
【1月】

1日 市民派改革ネット街頭アピール（石清尾八幡

宮、田村神社、八栗寺）/5日 中央卸売市場新年

初市祈願祭/7・8日 会派街頭アピール（片原町、

田町）/8日 香川地区地域審議会（傍聴）/10日 

消防出初式/10日 成人式シール投票/13・17日 

会派議会報告会（IKODE瓦町）/14日 片山善博氏

講演会「地方創生と日本の将来」/15日 林コミュ

ニティセンター落成式/16日 議会事務局合同シン

ポジウム（大阪）/17日 松島地区賀詞交歓会/20

日 高松市議員報酬、市長及び副市長の給料等

審議会（傍聴）/21日 議会運営委員会（傍聴）/

26・27日 総務消防委員会視察（北九州市）

【2月】

1日 自治体議員政策情報センター第20回地方×

国政策研究会（東京）/2日-9日 駅頭ニュースレ

ター配布（瓦町、片原町、高松築港、三条駅、潟

元駅）/8日 大阪府府民文化部人権局主催の2015

年度人権のコミュニティづくり事例報告・交流会/

15日 総合防災対策特別委員会/16日 瀬戸・高松

広域連携中枢都市圏形成記念講演/18日 総務

消防常任委員会/22日 3月定例会議案説明会/

25・26日 2016年度当初予算説明会/26日 高松

市総合福祉会館視察/27日 映画「選挙フェス！」

上映会/28日 みんなとあゆみとおしゃべり会/29

日 議会運営委員会（傍聴）

【３月】

1日 東植田コミュニティセンター改築工事安全祈

願祭/3-25日 高松市議会2016年3月定例会/6日

原発うごかさんとってデモ/13日 高松市の保育を

考えるつどい/19日 3.19戦争法廃止を目指す香

川県民集会/27日 映画「戦場ぬ止み」上映会/28

日 高松市東消防署落成式

高松市議会議員になり、１年が経ちました。

　なにもわからない手探りでの議員活動のスタートから１年。常に「市民としての感覚」「母親と
しての感覚」を忘れずに活動を続けてきました。おかしいことにはおかしい、とハッキリ意見を述
べることの大切さ、市民の方の声を丁寧に聴くことから政策実現への一歩がはじまるということ、
常に学ぶことを怠らず、日々の暮らしの中での気づきが大切だということ…多くのことを得ること
ができました。
　一方で、議会の中に入ってみて初めてわかる、市議会のなんとも不思議で窮屈な「先例」「慣例」
といった風通しの悪い環境もたくさん味わいました。
　市議会議員２年目は、これまでの学びをさらに深め、より市民に身近な市政をめざします！

活動報告よりぬき １・２・３月
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報酬の使途を公開します。

1 月

議員報酬 608,000 円

源泉所得税 ・ 保険等 81,039 円

議員活動費 231,435 円

みんなと未来へあゆみ隊へ

　　　　　　　　　　　　 50,000 円

太田生活費 ・ その他活動費へ 

　　　　　　　　　　　　245,526 円

2 月

議員報酬 608,000 円

源泉所得税 ・ 保険等 81,039 円

議員活動費 61,045 円

みんなと未来へあゆみ隊へ

　　　　　　　　　　　　 50,000 円

太田生活費 ・ その他活動費へ 

　　　　　　　　　　　　415,916 円

※費用弁償 （議会出席手当） は受取りを拒否しています。

3 月

議員報酬 608,000 円

源泉所得税 ・ 保険等 81,039 円

議員活動費 65,256 円

みんなと未来へあゆみ隊へ

　　　　　　　　　　　　 50,000 円

太田生活費 ・ その他活動費へ 

　　　　　　　　　　　　411,705 円

◆あとがき◆

　あっという間の1年でした。

　この1年で、本当に多くの励ましの

お手紙、メール、FAXなどをお寄せい

ただきました。何よりの原動力にな

ります。ありがとうございます。

　今後も、他人任せではない、市民が

主役の市政を一緒につくりましょう！

ご意見・ご感想は　mm_ayumitai@outlook.jp までお寄せください

3月定例会で可決された2016年度一般会計当初予算総額 … 過去最大の 1,653億円！
大型公共施設の建設ラッシュで、2016年度高松市当初予算は過去最大の予算額となりました。
多くの議員は、出された予算案に何の異論もなく賛成します。ひとつくらい、「この税金の使い方
はおかしいんじゃないのか？」「もっと減額できるのでは？」という疑問がわいてもおかしくない
と思うのですが…。 わたしはいくつかの予算案に反対（2・3面参照）しましたが、多数決により、
すべての議案が可決されました。

ぜひ、高松市議会の中でどんな議論が
おこなわれているのかを知ってくださ
い！そして、市民の皆さんが「これっ
て、おかしくない？」と思うことは、
どんどん声をあげてください！皆さん
の納めた税金でいろいろな事業がおこ
なわれています。その民意を無視した
議会運営、行政運営ではいつまで経っ
てもなにも変わりません。

一般会計…行政の基本的な経費（福祉・教育・土木など）に要する経費を、市税などを主な財源として経理する会計です。
特別会計…事業目的を限定し、特定の歳入を特定の支出に充てて経理する会計です。
　　　　　高松市では、国民健康保険事業、競輪事業、介護保険事業、食肉センター事業など９事業が特別会計です。
企業会計…水道事業、病院事業のように独立採算による特定の事業を経理する会計となっています。

■第1回 高松市議会報告会

日時：4月24日（日）　10:30～

場所：高松市役所　13階 大会議室

■みんなとあゆみとおしゃべり会

日時：5月29日（日）　14:00～

場所：太田あゆみ政策事務所（松島町2丁目4－12）

あなたの声をお聞かせください！
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「　卒　業　式　」 作・画：太田あゆみ

?! 卒業式の朝、娘からの厳重注意。
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一般会計　1,653 億円 特別会計　1,143億8,776万1千円 企業会計
513億7,306万3千円

予算総額　3,310億6,082万4,000円

歳出
1653
億円

人件費
30962

扶助費
38960

公債費
16544

普通建設
事業費等
28393

物件費
17913

繰出金
12495

補助費等
16710

貸付金 446
投資及び出資金1143　　

維持補修費 1574

 
予備費 100
積立金 53

単位：百万円
百万円未満切り捨て。

太田あゆみ政策事務所　ＭＡＰ

高松刑務所

マルイ

★

松島二丁目駅

交番

ことでん志度線

→ 至 徳島

国道 11 号線

議 会 傍 聴 へ ！

傍聴の受付は、本会議当日に、庁舎６階東詰めの傍聴席入口
でおこなっています。住所と氏名を記入していただくだけで
すので、お気軽にお越しください。
議会運営も、もちろん税金でおこなわれています。
どんな議論がされているのか、あなたが投票した議員がどの
ような質問をしているのか、しっかり見てください！



高松市議会　2016年3月定例会　が開かれました。

費 用 弁 償

一 年 目 の 軌

3 月定例会は、新年度の予算を審議するため、「予算議会」とも言われます。
議員は、市民の皆さんが納めた税金の使い道をしっかりチェックし、議案に対する賛否を明らかに
します。…が、毎議会のことながら、活発な討論はおこなわれず、出された議案に何の疑問も持た
ずに通してしまう議員の多いこと…。わたしは次のような予算案、条例改正案に反対しました！

反対
屋島山上交通アクセス向上対策費

　　　　　　　　　　　3500 万円

現在屋島ドライブウェイを経営している民間会社に

ドライブウェイの無料化実証実験事業を委託するも

の。 山上で駐車場料金を徴収する計画案が有力

で、 無料化実証実験期間中の自動車通行料金と

山上駐車料金の差額は高松市の税金によって穴埋

めされる。 私道における無料化実証実験を税金で

おこなう理由は何らなく、 企業努力の衰退を招く。

無料化にすることでマナーの悪い車やバイクが増

えるのでは、 との周辺住民の心配の声も多い。

反対
　　　　　　高速鉄道調査費

　　　　　　　　　　66万 9千円

四国新幹線の導入に向けた調査等に係る予算。

四国鉄道活性化促進期成会の調査によると、

四国新幹線を導入した場合、 高松⇔新大阪間

の短縮時間はほんの 29 分。 地方から都会へ

人口が流出してしまうことも大いに予測される。

「地方創生」 というのであれば、 都市間での人

口の奪い合いがあってはならない。

人口減少、 超少子高齢化社会の到来と言われ

る中で四国新幹線の導入には強く反対。

反対
　　議会費のうち、 議員費用弁償、 海外視察費、 人間ドッグ助成費、 市議会特別番組作成費

費用弁償、 海外視察については、 これまでの 「あゆみのあゆみ」 でも触れてきたとおり、 明らかな議員特権。

人間ドッグ助成費について、 国民健康保険に加入していれば、 たとえば１日コースであれば 15,000 円の助成を

受けることができるが、 高松市議会議員の場合、 その助成された金額からさらにその半額を助成するもの。

なぜ、 議員のみが二重に助成を受けることができるのか、 到底、 市民への納得のいく説明ができない！

市議会特別番組は、 年に２回、 議長特別番組と各会派会長による特別番組を民報局に委託し作成する。ＩＴ

技術がこれだけ発展を遂げている現在、 性能のよいカメラを１台常備しておけば、 インターネット、 SNS を活用

して議会活動をさまざまな方面に発信することは十分に可能なはず。 それぞれ 38 万円、 78 万円という税金を

投入して作成することには強く反対。 また、 各会派会長と銘打っておきながら少数会派は含まれていない。

わたしたち議員は、 市民の納めた税金の使い道を最終的に決定する立場として、

そのすべてにおいて、 責任を持って説明できなければならない！

反対
高松市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部改正

2015 年 12 月期の市議会議員の期末手当を、

ひとり 36,480 円引き上げて支給するもの。 人事

院勧告 （国家公務員一般職員の給与等に関する

勧告） に基づく、 市長の期末手当増額との均衡

を図る、 という理由。 なぜ過去に遡って支給が

されるのか？第三者機関への諮問もなく、 到底

市民に納得のいく説明はできない！

市民派改革ネット（植田議員・太田）と
日本共産党議員団（岡田議員、藤沢議員）
の２会派は、2015 年 12月期の期末手当
増額支給の受取りを拒否しました。

残り 46名 ×36,480 円＝1,678,080 円

が支給されることになります。
待機児童などが問題になる中、他に税金
の使い道はあるのに、と思わざるを得ま
せん。

ご存知ですか ?!

思い起こせば、費用弁償（議員の議会出席手当）の支給廃止の条例改正案を
提出したのは、昨年 9月のこと。あれから半年、その間も議会や委員会に出席
するたびに１日につき 6,000 円または 6,500 円が支給され続け…。
今回の 3月定例会で、「１日につき一律 3,000 円」の条例改正案が出され、
自由民主党議員会、公明党議員会、市民フォーラム 21がこの案に賛成し、
可決されました。ほかの自治体では、廃止に向けた動きがどんどん進んでいます。
わたしたちは、今後も完全廃止になるまで粘り強く活動を続けます！

議
員
特
権

　
　

い
ら
な
い
！

跡

賛成
3 月定例会に提出された陳情 3件には賛成しましたが、採択賛成少数で不採択となりました。

■「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」 の採択を求める陳情

■公契約条例の制定による適正賃金 ・ 労働条件の確保と地域経済の振興を求める陳情

■国民生活の安全 ・ 安心を支える国の行政機関等の体制 ・ 機能の充実を求める陳情

反対
■南部地域スポーツ施設 （仮称） 整備事業　

    2 億 9,631 万 7,000 円、 2017 年度までの債務負担行為 2 億 8,066 万 5,000 円

■マイナンバー制度関連 3 億 1,899 万 8,000 円　　■椛川ダム水源地域整備事業費 7 億 9,000 万円

ほかにも、これらの大型事業に反対をしました。

2015 年 5月に高松市議会議員となって、1年が経ちました。

常任委員会での陳情・請願提出者の
意見陳述ができるようになりました！

議員として初めて臨んだ常任委員会で、陳情提出者
がすぐうしろで傍聴しているにも関わらず意見陳述
ができないことに疑問を持ち、委員長に「ぜひ陳述
の機会を」とお願いしました。その場では認められ
ませんでしたが、その後、議会運営委員会で意見陳
述を認めることが決定されました。

危険な街路樹の根上がり対策が
すすみました！

12月議会の一般質問で取り上げた、街路樹の根上
がり現象。2015 年度内に、菊池寛通りの 21本、
市役所前の 12本の街路樹で対策工事が施工されま
した。小さいお子さんや、高齢者、車椅子利用者に
とってはほんの少しの段差でも危険を伴うことがあ
ります。今後市内の危険箇所で工事がすすみます。

香川大学構内に期日前投票所設置！

2015 年 6月議会の初めての一般質問では選挙に関わ
る質問をしました。その中で、選挙権年齢の引き下げ
にあわせて大学構内への期日前投票所の設置を強く訴
えました。3月定例会の中で、今夏の参議院議員選挙
から、2日間、香川大学構内に期日前投票所が設けら
れることが明らかになりました。今後、市内、県内の
大学へ広く波及することを望みます。

発言取消要求書を提出しました！

3月議会の常任委員会において、議案に対する賛否
を述べているときに、公平公正な委員会運営をしな
ければならない立場の委員長より、議案に反対する
のはいかがなものか、といった内容の発言がありま
した。議員が自分の賛否を明確にするのは大切な仕
事です。わたしは、この発言の取消要求書を提出、
委員長も非を認め、議事録から削除されました。
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わたしたち議員は、 市民の納めた税金の使い道を最終的に決定する立場として、

そのすべてにおいて、 責任を持って説明できなければならない！

反対
高松市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部改正

2015 年 12 月期の市議会議員の期末手当を、

ひとり 36,480 円引き上げて支給するもの。 人事

院勧告 （国家公務員一般職員の給与等に関する

勧告） に基づく、 市長の期末手当増額との均衡

を図る、 という理由。 なぜ過去に遡って支給が

されるのか？第三者機関への諮問もなく、 到底

市民に納得のいく説明はできない！

市民派改革ネット（植田議員・太田）と
日本共産党議員団（岡田議員、藤沢議員）
の２会派は、2015 年 12月期の期末手当
増額支給の受取りを拒否しました。

残り 46名 ×36,480 円＝1,678,080 円

が支給されることになります。
待機児童などが問題になる中、他に税金
の使い道はあるのに、と思わざるを得ま
せん。

ご存知ですか ?!

思い起こせば、費用弁償（議員の議会出席手当）の支給廃止の条例改正案を
提出したのは、昨年 9月のこと。あれから半年、その間も議会や委員会に出席
するたびに１日につき 6,000 円または 6,500 円が支給され続け…。
今回の 3月定例会で、「１日につき一律 3,000 円」の条例改正案が出され、
自由民主党議員会、公明党議員会、市民フォーラム 21がこの案に賛成し、
可決されました。ほかの自治体では、廃止に向けた動きがどんどん進んでいます。
わたしたちは、今後も完全廃止になるまで粘り強く活動を続けます！

議
員
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権
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跡

賛成
3 月定例会に提出された陳情 3件には賛成しましたが、採択賛成少数で不採択となりました。

■「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」 の採択を求める陳情

■公契約条例の制定による適正賃金 ・ 労働条件の確保と地域経済の振興を求める陳情

■国民生活の安全 ・ 安心を支える国の行政機関等の体制 ・ 機能の充実を求める陳情

反対
■南部地域スポーツ施設 （仮称） 整備事業　

    2 億 9,631 万 7,000 円、 2017 年度までの債務負担行為 2 億 8,066 万 5,000 円

■マイナンバー制度関連 3 億 1,899 万 8,000 円　　■椛川ダム水源地域整備事業費 7 億 9,000 万円

ほかにも、これらの大型事業に反対をしました。

2015 年 5月に高松市議会議員となって、1年が経ちました。

常任委員会での陳情・請願提出者の
意見陳述ができるようになりました！

議員として初めて臨んだ常任委員会で、陳情提出者
がすぐうしろで傍聴しているにも関わらず意見陳述
ができないことに疑問を持ち、委員長に「ぜひ陳述
の機会を」とお願いしました。その場では認められ
ませんでしたが、その後、議会運営委員会で意見陳
述を認めることが決定されました。

危険な街路樹の根上がり対策が
すすみました！

12月議会の一般質問で取り上げた、街路樹の根上
がり現象。2015 年度内に、菊池寛通りの 21本、
市役所前の 12本の街路樹で対策工事が施工されま
した。小さいお子さんや、高齢者、車椅子利用者に
とってはほんの少しの段差でも危険を伴うことがあ
ります。今後市内の危険箇所で工事がすすみます。

香川大学構内に期日前投票所設置！

2015 年 6月議会の初めての一般質問では選挙に関わ
る質問をしました。その中で、選挙権年齢の引き下げ
にあわせて大学構内への期日前投票所の設置を強く訴
えました。3月定例会の中で、今夏の参議院議員選挙
から、2日間、香川大学構内に期日前投票所が設けら
れることが明らかになりました。今後、市内、県内の
大学へ広く波及することを望みます。

発言取消要求書を提出しました！

3月議会の常任委員会において、議案に対する賛否
を述べているときに、公平公正な委員会運営をしな
ければならない立場の委員長より、議案に反対する
のはいかがなものか、といった内容の発言がありま
した。議員が自分の賛否を明確にするのは大切な仕
事です。わたしは、この発言の取消要求書を提出、
委員長も非を認め、議事録から削除されました。




