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杉並区議会議員
 無所属みどり派 公正・平和・環境
 「みどりの未来」会員

時給40,000円のお仕事!ー金満杉並!

奥山たえこ 検 索

この紙は古紙配合100％、白色度68％です。

原発災害の底知れなさ
絶対に起こしてはならない災害

2011年 3月11日発災
4月7日現在「燃料損傷 放射能
漏れ続く」新聞報道
▶格納容器が損傷していることは、
インターネットでの情報では早い
段階から指摘されていました。
▶昨日は "低 "放射線量汚染水を
海に放出。私たちが生きるのに欠

かせない空気、水、海をどこま
で汚すのか……。子どもたちに
申し訳ないです。▶「想定外」
（ウソです）だとか、千年に１回
（これもウソ）のことに備えちゃ
いられないなどと言えば済むと
思っているのか。犯罪的です。
▶まずは避難してきた方々を守
る。そして早急に、浜岡原発（首
都直近。活断層真上）を止めね
ばなりません。

誰が「40,000円」？
▶もらっているのは、選挙管理
委員です。全部で4名。
▶月額報酬（ヒラ委員で）は、
242,000円。勤務の実態は、ほ
ぼ毎週の会議のみ（たまに行事出席）
で、１回平均１時間内外。月に
６時間として、時給40,00円の
計算になります。
▶なお、議事録２年分を見まし
たが、事前に調査したと思える
質疑はほぼ皆無でした。
「半年欠勤で 140 万円
ゲット」したって？
▶病気のために、2010年 5月
から、夏の参議院選挙、区長選

挙の間を含めて、まったく会議
に出席せず、勤務なく、10月に
辞職した委員がいました。なの
にその間の報酬額約140万円が
満額支給されました。
▶地方自治法の趣旨は、選管委
員は非常勤なので、勤務した時
のみ支給するのが原則なのに、
です。
この条例、違法じゃない
の？
▶残念ながら、形式上は適法で
す。法律は、月額で定めること
も「できる」規定になっており、
杉並区の条例は、それを採用し
ています。病欠の場合の規定は
なし。
▶ただし、裁判所の判断は違う
かもしれません（勤務実態の少ない
事例で、条例を違法とする高裁判決が出
ている）。

誰が決めたの？
▶報酬額は、区長の諮問を受け
て報酬審議会が答申。なおメン
バーは区役所御用達の方々ばか
りで、一般市民はいません。
▶区長はそれによって条例改正
案を議会に提案。議会がＯＫ（可
決）することで、実効性をもちま
す。つまり、議会が決めるのです。
で、杉並区議会は 何し
たの？
▶さすがに、他の議員たちもこ
の事例はおかしいと思ったよう
です。奥山は全会派に条例改正
の呼びかけをしましたが、趣旨
には賛同しても詳細事項の相違
等もあって、賛同人が（４名必
要。すぐろ議員と奥山の２名し
か）集まらず、提出できません
でした。
▶力及ばす申し訳ありません。

奥ちゃん

「選管委員は、区議や
区執行部のおいしい
天下りポストでもあ
る。まずは日額制に
して、税金の無駄遣
いを是正したい」

東 京 新 聞（2011 年 1 月 7 日 ） の
インタビューに答えた奥山コメント
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■杉並区議の報酬の金額：削減
すべき 18 名→ 700 ～ 800 万
円にが最多。現状でよい 5名。
■議員定数は多すぎる？　削減
すべき 12名→ 30人前後に。む
しろ報酬を下げるべき 3名。
■路上喫煙に２千円徴収してい
ること：もう止めるべき 8 名
（過料はおかしい 3名。徴収費
用がかかり過ぎ 3名。現状でよ
い 10名。何とも言えない 3名。
その他 5名）。

■ホームレスが資源ごみ置き場か
ら、本を持去ることは：禁止すべ
き 5名。ホームレスには禁止不要
15名。何とも言えない 3名。
■ごみの減量は？　している 27
名。特に何も 1名。その他 2名。

防 災 ま ち づ く り
災害に強いまちづくり
を！
▶言うは簡単ですが、、相当に
困難です。例えば、今回のニュー
スP３の「木造密集地域事業」
の質疑を参ご覧下さい。
▶地震が起きた時、介護施設な
らともかく、一般家庭の方々を、
区の職員が避難誘導する仕組み
は、とうてい取れません。自分
で逃げられない方は、誰かに頼
んでおく、少なくとも安否確認

区 政 懇 談 会
●4月 29日（金・祭）午後3時～5時
●あんさんぶる荻窪（ガラス張り７F建物）
　「４Fの 第１教室」と覚えてきて下さい。
　　※「杉並を耕す会」で会場予約しています。
　　○参加費：無料　○予約；不要

してくれる人を決めた方がよいか
と思います。
防災計画の 前提の見直
しが必要
▶今回の地震では、役所が被災し
た例が多発しました。このような
事態は計画の想定外。その場合、
避難所に食料や水が迅速に届けら
れないこともありえると考えねば
なりません。
▶自宅避難の方への支援物資の配
送は、ルートを確保できないかも

かもしれません。
不安な高齢者は登録を
▶「安心ネットワーク」にご登録
して下さい。、避難所に逃げている
かどうかを民生委員が確認してく
れます。申込先は「ケア２４」（お
近くの場所は「#8800」までお問い合わせ
を）。ただし、これで万全というわ
けでは、まったくありません。
▶今回、杉並で大震災が起きた場
合、一人暮らしの高齢者への救援
はどうなるかと調査しましたが、
残念ながら現状は、かなり厳しい
ものがあります。

新宿→JR

あんさんぶる荻窪地図：駅徒歩３分

ココ

荻窪駅
西口↑

環
八
↓

　 　
ご回答ありがとうご

ざいます。生ごみ処理
やってますという方が多
いですね。区議の報酬は現
状でよいという方も、少
なからずいらっしゃるこ
とはびっくり。ホームレ
スに暖かいのも嬉し

いです。

'10 秋 の 区 政 ア ン ケ ー ト 集 計 報 告
■生ごみの段ボールコンポスト
は？すでに生ごみ処理している 8
名。やってみたい 4名。詳しく知
りたい 7名。その気なし 3名。そ
の他 1名。
■ご関心のあるテーマは？
①税金のムダ遣い（21）、②ごみ問
題（12）、③障害者問題（14）、④
高齢者福祉・介護保険（18）、⑤格差・
貧困問題（12）、⑥景気回復（10）、
⑦住基ネット（5）、⑧男女平等（4）、
⑨動物（6）、⑩タバコの分煙（8）、
⑪年金・医療（13）、⑫子育て支援
（11）、⑬いじめ・子ども虐待（10）、
⑭日の丸・君が代問題（7）、⑮そ
の他（環境）奥ちゃん

決算・予算委員会の
動画中継を、ぜひご
覧になって下さい。
テンポよく切込んで
います（言葉が乱暴なの
は質問時間の節約のため）。
区議会HPの「委員
会中継」から、奥山
を探して下さいね。
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◆2010年11月22日（第四定例会）

共通番号制度ー本格的国民
総背番号制度のスタート !!
【解説】野党時代、住基ネット廃止
法案を数度提出した民主党は、い
ま納税の公平性を口実に、あろう
ことか、本格的国民総背番号制度
である「共通番号制度」を推進中。
【質問】納税者番号制度を導入する
ことで、全ての人や事業者の収入
額を完全に把握することが出来る
のか。
【答弁】正確な所得捕

ほ そ く
捉が完全に行

われるわけではない。税務機関が
資料情報のすべてをマッチングさ
せるには膨大なコンピューター処
理が必要で、コスト面に限界があ
る。事業者の経費が個人用か事業
用かの区別は番号を付しても判ら
ない。
欠席委員に満額支給ー
140 万円ゲットはおかしい！
【質問】選管委員の1名が5月こ
ろから会議に全く出席せず、結局
辞職(なお、この間選挙が3つあった)。
勤務しなかった委員に報酬を満額
支給したが、適法だと考えるか。
【答弁】条例の規定で支給し適法。
支給制限を設ける考えはない
＜P1で解説しています＞
◆2011年 2月15日（第一定例会）
高齢者虐待防止とケア
24体制の充実を
【質問】虐待の早期発見のために
もケア24(地域包括支援センター )
の訪問や相談の充実は必要。人

2010 年 第 四、2011 年 第 一 定 例 会 (抜粋、要旨)        

一 般 質 問・ 委 員 会 質 疑 反 対 し た 議 案 の 一 例
員体制は大丈夫か?
【答弁】安心おたっしゃ
訪問の実施にあわせ、人
員体制の強化を図る。
◆2011年3月2日（予算特別委員会）

給与の先払いはおかしい
【解説】職員の給与のうち基本給
部分は15日にその月の全額を
支給。つまり半月分先払い。
【質問】先払いはおかしい。先払
いの間の利息は、本来なら逸失
利益となるがいくらか。
【答弁】条例に従って支給している。
利息は半月分で12,330円(普通預
金。0.02%)。年間14万7千円。金
利がいまの10倍にでもなったら
考える。
◆2011年3月8日（予算特別委員会）

防災まちづくりー高円寺
南・阿佐谷南地域ー木造住宅
密集地域整備事業　全く進ま
ず！　震災に間に合わない !?
【解説】阿佐谷南、高円寺南の馬橋
通り(杉六小通りの南部地域)は、防
災拡幅の計画がある。しかしその
旨広報した後でも、拡幅に非協力
な建築が続いている。
【質問趣旨】こんな危険な地域な
のに拡幅が進まない。強制的な手
段は、望ましいとは思わないが、
可能なのか。
【答弁】ニュースを配布し戸別に
訪問して、広報に務めてきた。(強
制的な手段ではなくて)今後もご理解
とご協力に務めていく。

◆2011年 3月11日
◆ 2011年度一般会計
▶山田宏前区長の時に比べて、
例えば「安心おたっしゃ訪問事
業」、「赤ちゃんすこやか訪問事
業」の拡充など、区民福祉に目
配りの利いた予算になっている。
▶しかし子ども手当は趣旨は賛
同するものの、埋蔵金の出てこ
ない状況での支給には疑問があ
る。また住基ネットの予算計上
も、容認できない。
■特別会計全て
■国民健康保険議案
▶今回保険料の算定方法を変更
した。中所得者は負担減となる
一方、低所得者は増となる。そ
もそも制度の根幹を見直す必要
がある。

◆精神障がい者に福祉手
当を支給する条例
▶現在、精神障がいの人には手
当が支給されていない。杉並区
では独自財源で支給制度を創設
（１級のみ対象で月額5,000円とは、他
障がい者に比して少ないとの声あり）。

議員ボーナスを廃止する
条例案ー奥山たちが提出
▶賛成７名しか居ず、否決され
た。しかし廃止に反対する意見
でも、「報酬のあり方についての
議論は必要」との認識が示され
た。

賛成した議案の一例

この紙は古紙配合100％、白色度68％です。

聴@東京高裁。
●1  /25(火):個人情報保護審査会
で、予選編成過程の非開示に対する
不服申し立ての陳述。
●1  /26(水):子ども虐待（保坂展
人フォーラム）
●1  /27(木):成年後見制度＠四谷
●1  /30（日）：京王線地下化をめ
ざす集会＠上北沢。
●1 /31(月):杉並区改革検討部会
●2 / 2(水):予算説明受ける
●2 / 5(土):立候補説明会。
●2 / 7(月):ホームレス支援のイン
タビュー受ける。

●2/8（火）：議案提出（欠勤委員
に140万円支給！　条例の改正）
の議員賛同者集め→ならず。
●2 /11（金）：ピンクのチラシの
内容確定。
●2 /12(土):本会議初日。
●2  /14(月)：本会議。
●2  /15(火)：本会議。登壇日。
●2  /16(水):本会議。議会改革部
会(第2回)。
●2  /17(木):区民生活委員会。
●2  /18(金):交通センサスの個人
レクチャー受ける。
●2  /22(火):若竹会見学会:太陽

の家@日の出町。グループホーム
と陶芸の作業所。
●2/24(木):議会改革部会(第3回)。
●2/25(金):道路交通対策委員会。
●2  /28～3/10:予算特別委員会
●2/28(月):住基ネットセミナー「共
通番号との闘い方」@飯田橋。
●3 /4(金):議会改革部会(第4回)。
●3/8(火):田中良区長就任パーティ
@京王プラザホテル。会費１万円。
●3/ 10(木):朝日新聞インタビュー
（テーマ：23区の議会改革はなぜ進
まないか）
●3/ 11(金):本会議(最終日)。東

日本大震災。議会改革推進決議を全
会一致で採択。
●3 / 12(土):家で作業と地震の片
付け。配布チラシ印刷。
●3  / 23(水 ):立候補事前審査。 
●3 / 25(金):杉六小の卒業式。
●4 / 1(金):震災ヒアリング(杉並
区対応について)。
●4  /  3(日 ):支援バザー販売ボ
ランティア@桃井はらっぱ広場、
「STOP原発 守ろう子ども」集会。

議 員 提 出 議 案
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杉 並 ス ケ ッ チ・・・2011-4 月 春 号
▶杉並は広い！ 各地の動きをお届けします。

【善福寺～久我山地域】
外環道路 
▶2005（平成17）年度の交通
センサス（量）データがすべて出
る。すでに次の2010年の調査も
終わった頃だと言うのに。

【高円寺北】ブログ名：「警大
跡地市民フォーラム」
警大跡地裁判
▶警察大学校跡地（中野・杉並）
の防災公園の面積縮小をめぐる
2つの裁判。
▶次回期日6月3日(金)10時
15分から東京地裁522号法廷。

【高井戸・浜田山】ＨＰあり
三井グランド環境裁
判 （地裁と高裁は同じ建物です）
▶次回第13回控訴審：5月25
日（水）午後2時～午後3時頃。
東京高裁10大法廷▶三井グラン
ドは、関東大震災以後グリーンベ
ルトを築くべく、東京都が定めた
緑地計画の一部。

「活動日誌」（抄）

奥山のブログにもアップしています
（もっと詳しいです）。

●11/20(土):第三定例会初日
●11/21（日）：開かれた議会をめ
ざす会運営委員会
●11/22(月):一般質問登壇、ホー
ムレス支援相談受ける@下高井戸
●11/24(水):座・高円寺調査
●11/25(木):本会議。
●11/26(金):区民生活委員会。

●11/27(土):井上輝子さんシンポ
●11/28(日):開かれた議会をめざ
す会秋のシンポジウム「私たちが考
えた議会改革の特効薬」@大久保
●11/30(火):和田中夜間塾控訴審
傍聴@東京高裁。高齢者虐待ヒア
リング、本会議(議案議員のボーナ
スに意見)、路上喫煙相談受ける。
●12/   1（水）：テープ起こし（自
分の一般質問）。
●12/   3(金):議案書書く(会議規
則改正)。タバコ議連忘年会。
●12/   4（土）：新旧対照表書く（会
議規則改正）。

●12/   5(日):検察を糾弾する会司
会。@日比谷野音
●12/   6(月):道路交通対策特別委
員会。税金探検隊@西荻
●12/ 7(火):議会最終日(議員提
案議案提出)「八ツ場ダムはなぜ止
まらないのか」上映会＠阿佐ヶ谷、
●12/   8(水):ゲストティーチャー
@富士見ヶ丘小学校。
●12/ 9(木):区政懇談会@西荻
●12/ 10（金）：段ボールコンポス
ト修理。
●12/ 11(土):学習会「教科書:沖
縄・横浜..杉並」@阿佐ヶ谷

●12/16（木）：勉強会座標塾「『国
民』の超え方」＠文京区。
●12/17(金):行政ユニオン学校用
務撤退の情報聴取@板橋。
●12/19(日):DVシンポ(自治体の
報告他)@お茶の水女子大。
●12/20(月):議会運営委員会傍聴
(定数削減→継続審査)。
●12/22(水):住民監査請求('09年
度政務調査費)陳述傍聴。
●12/23(木):レイバーフェスタ@
飯田橋。反天皇制学習会「大逆事件」
●1 /10(月):成人式に臨席@荻窪。
●1/14(金):精神障害者作業所交流

会に参加@永福
●1  /16（日）：ロベルト サモラさ
ん（コスタリカ弁護士。平和憲法訴
訟当事者）の話を聴く＠新宿。
●1/18(火):外環説明会(予定地の
買取り、くい打ち)@西荻区民セン
ター、ホームレス見守り@西荻
●1  /19(水):杉並女性団体連絡会
新年会。
●1  /21（金）：開かれた議会をめ
ざす会運営委員会＠新宿。
●1  /23(日):みどりの未来総会。
エコフェア宣言発表。
●1  /24(月):杉並選挙無効裁判傍

杉並区地図

●

●

●
●

【成田東】いずれも
専用ブログなし
阿佐ヶ谷住宅
建替え
▶地区計画の是非を巡
る訴訟：住民控訴→２
回目期日入る。▶所有
権境界確定の訴訟：高
裁判決。これで確定。

【和田】　専用ブログなし
和田中学 夜間学
習塾裁判ー証人審
理決定！
▶次回期日4月21日（第4
回目）東京高裁424号法廷。
▶なんと高裁裁判長は、目

的外使用を認
めた区の事情
を聞きたいと、
区に証人提出
を命令！　次
の次の期日が
その機会にな
る予定。

【弓ケ浜】静岡県賀茂郡
南伊豆町湊
南伊豆健康学園
▶このほど廃止方針が改
めて示された。'11年で
終了予定。次は特養老人
ホームへの転用の研究を
することに。

【福島県】南相馬市
原発震災
▶合併前の原町市と、
'05年に災害時相互援
助協定を締結。勇壮な
相馬野馬追いが、桃井
３丁目の原っぱを駆け
たこともある。

●

【群馬県】吾妻郡東吾妻原町
コニファーいわびつ
▶杉並区の保養施設（旧「杉並自然村」）。
バブルの時期に70億円もそそいでつくっ
た施設。広大な敷地に木をたっぷり使っ
た本館と、点在するログハウス。
　今回は南相馬市の方々400人の一時避
難場所として、お役に立っている（人数は
その後３分の１ほどに減っています）。

【永福】　
学校統合
永福+永福南小学校
▶統合は既定路線となり、協
議会において、「統合校が目
指す教育について」などを話
し合っている（次回5月17
日(火 )午前10時～＠永福
南小学校。

●

【下高井戸】世田谷区
京王線地下化
▶踏切をなくすため
に、線路を高架＋地下
化する案がほぼ決定状
況。住民は全地下化を
提案し、「京王線地下
化と緑のまちづくりを
進める会」結成。


