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市民が主役のまちづくり
まずは図をみてください。これは国全体
の税金の流れを示したものです。
国民は、市県や国に合計78兆円の税金を
納めています。逆に国から地方へ交付され
るお金は９１．３兆円です。これを差し引
きすると１３．３兆円足りません。国は借
金をしてお金を回しています。自転車操業
なのです。結局、国もお金がないのです。
三位一体改革で国民のための改革をして
いると思われますが、実際は「税源」や
「権限」を地方へ移しながら、地方へ交付
される税金を大幅に削減しているのです。
宝塚市も大幅に減少しています。
そこで私たちは何をしなければならない
のでしょうか？あれもこれもで、支出の削
減がなかなか進まず、収入が減少すれば、
自治体の財政はいずれ倒産します。基金
（貯金）の取り崩しによって、かろうじて
赤字決算にならないようにしています。し
かし夕張市のような財政再建団体になって
も、現状では国からの資金援助は見込めま

宝塚市の関係団体も含む負債額は、平成
１７年度決算で約１６７７億円です。
今は金利が低いため、支払っている利息
も少ないですが、この先金利が上昇すれば
支払う利息も多くなり、その分みなさんの
税金が余分に使われることになります。そ
うすると、またお金が無くなり、市民のた
めに行われる事業が廃止されたり、予算が
カットされます。こういう悪循環が続くの
です。この先必ず金利は上昇します。こう
なる前にできるだけ筋肉質な行政に改革し
借金を減らしていく努力が必要なのです。
今ある借金は、すべて将来の市民の負担
になります。若い人たちは政治に関心がな
いと言われていますが、この負担を若い人
たちが背負わなければならないのです。
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せん。私たちが今後真剣に考えなければな
らないことは「地方のことは地方でする」
「地域のことは地域でする」「自分ででき
ることは、自分でやっていく」です。こう
いう市民力・地域力が、宝塚市を活性化さ
せるために必要な原動力になってきます。
これからのポイントは、「市民が主役のま
ちづくり」「公（おおやけ）という行政の
あり方をどう考えていくか？」です。伊福
よしはるは、公園づくりを中心に市民が主
役のまちづくりを展開させていきます。

決算委員会で行政に問う

宝塚市の借金！早く返さなければ

宝塚生まれ、宝塚育ち
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光明小学校、高司中学校
宝塚西高校、同志社大学
同志社大学院、㈱クボタ
宝塚青年会議所

「誰がなっても政治は変わらない。」そう
いう声をよく聞きますが、まずは自分たち
の足下に目を向けてみませんか？まずは宝
塚市の政治に興味を持って頂きたいです。
私たち「市民ネット＠宝塚」という会派は
市民と議員が宝塚の現状について対話する
「駅前議会」を開催しています。まずは、
これに参加してみませんか？すべての今の
ツケが、将来の私たちに降りかかってくる
ことを、真剣に考えていきませんか？
討議資料 市政レポート

平成１９年９月 定例市議会
伊福よしはる の 一般質問 及び 答弁 の概要
市民が主役の公園づくり
市民が主役の公園づくり
＜伊福よしはる＞
＜伊福よしはる＞
６月議会で質問した公園の安全管理につ
いてあれからも全国で公園の事故が絶えま
せん。事故のほとんどが、これくらいなら
大丈夫だろうという安易な気持ちにより、
事故を招いています。安全管理を徹底する
とともに、安全注意事項や何か問題があっ
たときにすぐに連絡できるよう連絡先を掲
載した掲示板の設置が必要である。６月議
会では早急に設置すると言っていたがその
状況は？また、公園の安全管理体制は？
＜市 長＞
「何かお気づきの点があれば公園緑地課ま
でご連絡下さい」という掲示を８月末まで
に全公園に設置しました。
安全管理は、５年に１度専門業者による一
斉点検を行っています。日常点検は、職員
が実施しています。
＜伊福よしはる＞
＜伊福よしはる＞
地域の方の意見を取り入れた公園づくり、
また公園のあり方についてどう考えるか？
＜市 長＞
地域で主体的に管理し、活用している団
体もあり、一定の奨励金も出している。公
園を守り育てるボランティア制度の拡充と
ともにこの活動を支援していきたい。
＜伊福よしはる＞
＜伊福よしはる＞
市民は行政の下請けではない。単に業者
より市民に維持管理してもらった方が安く
なるからやってもらうという発想ではいけ
ない。市民が主役となって、自分たちが楽
しく過ごせる公園づくりができるよう支援
しなければならない。
そのためには、成功事例などの情報を行
政がまとめ、市民に情報提供していくこと
が大切である。行政は積極的に市民と対話
し、市民が主役となって行動できる手助け
をしなければならない。

（右中段に続く）

公園の安全に関する掲示（連絡先、電話番号）

＜追 記＞
６月議会，９月議会と公園の安全管理に
ついて質問していた最中、１０月７日に清
荒神の公園でブランコの鎖が切れる事故が
発生しました。幸いケガはありませんでし
たが、一歩間違えれば大事故になっていた
かもしれません。
行政は、お金がない・危険だと言って、
すぐに遊具を撤去しようとします。本当に
それでいいのでしょうか？これからの時
代、行政まかせではなく子供たちが安全に
遊べる、また地域の方が楽しめる公園を市
民の手で創っていくことが必要なのではな
いでしょうか？
今後「市民が主役の公園づくり」のあり
方について、行政を交えてみんなで話し合
いができる機会をつくっていきます。

財政不足！その解決策は？
財政不足！その解決策は？
＜伊福よしはる＞
＜伊福よしはる＞
これからの地方分権時代、地方のことは
地方でやらなければなりません。国や県は
借金だらけで、地方のことは助けてくれま
せん。財政について今年度は基金(貯金)を
取り崩して黒字にしましたが、さらに来年
度は１４億円不足する見込みです。具体的
な解決策は考えているのですか？
（右上に続く）

＜市 長＞
平成２０年度予算編成に向けて、全庁的
な協議を行っている。具体的な内容は行財
政改革調査特別委員会で報告します。
＜伊福よしはる＞
＜伊福よしはる＞
予算編成までもう１ヶ月しかない。これ
で十分な議論ができますか？
＜横田 行財政改革担当部長＞
行財政改革担当部長＞
今後どういう展開になるか予想できない
部分があります。調整には時間をしっかり
とかけて取り組んでいきます。
＜伊福よしはる＞
＜伊福よしはる＞
議論をするためには、現状をしっかりと
分析しなければならない。またどこに問題
があるのか、しっかりと把握しなければな
らない。予算の一律カットは、何も考えて
いないのと同じである。すべての事業を分
析し、どこに問題があるのか？と議論でき
る資料づくりが必要である。

ＮＴＮ跡地の利活用
ＮＴＮ跡地の利活用
＜伊福よしはる＞
＜伊福よしはる＞
ＮＴＮ宝塚製作所は、創業以来約７０年
間宝塚市の産業を支えてきました。しかし
平成２０年９月に閉鎖されようとしていま
す。宝塚市からまた優良企業が消えようと
していることは大変残念なことです。
ＮＴＮ宝塚製作所の敷地面積は、約９ヘ
クタールあり、甲子園球場が２つすっぽり
入る大きさです。しかも市役所の横という
好立地な土地は、今後あらわれることはな
いでしょう。是非この土地を宝塚市の財産
となるよう有効活用しなければなりませ
ん。その点宝塚市はどう考えているのか？
＜村上 都市産業活力部長＞
都市産業活力部長＞
ご指摘のとおり、中心市街地に残された
数少ない大規模な敷地です。今後の中心市
街地の活性化にも非常に大きな影響を及ぼ
す土地という認識をしております。その中
で宝塚市にふさわしい都市機能を整備する
事業という位置づけで考えています。
＜伊福よしはる＞
＜伊福よしはる＞
この土地を有効活用するためには、たく
さんの市民の方に関心をもってもらうこと
が重要です。市はどう考えているのか？
（右上に続く）

市役所の南東にあるＮＴＮ（東洋ベアリング）の工場

＜市 長＞
基本計画を作成する途中で、パブリック
コメントに付し、またワークショップを開
催してご意見を頂く機会を設けたが特に意
見は無かった。
＜伊福よしはる＞
＜伊福よしはる＞
基本計画とは、宝塚駅から市役所までの
間のすべての都市計画で、ＮＴＮの問題は
その中のごく一部である。そんな小さな情
報で市民の方に関心をもってくれという方
が間違っている。非常に大切な敷地である
という認識があるのなら、積極的に市民に
知ってもらう活動をするべきである。ま
た、市民の声を聴くことはやっていないの
か？
＜村上 都市産業活力部長＞
都市産業活力部長＞
ご指摘のとおり、基本計画の中のごく一
部にすぎません。ＮＴＮの敷地に限定すれ
ば、市民の方からもご意見が頂けたと思い
ます。
また、ＮＴＮ跡地について検討委員会を
設置する予定ですが、まだ設置しておらず
市役所内で調整中です。
＜伊福よしはる＞
＜伊福よしはる＞
動きが遅い。来年の秋には撤退が決まっ
ている。早急に対応を考える必要がある。
市役所をはさんで、北側には末広公園。
無料で遊べる場所。南側にはＮＴＮ跡地。
ここでは宝塚市内・市外の方にお金を使っ
てもらえる方法を考える必要がある。それ
が宝塚市の税収アップにつながる。
何回も言います。この敷地は宝塚市の財
産です。市民の声をしっかりと聴き、市民
のためになるよう、市が音頭をとってＮＴ
Ｎと協議するよう強く要望する。

丸わかり！議会ニュース
～ 議会では、こんな内容を議論しています ～
２ヶ月間 プラスチックゴミを燃やしていたなんて！
今年の４月から６月まで、市民の方が努力して分別され
ていたプラスチックゴミが他のゴミと一緒に燃やされてい
た事件がありました。実際には、みなさんの努力がムダに
なっただけで、財政的な変化はありません。そのため、市
役所側は事の重大さを理解していないと思われます。
２ヶ月間の市民のみなさんの労力をお金に換算すると１日
の分別にかかる時間を平均して５分、79000世帯の負担と
すると、２ヶ月間で39万5000時間になります。時給600円
宝塚市 クリーンセンター
で計算すると２億３７００万円の損失になります。
このような感覚が行政にはないのです。だから簡単に２ヶ月間燃やすことができたの
です。４月の段階でプラスチックの再生利用ができないのなら、市民のみなさんに分別
を中止するよう訴えかけることだって出来たはずです。私たち議員も新聞の発表で内容
を初めて知った状態です。新聞の発表がなければ、このまま市民の努力は燃やされたま
まになっていました。行政側はバレなければ、隠し続けるつもりだったのでしょう。
行政をチェックするのが議員の役割です。チェックすると共に市民の方へ、今後とも
情報発信を続けていきます。

旧宝塚音楽学校の利活用問題！どう活用するの？
旧宝塚音学学校は、宝塚大橋北側にある手塚治虫記念館の東側に
あります。今は使われていない旧音楽学校を宝塚の文化を発信する
拠点として保存するという事が前の市長のときに決定し、現在はそ
れをどう利活用するかが問題になっています。
私はどう考えても、この決定プロセスに疑問があります。まず、
旧宝塚音楽学校
旧音楽学校が宝塚市にとって、どう利活用できるかを検討するのが
先ではないでしょうか？先に保存することが決定し、それをどう活用していくのかを後で考える
のは、順序が逆ではないでしょうか？
運営方法に関して、すばらしい方法や運営者が出てくれば別ですが、もし出てこなければ、破
綻した宝塚温泉のようになる可能性があります。
これは行政施策の全般について言える事ですが、行政には運営するとという計画もないまま
に、事業を開始していっているものが非常に多いです。今後、経営するという視点で市民の税金
がムダに使われないかしっかりと監督していきます。
またこれはＮＴＮ跡地の問題につながる話です。早々にＮＴＮの跡地をどうすべきか？という
具体的な検討をすべきです。ＮＴＮの撤退後「どうしようか？検討しなければ」なんて言ってい
る間に、ＮＴＮが予想もしなかった企業に売却してから焦っても遅いのです。行政は、旧音楽学
校やＮＴＮ跡地を宝塚市の利益になるように、どう活用していくのかを経営者の視点で真剣に考
えなければなりません。私は民間企業の経営感覚で提案し、改善させていきます。

●伊福よしはるサポーターを募集しています。
伊福よしはるの活動は、ボランティアのみなさんによって支え
られています。特にお願いしたいのは、この市政報告のチラシ
を配って頂ける方です。またお店や企業に市政報告を置かせて
頂ける方もお待ちしております。例え１０部でも構いません。
皆様のお力を少しでもお貸し下さい。ご連絡お待ちしていま
す。
（TEL／FAX：０７９７－７２－３６２６伊福まで）

●9月議会がＦＭで放送されます
伊福の一般質問がＦＭ宝塚で
放送されます。
ＦＭ宝塚 ８３．５MHz
１１月１２日（月）
１３時～ ８５分間

