
市議会議員はどんな仕事をしているの？ 

ご挨拶： 

4月の市議会議員選挙

で、再選していただく

ことができました。財

政的には問題ない、と

いわれている伊丹市で

すが、実際には様々な

問題が山積みです。選

挙の間にたくさんの方

からのご要望やご意見

をお伺いすることがで

きました。すぐに取り

組んで結果が出せる課

題は、ほんの一握り。

こつこつと解決・改善

に向けて取り組んでま

いります。今後とも、

広くご意見ご要望をお

聞かせください。 

6月議会の一般質問は、「男女共同参画」 

 ６月議会の一般質問は、私のライフワークで

もある「男女共同参画」についてです。 

Q．男女共同施策市民オンブードの評価は？ 

A．オンブードのヒアリングで庁内の男女共同参

画意識が高まっていると考えている。 

Q．女性の貧困と同時に子どもの貧困が問題に

なっているが市内の現状は？ 

A．具体的な調査はしていないが、義務教育の就

学援助を受けている児童生徒は、全体の16%で

全国平均と同じ。 

 子どもの貧困は、大きな社会問題となってい

ます。特に義務教育後の支援が少ないのが現状

です。一人親世帯の子どもの貧困の実態に目を

向け、教育・就職の面でも支援体制を整えるべ

きだと思います。 

 「伊丹市男女共同参画社会のための行動計

画」は、来年新しく作り替えられます。これか

ら審議会の委員を募集するそうです。審議会委

員には、日当１万円余りが支給されます。 

 これまでの審議会委員の多くは、市が市内各

団体に割り当ててお願いしていました。公募の

市民委員はたったの２名です。公募委員には作

文の提出を義務付けているのに、団体の委員に

はそれもありません。実際に企業で男女差別を

感じながら働いている人や、きちんと自分の意

見が言える市民委員の枠を増やし、働いている

人でも参加できるよう、審議会開催の時間も検

討するよう求めました。本当に改善がなされる

のか、チェックしていきます。 

伊丹市議会議員伊丹市議会議員伊丹市議会議員伊丹市議会議員    高塚高塚高塚高塚ばんこのばんこのばんこのばんこの議会議会議会議会だよりだよりだよりだより    
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ばんことジャンプばんことジャンプばんことジャンプばんことジャンプ！！！！    

 今回の選挙では、今まで選挙に行ったことのな

い方も応援に入ってくださいました。当選後、

「おめでとう、ところで議員てどんな仕事してる

ん？」と聞かれることが度々ありました。議員の

仕事は、「議会に出ること」（モチロン、議案に

対してきちんと審議し、発言しなければダメです

が）これが一番の仕事です。平成26年度の開催議

会は、5月臨時議会、6、9、12、3月定例会で、

合わせて60日。 

  これ以外に、議会運営員会、代表者会、常任

委員協議会（担当する部からの報告などを受け

る）、議員総会（月１回）、特別委員会、委員

会・会派視察、議会ごとの勉強会（議案について

の説明を受ける）などがあります。議員によって

は、豊中市伊丹市クリーンランド議会議員、審議

会委員や農業委員、になっている場合があり、そ

の分、公務日数は増えます。約１００日弱が拘束

日数です。 

 公務以外では、調査

や勉強、市内視察や市

民の皆さんとの意見交

換会、市民相談、他の

自治体議員との研究会

など。市内行事への参

加なども大切な仕事で

す。「地域活動は議員

の仕事ではなく、次の

選挙のための活動で

しょ」とも言われます

が、議員はこき使われ

てなんぼのもんだと思っています。 

 私が選挙中に訴えていた議会改革。議会基本

条例が施行され、それなりに取り組まれいま

す。その改革が市民のみなさんにとってどのよ

うなメリットがあるのか、というポイントを大

切にして、議会として取り組んでまいります。 

伊丹市議会でも、インターネッ

ト中継が始まっています。伊丹

市議会のホームページから見る

ことができます。残念ながら委

員会は中継がありません。 



  前回に比べて、立候補者数は増えました。

現職は相変わらず、強いことが分かります。

注目すべきは、新人の当選率です。2011年に

は新人は75％の方が当選していますが、今回

は45％に留まりました。前回、新人が多すぎ

たことによる反動でしょうか？新人・復活当

選者では、共産党候補者が63歳、私が55歳

と、若くなくても市民の方からの御支援をい

ただくことができました。 

 また、目立ったのは女性の当選者数です。

立候補者7名に対して7名当選、当選率100％

でした。市民の半分が女性であることを考え

れば、もっと立候補者が増えてもよさそうで

すが、まだまだ障害が多いのでしょうか？ 

 得票数は、最高4,475票・最低1,175票、下位

5人（私を含めて）は、33票の間で犇きあっ

ていました。冷や汗ものの開票当日でした。 

賑わせている「政務活動費の不正」は後を絶

ちません。これまでの選挙は、政策よりも

「知っている人」に投票するという傾向が

あったように思われます。新たに選挙権を得

た人を始め、市民に分かりやすい言葉で具体

的な目標を掲げることが、投票率アップに繋

がるのではないでしょうか。 

 今後の選挙が、どんな流れになるのかは分

かりません。ただ、議員にはそれなりの経験

と十分な知識と情熱が、いつの時代にも求め

られることは確かです。 

 投票率は、2007年(H19年）46.7%、2011年

44.1%、2015年42.8%と、年々下がっていま

す。来年の参議院選挙から投票年齢が18歳に

引き下げられます。伊丹市の18,19歳の人口は

合わせて約4000人、有権者の2.5％です。選挙

に行っていない人は、有権者の約60%に当た

る8万人余りにも上ります。次回の統一地方選

挙での投票率は上がるのでしょうか？ 

 投票率の低さは、政治や議員に対する不信

感の表れだと思います。昨年からメディアを

数字で振り返る、２０１５年の市議選 

どうなる！？これからの選挙 

数字で見る、伊丹市議会の現状 

うか。維新の党の議員は、どこにも属さない

と、ご自身が判断されました。前回の議会で

は、会派の結成解散が繰り返されましたが、

今回はどうなることでしょう。 

 28名の議員のうち、最高年齢議員は79歳、

最高期数9期を誇っておられます。最年少議員

は29歳2期目です。平均年齢は52歳弱、平均

期数は、3期強となりました。女性議員の割合

は25％で、全国市議会平均（H24.12月）の

13.2％を上回っています。また、２世議員は

５名で全体の18％を占めています。 

 政治上の主義主張に共通点のある議員同士

で会派を結成することができます。フォーラ

ム伊丹は民主党系？の会派です。創生会・新

生会は自民党系？の会派です。私の所属する

「いたみ未来ネット」は、中道市民派でしょ
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 選挙期間中、準備期間中を含

め、朝の駅立ちの方がとても少な

かったように思います。選挙期間

中も、本人は選挙カーにも乗って

おらず。ネット選挙が解禁になっ

て初めての地方選挙でしたが、選

挙スタイルややり方は今後どのよ

うに変わっていくのでしょうか？

今回の選挙で一番びっくりしたの

は、終電待ちの駅立ちで、「こんな

時間に何をしているんですか？」と

警察官に職務質問されたことです。

身分証明書の提示までは求められま

せんでしたが、傍目には悪いことで

もしたのか、と映ったかもしれませ

ん。警察官なら公職選挙法をご存じ

のはずなんですが・・・？ 

[小学校区ごとの議員数] 



  6月の補正予算で、国が導入を進めている

「マイナンバー制度」の事務作業の予算が提

案されました。 

 10月の導入に合わせて、 

・マイナンバー制度のチラシを広報いたみに

折り込む費用（57万7千円） 

・これまでの住民基本台帳関連業務システム

の改修（2746万9千円） 

・個人番号通知の作業やカード作成業務をを

「地方公共団体情報システム機構（J-LIS)」に

委託する委託費（6381万円） 

 合計9,185万6千円が国の費用で計上されま

した。制度の導入は当初予算で可決されてい

ます。事務作業に係る予算に反対すれば、市

が独自で負担することになり、反対はできま

せんでした。 

 現在、私たちには11ケタの住基番号が振ら

れています。住所・氏名・性別・生年月日が

明記されています。電子政府の基盤として導

入したものの、全体の５％の人しかカードを

持たないという失敗策でした。その失敗策に

いったいいくらの税金が使われ、今度はマイ

ナンバーでどうしようとするのか、それには

いくら必要なのか、個人情報は大丈夫なの

か、注視し続けていきます。 

民間採用をすれば（今時、ＨＰの管理運営に年間７２万円も支

払っていたので）の質問には、3人に給料を支払うだけで精いっ

ぱい、これ以上雇えません、と答弁されました。 

 伊丹市では、市役所だけではなく、外郭団体や出資団体、指

定管理施設でも、職員ＯＢがたくさん働いています。市と関連

の強い施設なので、元職員を置いた方がやり易いのかもしれま

せん。しかし、民間活力を利用すると言いながら、いつまでも

元職員を置くことで、改善を阻んではいないでしょうか？市自

らが、若い人の働く場や機会を阻害することにもなっていま

す。これらの施設での職員公募採用に取り組んでほしいです。 

 ７月７日の総務政策常任委員協議会で、伊丹市都市開発株式

会社に質問しました。もともと、「みやのまち３，４号館」の

管理を行っていたこの会社。今は「みやのまち３，４号館」の

店舗床の賃貸や国道171号線下の駐車場など3つの駐車場の管

理、中心市街地の活性化事業などを行っています。職員は、元

部長2人とプロパー職員の計3人。 

 中心市街地の活性化や不動産賃貸・管理は、民間の方が経験

豊富なのでは？に対して、責任を持って借り手を探さないとい

けないし、中心市街地の空き店舗対策こそ、市の大切な任務だ

から、との答弁。せめて、ホームページ作成のアルバイトでも

 気になる「マイナンバー制度」 

 伊丹市都市開発株式会社について 

 アイフォニックホールの第３練習室は今？ 

た。すると、今も保管している、某音大の博

物館に寄贈を申し出たが断られ、引き取り手

がいない、すでに演奏できる状態ではない、

展示するにも場所がない、練習室も足りてい

ない、との答弁。 

 もし、練習室が練習室として使えていたな

ら、年間使用料収入120万円としても、20年

間で2400万円をみすみす失ってしまったこと

になります。また、20年間で24時間空調の電

気代はいったいいくらかかったのか。文化は

市民の心に潤いをもたらしてくれますが、文

化と名がつけば、なんでも許されるわけでは

ありません。早急な判断を強く求めました。 

 アイフォニックホールの４階には、練習室

が、もともと３室ありました。ところが今は２

室しか使用できなくなっています。なぜ？ 

過去に、敦煌の壁画から復元した楽器(レプリ

カ）について質問したことがあります。60余点

を、およそ300万円で国際友好都市佛山市経由

で購入し、平成６年から「24時間空調」設備の

ある練習室に保管している、ということが分か

りました。当時の担当者は、北京と伊丹市にし

かない貴重な楽器だから、大切に保管する必要

がある。それに、練習室は十分足りているので

問題はない。広く市内外にＰＲし、文化活動に

活かしていきたい、と答えていました。 

 ７月の外郭団体の報告の際に改めて尋ねまし
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 総務省のホームページで一般の方

向け資料として「紙芝居」がアップ

されています。反対・賛成を問わず

何事も知っておくことは大切です。 

 

 上の絵は、アイフォニックホー

ルの写真を元に作成したもの。こ

んなような楽器がおよそ60点あり

ます。 

 2007年に大阪音楽大学で、敦煌

の楽器展が開かれました。その時

に思い切って差し上げておけば、

こんなお荷物にはならなかったの

ではないでしょうか。 



６月８日  本会議２日目、高塚ばんこ 質問日 

６月９日  総務政策常任委員会正副委員長説明会 

６月１２日 ３日目、代表者会、正副委員長会、行財政懇話会傍聴 

６月１６日 本会議５日目、議会運営委員会、議会改革検討委員会 

６月１９日 議会運営委員会、代表者会 

６月２２日 総務政策常任委員会 

６月２３日 文教福祉常任委員会傍聴 

６月２４日 都市企業常任委員会傍聴（＠控え室） 

６月２５日 「手をつなぐ育成会」総会出席 

６月３０日 議会運営委員会、本会議最終日、代表者会 

７月１日 クリーンランド議会説明会、愛染まつり（＠商工会議所） 

７月３日  消防訓練施設視察、「介護者のつどい」参加 

７月７日  総務政策常任委員協議会、「女たち・ひょうご」参加 

７月８日  競艇事業視察、クリーンランド議会・施設見学 

 

5月22日、三田市にある伊丹市立

野外活動センターを視察。市民の

利用が低いことなどを理由に民営

化、廃止の案が出ています。施設

はとてもにきれいに手入れされ、管

理も行き届いています。今年は市

内17小学校のうち、16校が転地

学習に訪れるそうです。 

伊丹市議会議員 高塚ばんこの議会だより 

高塚高塚高塚高塚    ばんこのプロフィールばんこのプロフィールばんこのプロフィールばんこのプロフィール    

 1959年 三重県生まれ 

 1981年 愛知県立大学スペイン学科卒業 

 2003年 市議会議員初当選・2期務める 

 2015年 市議会議員再選（３期目） 

    現在現在現在現在    

  会派 いたみ未来ネット代表 

  総務政策常任委員会副委員長 

  議会改革特別委員会委員 

  豊中市伊丹市クリーンランド議会議員       

 議会報告をしたり、みなさんと気軽におしゃべりしたり、ご

相談をお受けしたり、そういう場を定期的に設けさせていただ

きます。時には、映画会などのお楽しみの要素も取り入れてい

きます。紙面の制約があり書きれません。ニュース以外のお話

もさせていただきます。第１回は、7月18日（土曜日）スワン

ホールで開催しました。これは、５，６月の議会報告とおしゃ

べりの会でした。ニュースが間に合わず、多くの方にお知らせ

することができなくて、申し訳ありませんでした。 

 第第第第２２２２回回回回めはめはめはめは、 

 ８８８８月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（土曜日土曜日土曜日土曜日））））    午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分からからからから    

    スワンホールスワンホールスワンホールスワンホール（（（（昆陽池公園昆陽池公園昆陽池公園昆陽池公園のののの隣隣隣隣））））１１１１階階階階    会議室会議室会議室会議室２２２２    

で開催させていただきます。 

 予定ですが、戦後70年にちなんだビデオを見ながら、平和に

ついて考えます。ご要望があれば、５，６月議会のご報告もさ

せていただきます。 

 お申込みは不要ですので、お気軽にお越しくださいませ。 

 お待ちしております！！ 

 高 塚 ば ん こ の「ば ん ば ん

・ ・ ・ ・

 ト ー ク」開催します♪♪ 

発行責任者： 

伊丹市議会議員 高塚 ばんこ 

 市議会住所：〒664‐8503 伊丹市千僧1‐1  

               伊丹市役所議会棟２F 

 議会事務局電話 072‐783-1344 

 メールアドレス：banko@brown.plala.or.jp 

 ブログ：「ばんこが行く！」鋭意更新中！ 

活動報告活動報告活動報告活動報告（（（（当選当選当選当選～～～～７７７７月月月月））））    

４月２７日 選挙事務所片づけ 朝の駅立ち 

４月２８日 当選証書授与式 

５月１日  議員・職員初顔負わせ。初議員総会 

５月４日  憲法集会＠いたみホール参加 

５月８日  会派結成届提出、初代表者会 

５月９日  ビデオ「日本国憲法」を見る会主催 

５月１３日 防災服採寸等、新人議員説明会 

５月１４日 代表者会（５月１８日・５月２５日も） 

５月１５日 ５月臨時議会招集日 

５月１９日 本会議２日目、代表者会 

５月２０日 本会議最終日(議長選挙）、代表者会 

５月２２日 新人議員勉強会、ヒメボタルの会 

５月２３日 朴木先生講演会（＠尼崎トレピエ）、まちなかバル 

５月２９日 議会運営委員会、代表者会 

５月３１日 水防訓練見学（＠猪名川河川敷） 

６月１日  ６月議会勉強会 

６月３日  ６月議会招集日（６月３０日まで） 

６月４日  一般質問通告、打ち合わせ、「心障懇」総会出席 

６月６日  「ＮＰＯ法人らしーく」講演会出席    


