民、若い職員の２０年後を見据えながら、財政については今後議
会でも継続して質問に立ちます。

市長からは、「後年度負担も十分に配慮し、無理
のない財政運営が必要と考えていく。」との答弁
はいただいたのですが、納得できないのです。

表2

可能な限りとことんまで使い果
たし、楽しむだけ楽しみ尽くし、借りら
れるだけの借金を残す。このようなこと

は次世代に対する責任放棄で

それなのになぜ、今この時期に総合
文化施設なのか？なぜ高齢者バス券の補助事業

なのか？市による民有道路の大規模整備なのか？２６
億円も出して買い取った関西外大本部棟にまだ巨額の
整備費を投入せざるを得ない疑問。地域振興券と

いう名のバラマキ。
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合併

消防組合の分割

消費生活センター

無防備地域宣言

職員給与表

住基ネット、住基カード

悪質な市税滞納者の公表

小・中学校の自由選択制度

合併については、６月１５日に枚方市選挙管理委員会へ３万５２２６人の
署名が提出されました。これから本格的な議論が始まります。

度重なる消防職員の不祥事も、寝屋川市との共同経営
の中で管理が行き届かないことも原因の一つと考えられ、

消防組合議会・総務関係の職員等２重にコストがかかっ
ている。

現在、枚方市と寝屋川市の２市合同で運営している消防組

合を、枚方市単独の消防事業にし、大災害に備えては、も

っと広域の連絡が必要と考える

個々、悪質という概念に当たるかどうかは別として、昨年度の法人・個人を
合わせ市税滞納者が、上位１０名の合算だけで約９億円にもなり、
最高滞納者は一人で２億７０００万円。

年間の市税滞納金総額は約60億円にものぼる。
条例等制定し、公表に向けてのスタンバイ状態を作ることは市税滞納に
対する大きな抑止力になる。

警察・市役所・弁護士事務所の閉まっている土・日・祭日を狙う、詐欺まがいの事件が市内で
多発している。休日の緊急対応について検討するべきだ。

８月中旬から始まる住民基本台帳ネットの本格稼動を前に
して、そのスタートである住基カードの発行根拠となる条
例改正が今議会で可決されました。
住基ネットについては、総務省の見解すら２転・３転し、
費用負担、個人情報流出の危険を多くはらんでいるにもか
かわらず、

他

市議会議場から

議場での、池上典子の代表質問 一部抜粋

？ ？ ？

住民基本台帳
  ネットワーク
住民基本台帳
  ネットワーク

市民のメリッ
トは

１、�住民票が他の市町村窓口で取れる。
２、�引越しをした時、引越し先の市町村で転入手続きが出来る。
３、�本人確認として使える。

たったこの３点のみ。たったこの３点のみ。
法定受託事務でないので、な
にかがあった場合は全て市の
責任になる。
（賛否一覧については、Ｐ１の表１参照）

カード発行の根拠になる
条例制定に反対しました。
カード発行の根拠になる
条例制定に反対しました。
カード発行の根拠になる
条例制定に反対しました。

不祥事

コスト

市税滞納金総額は

 約60億円



議員報酬の２割削減については賛成。議員定数２名削減については反対をしました。
（賛否一覧と結果は、Ｐ２表１参照）

「議員報酬２割削減」を果たした議会が次に向かう先は、日本のトップクラスである「職員人件費」の
削減です。
そして、このことこそ、市民の真に求めておられるものであり、年間数十億円単位の支出抑制が可能に
なります。職員間の給与表見直しの出発点にもなり、また、若い職員の退職基金の原資にもなります。

議員報酬・定数削減の決着議員報酬・定数削減の決着
議員報酬の２割削減 議員定数２名削減

賛　成! 反　対!

＜理由＞
３年前、財政危機の中、赤字再建団体転

落の赤ランプが点灯し、現在において

も、その赤ランプが点滅しているような

状況の中で、議会は市民負担を求める市

長の提案を一つずつ可決してきました。

今年度「市税収入が昨年に比べ約４７億

円も落ち込む」という危機的状況を考え

ても、この財政難の責任の一端を担う議

会として、議員報酬をそのままとい

うような状況が許されるはずはあ
りません。
「議会費の削減」との観点から考えれ
ば、民主主義の根幹ともいえる「住民の

選挙に参与する権利」を制限する「議
員定数の削減」ではなく、議員だけに
かかる「報酬の削減」を選択すべきこ
とはいうまでもありません。
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池上 典子

編集後記
公職選挙法の禁止規定により選挙後のご挨拶、暑中見舞い等は控えさせてい
ただきましたが、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げております。

お知らせ

２００３年９月のダイヤ改正時から、楠葉駅に特急が止まります。

（平日は昼間のみ・土曜・休日は終日）

枚方市駅は平日の夕方以降を除いて止まります。

＊�会派とは…�＊ 
主義主張を同じくする議員の任意団体。枚方市議会では最小構成人数を３人としています。法
律上の根拠は何もありませんが、地方議会では議会運営に深くかかわり、予算・決算特別委員
会への出席、代表質問の制限等、議員本来の権利・義務にまで深く関与します。そのうち自然
消滅するであろうと思っているのですが・・・。

会派を結成しました。

池上　典子　

高橋　伸介議員　

伏見　隆　議員　

3期目

2期目

1期目

ついに今年５０歳になってしまいました。父・母が逝ってしまい、子どもたちは
独立（？）し、爺さん婆さんの残していった「崩れようとする田舎の古民家」と
15歳のボク（犬）以外には懸念材料はなく、仕事に全力投球です。

楠葉の皆さんは、よくご存知のとおり前期よりご一緒。おうちもご近所、同じ年
齢、という永遠のライバル。２期目の壁を、前回より１２００票オーバーで突破
してこられました。一人選挙の実践者、真面目な努力家です。

お住まいは香里園。選挙に立候補される２年ほど前から勉強会等ご一緒してまし
たので助走は十分。５月議会・６月議会と即戦力で頑張られました。
３５歳。立命館の大学院生でもあります。

「ひらかた市民会議」
のメンバーを紹介します。

京阪電車の特急が楠葉駅に停車します。

止まります！


