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平成29年度 第5次総合計画実現に向けた予算
過去最高

一般会計 223億円
市全体の人口推移

Ｈ27年

特別会計 145億円

人口及び財政の見通しが重要

推計値

Ｈ32年

Ｈ37年

企業会計 393億円

Ｈ42年

Ｈ47年

今年の3月に平成28～36年度までの第5次総合計画が発表
され、平成29年度の予算はこの総合計画の実現のための第1
歩です。実現のためには、まず人口及び財政の見通しが重要
であり、平成37年には約6万人に増加します。その後も人口増
となるケース2を目指しましたが、第3次総合計画では人口10
万と推定したため、借金が膨らんだのではとも言われていま
す。今後的確な人口動向を見定めていかなければならない。

一般会計 今後5年間の収支見込
《歳

入》

（平成29年2月24日 市議会協議会資料より）

（単位：億）

人口増でも歳入増えず
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ピンチをチャンスに
今後、国や県が行う左記の図のようなイベントが目白押しとなり、
セントレア周辺は確実に活気に満ちてくると思われます。
市においても平成33年に新庁舎建設が予定され、常滑東小学
校増設が平成30年には完成され、鬼崎南保育園も来年には民
営化し生まれ変わります。しかし市内にはまだまだ老朽化した公
共施設があり、財源の確保や削減を強いられることは確実であり
ます。今後これらのピンチをチャンスととらえ、空港の賑わいを活
かしたまちづくりを官民一体で積極的に行いたいものです。
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地方議会も忖度（ソンタク）
地方議会も忖度（ソンタク）
議論の俎上にものらない重要案件
先日中日新聞にこんな記事が書かれていました。『ソンタクに取りつかれた政治は多くの人には
物事がどこでどのように決定されるかわからない。「そのようなものなのだろう」というあき
らめの思いと共に、人々は自分の思いをのみ込む。政治の世界からは真剣な主張や説得の
試みが見られなくなり、聞こえるのはただ騒がしい騒音や、あるいは真剣にものを言おう
とする人間に対して冷笑するばかりとなる。』
これは、今回国会でのやり取りを取り上げた記事ですが、地方議会でも同じ現象が見ら
れます。それは私が何度となく一般質問で取り上げてきた浄化センターやパソコンシステ
ム等の契約問題、ごみ焼却場建設問題、情報の共有化などは、議会では議論の俎上にも載
りません。行政や企業に対してソンタクが働いたのであり、市民のためとはいいがたい現
像ではないでしょうか。
このようなことを続ければ、必ずや子どもたちにツケが回ってきます。下記にそれらの
問題を再度掲載しました。今一度この問題を理解し、議会や行政と向き合ってほしいと思
います。代表者を投票するのは市民だからです。

ごみ焼却場建設地の説明会 常滑でなぜしない？
今後は税金の無駄遣いしないよう監視の目を！
5年遅れ 40億円の損失
半田クリーンセンタが最終処分場跡地で、
ごみ焼却場建設が莫大な費用と時間を要す
ることを分かっていながら候補地としたた
め40億円の損失をして武豊に候補地を移し
ました。すでに10年経過をしているが常滑
市は市民に対し説明会を一度もしていない。
（詳細はきょう子通信 №27,30,31,32,33,34,36,40参照）

汚染土壌の購入

2017年3月9日中日新聞

新ごみ焼却場建設予定地である知多南部広域
環境センター（武豊）の土壌は豊洲と同じく汚
染されていることが分っていた。しかも汚染土
壌の所有者（売主）が除染の責任を持つべきだ
が、免責（負うべき責任を問わない）契約で購
入した。その代償として、除染で多額の税金が
使われることになる。これ以上の捨て銭をさせ
ないために監視の目を強化すること必須！

情報共有を未だに拒む行政
情報はすべて市民のもの
同じ土俵でなければ相撲は取れない
1000頁にも及ぶ予算書を読みこなす期間はたったの1週間。12月
に予算編成過程を市民にネットで公開する市町もあります。日程の
取り決めに条例があるわけではなく、やれない理由を並べ立て、結
局行政の今までの慣例によるところで決められています。
住民には知る権利があるはず。同じ土俵で相撲を取るべきです！
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まん延

忖度（ソンタク） 他人の心を推し量ること

出てきた書類はのり弁当

明細金額のない契約はあり得ない

平成28年6月に「常滑浄化センター空港
島汚染中継ポンプ場維持管理包括業務委
託」の明細を公開制度で請求したところ、
書類は下記のとおりの黒塗のり弁当！
行政のやることは全て正しく、チェックも
させないのか！皆で声を大にして届けない
と変わりません。
皆様ご自身が契約す
るのでしたら、これで署名捺印しますか？

常滑市庁内のパソコンのシステムなど、平成27年12月
に一括して行う業務をＮＴＴ西日本と約14億3235万円で
契約をしましたが、契約時の明細金額は提出されません
でした。その後業務の見直しなどがあり、変更後の契約
金額約13億6200万円と報告されましたが、そこにも下記
の提案価格内訳書が提出されたのみで、明細金額は企業
秘密ということで提出されませんでした。皆様、この現
状をどう思われますか。

きょう子コメント

正面から答弁ができない行政

議員になって満10年が経ち、全ての議会において一般質問をしてきました。
行政の問題個所をピンポイントで指摘しているためか、毎度、痛いところを
突かれる行政側は質問で求めている内容に的確な回答をせず、求めと違う内
容を延々と話して時間稼ぎ。この有様には市民の皆様からクレームが付きま
す。三ヶ月ごとの議会でたった１時間しかない一般質問の場を、皆様の期待
に応えられる質疑にしていきたいと思っています。
これからも攻め続けます！
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研修会のお知らせ

美濃加茂市のまちづくりを訪ねて
と

き

Ｃａｆｅ ｄｅ 情報交換

6月18日（日）8：30～16：00

と こ ろ
集合時間
会
費

かえるの会

美濃加茂市
8：30 大野町ＵＦＪ駐車場
3,000円

6月議会の議案を見よう！
６月４日(日) 10時～大野町きょう屋
19時～ 中央公民館

市内各地域の多様な活性化の取
り組みを学ぶとともに、まちづ
くりのお話も伺います。
収穫祭も見学します。

ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸでお友達になりませんか！

講師 加藤慎康（元名古屋大学前学長）
美濃加茂市まちづくりｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
申込先 井上（090-8316－5663）

一隅を照らす

みんな集まれ！まちそうじ
第3回クリーン大作戦

市民の声

自助能力が欠如した常滑市役所
昨年度は市役所職員時代の贈収賄と詐欺事件で
逮捕者が出た。そのため、年度替わりの人事異動を
注視していたが、逮捕者の担当上司の移動だけで終
結か。「一部職員に依存し過ぎていた」という反省が
生かされていないと感じたのは私だけではないはず。
常滑市として悪化の一途を辿る予算や都市計画を
握っている方は延べ７年目。近隣市町でダントツ低予
算率で蔑ろにされている教育も担当者は７年目。やる
気の中堅若手の芽を摘んで押さえつけている組織と
いう虚像も見逃せない。
なにかにつけ「議員のレベ
ルが低い」と愚痴るのではな
く、逮捕者を出しても『仲良し
クラブ』を改めない市役所人
事にこそ見切りをつけるべき。
自助能力が欠如している市
役所解体に立ち上がるべき
だと考えます。

と き

平成29年6月3日（土）

ところ

9時スタート
市民病院東側職員駐車場集合
市民病院周辺の草刈り、ゴミ拾い

まちがきれいになることはみんなの想いです。
自分でゴミを拾うことで意識も変わります。
誰でも参加できますので、気楽な服装でご参
加ください。
主催 クリーン大作戦実行委員会

編集後記

このまちは自然にも恵まれ、ひとのいい人が多く、とても魅力的なまちです。
しかし、現状維持がお好きなようで、慣例・慣習にとらわれ新しいことへの挑戦は苦手なよう
です。これも良さであると思いますが、世の中は変化していきます。財政難の折、これらをク
リアーしていく力を今後養う必要があります。
幸い、以前副市長であった山田朝夫氏が常滑市に復帰するということで、新市庁舎の建設、
旧市民病院跡地、職員の人材育成など、問題解決をしてくださると期待しています。

６月議会のお知らせ
６月１４日（水）～２６日（月）
一般質問 １５日（木）・１６日（金）
傍聴お待ちしてます

駅頭報告 午前６時30分～7時30分
5月8日（月）大野町駅
9日（火）榎戸駅
10日（水）常滑駅
きょう子通信のポスティングお手伝い募集中♪

一般質問を動画でどうぞ 常滑市役所ＨＰ→市議会→本会議録画映像
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