
直虎ゆかりの龍潭寺の前で。

めぐみ応援・浜松市政向上委員会
浜松市東区半田山 2-5-10　TEL/053-431-1511
MAIL/megu@megumi-happy.net　FAX/053-544-5451
HP/www.megumi-happy.net

ひどい！
報告書が真っ黒！！
～浜松市の公共施設の事業報告書～

　皆さん、こんにちは。お
元気でしょうか？
　９月議会は、「決算審議
議会」。今年の私の決算の
テーマとして「公共施設の
指定管理」を選んだ。そこ
で、指定管理者制度を導
入している258施設のう
ち、63施設の平成27年度
の事業報告書を資料請求
した。
　ところが、一部施設（浜

松アリーナ、雄踏文化センター、湖南荘など）の報告書
の一部が黒塗りをされて出てきた。収支状況、利用者ア
ンケートの概要及び利用者からの苦情、意見等、事後
評価での指摘及ぶ意見に対する対応状況、指定管理者
による自己チェック、施設運営に関する要望などが黒練
りされていた。その一方、すべてオープンなところもあっ
た。市は指定管理者の情報公開について「指導」する立
場にあるが、指導の結果がこれではお粗末。民間のノウ
ハウが詰まっているから、情報は出せないということだ
けど、具合が悪いから出せないんじゃないかと疑ってし
まう。この続きは１１月議会の一般質問でやります。

 めぐみ質疑１ 指定管理者からの報告書の中の人件費
は、総額の記載しかないため、選定時の積算が人的能
力等の基準に応じた適切な決算になっているかわから
ない。ましてや、どんな資格の人を雇用しているのか、人
件費総額も、みることができない施設ではまさにブラッ
クボックスで、議員ではチェックできない。当局側はどの
ようなチェックをしたのか。
 回答１ 人件費を含めた収支計画や職員配置人数、担
当業務などについては、年度当初の事業計画書への記
入を義務付けており、業務開始後は、月次報告書や最
低年４回以上の施設の立ち入り調査などにおいて履行
状況を確認し、事業報告書で最終のチェックをしてい
る。昨年度からは、社会保険労務士による労働点検をし
ている。（といっても、数カ所のみ）

 めぐみ質疑２ 昨年、天竜壬生ホールで、法人の経営に
課題があり、年度途中で指定管理を辞退したということ
があった。事業者の指定管理業務を含む指定管理者の
法人全体の財務状況のチェックはされてきていたのか。
 回答２ 業務開始後は、モニタリングに加え、第３者委
員を含めた事後評価で経営の健全性などについて確
認。今年度から、毎年の市税完納証明書の提出や、立入
調査時における光熱水費の支払い状況の確認を追加
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木 めぐみ
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★印は議会活動
■は調査活動
○印はその他

めぐみ行動日誌（2016.4.1～10.31)
浜松 Ha p p y化計画
レポート P a r t 2 Happy plan for hamamatsu

■6日　静岡伊勢丹「遠州織物の世界」オープン
■9日　中野晃一さん講演会（静岡）
★15日　浜松女性議員の会、建設消防委員会
　　　 　市民文教委員会合同協議会
■16日　蓮池さん講演会
■17日　「すまいる」設立記念講演会
★27日　行財政改革・大都市制度調査特別委員会

4月

○2日　友愛のさとまつり
○3日 　アクティブ 意見交換会
○４日　浜松女性議員の会　トイレチェック
■5日　医療的ケア児と歩む会と消防局との情報交換会
★6日 　基地対策協議会
○18日　「議員と語ろうNPO円卓会議」
★19日　建設消防委員会、議会改革検討会議
★25日　政務活動研究会、浜松女性議員の会、中区協議会
　　　 　中区懇親会
★27日～28日　行財政改革・大都市制度調査特別委員会視察
　　　　　　 　（東京）
★29日　行財政改革・大都市制度調査特別委員会

7月

■5日　「脱原発セミナー」（東京）
★10日　浜松女性議員の会と副市長との会談
■11日　女性議員を増やす会　なないろの風　夏ミーティング
★12日　行財政改革・大都市制度調査特別委員会
　　　 　大型スポーツ施設調査特別委員会
■15日　戦没者追悼平和祈念式
　　　　富士市子ども療育センターと「でらーと」視察
■17日　「今後の官民連携のあり方について」講演会
■18日　県市町議員研修会（静岡市）
■19日～20日　全国政策研究集会（東京国立市）
■24日　中区協議会（傍聴）
○25日　浜松の福祉を考える会 
★29日　大型スポーツ施設調査特別委員会
■31日　第２回こどもの貧困・居場所を考える会

8月

★2日　建設消防委員会
★5日　全員協議会、議会改革検討会議
★6日　行財政改革・大都市制度調査特別委員会協働センター視察
○7日　カフェ・リベラール
○11日　monami10周年パーティ
★12日　本会議（初日）
○16日　NPO法人 遠州縞プロジェクト設立記念フォーラム
○17日　水窪まつり
■19日　スポーツ文化シンポジウム
★20日　大型スポーツ施設調査特別委員会
★23日　議会改革検討会議、政務活動研究会
○24日　シンエイランド運動会
★26日　全員協議会、本会議、決算統括質疑
★27日　本会議、代表質問
★28日　本会議、一般質問
★29日　本会議、一般質問、こどもの貧困はじめの一歩
★30日　建設消防委員会、社会福祉法人　複泉会　評議会

9月

★3日　建設消防委員会（補正予算、決算審議）
○5日　授産品コンクール（静岡市）
★7日　議会改革検討会議
★11日　全員協議会、本会議（最終日）
■12日　地域公共交通会議（傍聴）、社会福祉法人　復泉会評議委員会
★17日　大型スポーツ施設調査特別委員会
★18日　行財政改革・大都市制度調査特別委員会、浜松女性議員の会
■20日　図書館の指定管理について調査（静岡市）
■22日　子ども育ちレスキューネット　シンポジウム
■23日　イギリスと日本の国民投票、そして原発県民投票（静岡市）
■25日～27日　建設消防委員会視察（和歌山市、宇部市、岐阜市）
■27日　浜松はじめの一歩連携
■30日　女性への複合差別シンポジウム

10月

■7日　複合差別の勉強会（神戸市）
★9日　景観審議会傍聴
○14日～15日　みんなのはままつコレクション　
■14日　福祉講演会（静岡）
■17日　公園と市民協働視察（東京）
★18日　建設消防委員会
○19日　復泉会評議委員会、遠州縞プロジェクト
★20日　議会運営委員会、全員協議会
○22日　手をつなぐ育成会総会
■23日　民間学童保育視察（静岡）
★24日　議会運営委員会、なないろの風勉強会
■26日　浜松女性議員の会　市内視察
★27日　全員協議会、本会議、子どもの未来をつくるコミュニティ

5月

■１日　民間学童保育視察（東京、多摩市）
■4日　こどもの貧困対策情報交換会（東京）
★8日　議会改革検討会議、NPO法人　百姓のチカラ総会
★9日　全員協議会、本会議（代表質問）
★10日　本会議（一般質問）
■12日　落合恵子さん講演会
★13日　本会議（一般質問）
★14日　建設消防委員会
■17日　子ども家庭ソーシャルワーク研究会
○18日　浜松薬剤師会総会
○19日　肢体不自由児親の会総会
★20日　政務活動研究会、議会改革検討会議
　　　　行財政改革・大都市制度調査特別委員会
★21日　全員協議会、本会議、大型スポーツ施設調査特別委員会
○24日　女性議員と女性管理職の懇談会
■25日　キャリア教育シンポジウム
■26日　放課後児童会報告会、こどもミュージカル

6月

TEL/053-457-2479

浜松市政向上委員会 控室
（浜松市役所7階北）

お気軽に
遊びに
きてね！

平成 27年度

決算審査
報告

浜松アリーナの事業報告書の
一部、真っ黒。

●子どもの貧困について
●障害者差別解消法と合理的配慮
●地域防災計画での原子力災害対策
　（避難受入の準備状況なども含む）
●指定管理者制度について　などを予定

めぐみ  一般質問のお知らせ
１２月１日（木）14:00ごろから
＜繋ぐをテーマに＞

傍聴に
きてね！

元気いっぱい号 2016年 秋冬号元気いっぱい号 2016年 秋冬号

人を守ったり、サポートするための制度や仕組みができることは喜ばしい。 1だからこそ、議員は制度や仕組みの方をチェックすること、いつも心がけないといけない。4



やっぱり
浜松って
いいね。

富士市子ども療育センターと「でらーと」視察

県庁にて、なないろの風の記者会見
直虎をイメージした「いちず～夢の行方」を歌うシンガー
ERIKO（雄踏町出身）と一緒に。

OP
EN

犬・猫の殺処分ゼロを目標に！

 「なないろの風」は10月より、県内５カ所でなないろの
風キャラバン2016『HOW TO女性議員～女性議員の
トリセツ』を開催している。
　女性議員との対話の場を設け、これからの地域課題
の解決方法や市民参加などにむけた女性議員の生かし
方についてともに考える場としている。

 「浜松女性議員の会」では、児童養護施設（親が育て
られないなど社会的養護が必要な子どもたちが暮らす
施設）「和光寮」と「清明寮」を見学。社会的擁護の必
要な子どもたちのために、何が必要かを直接確認。
　また、市役所庁内のトイレ（授乳室などを含む）を
チェック。多くの市民が訪れる市役所が暗く、汚く、ユニ
バーサルではないトイレを少しでも快適にできるように
副市長に提案した。

２つの女性議員
ネットワーク

議会改革が少しづつ、
進んできています。

県内の女性議員のネットワーク「なないろの風」

浜松女性議員の会

ERIKO（雄踏町出身）は、直虎をイメージした
「いちず～夢の行方」を歌うシンガー。現在国
指定文化財「中村家住宅」の中村家（家康の
側室の子、結城秀康が生まれた場でもある）
の末裔。直虎が活躍している頃、松下家の娘
が中村家に嫁にいっている。秀吉が花嫁道具
を担いていったとの逸話が残っている。

　平成２７年度殺処分の状況は、犬
28頭、猫452頭。動物愛護センター
が動物園の横にできてから、引き取り
数、殺処分数ともに減少してきている

が、ゼロにはなっていない。飼い主の方
は責任を持って飼ってね。飼い主の高
齢化で施設や病院入所、死亡などで、飼
えなくなるケースが深刻になっている。

 来年の大河「おんな城主 直虎」は、浜松の引
佐地域が主な舞台だが、実は、他の地域もゆ
かりがあるのだ。豊臣秀吉が奉公し、井伊直
政（直虎の許婚の子ども）が一時期養子とな

り、徳川家康が人質時代に遊びに来ていたと
いう南区頭陀寺町にある松下家屋敷跡も忘
れてはならない。

 号泣議員の兵庫県議会、改ざん領収証の富
山市議会など、問題になった「政務活動費」。
浜松市では、政務活動費は議員１人あたり
１ヶ月１５万円を会派に交付されている。市議

会では、会派代表者からなる政務活動研究会
を開き、運用指針、閲覧などについて、議論を
重ね、できるところから、実施してきている。

 浜松市政向上委員会、平成２７年度は、「子
どもの貧困」「放課後児童会」「負担金」「地域
包括ケア」「原子力災害広域避難計画」「エネ
ルギー」「憲法」などを主なテーマとして、活動
し、一般質問や決算審査に活用した。

　特に、子どもの貧困に関して、情報を共有
し、地域のネットワークをつくるために業務を
NPOに委託をした。その後、その活動は社協
や中間支援のNPOの事業と繋がっていった。

おんな城主 直虎のもうひとつの舞台「松下家屋敷跡」

平成２７年度の鈴木めぐみ所属の
浜松市政向上委員会に交付された政務活動費

ERIKO コンサート「The Link」 in 頭陀寺
2017.１/22（日）15:00～
頭陀寺不二閣（元頭陀寺幼稚園体育館）
　　　　　  チケット/￥2,000

9月
議会報告

！
トピッ

ク

平成29年4月から新規に開設
される地域型保育事業（小規模
保育事業・事業所内保育事業）
で増える定員数。待機児童がな
くなるといいな。

救急車を呼んだが、搬送しない
で戻る割合。政令指定都市中一
番低い数値。市民の方々が適切
に情報提供してくださる成果だ。

1 2
3

4 5

数字は
語る！

7.8％ 265人

児童養護施設を訪ねて、浜松女性議員の会

●９月議会から、常任委員会のインターネット中継開始。
　（静岡県内初）
●請願、陳情者からの意見陳述ができるようになった。

未婚のひとり親支援が浜松でも
始まりました。

報告

政務
活動費

収入
支出

研修費
調査研究費 74,612 円　旅費、駐車場代、公文書被写費等

259,269 円　旅費、駐車場代、講師料、運営依託費、シンポジウム参加費等
197,129 円　ニュースレター制作費
34,930 円　駐車場代
20,000 円　資料データ作成費
38,711 円　書籍購入費、新聞購読費、教材費
193,573 円　給与、労働保険料
358,882 円　パソコンリース代、事務用品費、備品購入費等
1,177,106 円

※残額の472,994 円は、市に返還しました。

1,650,100 円（ただし預金利息 100 円を含む）＠150,000×11ヶ月

広報費
広聴費
資料作成費
資料購入費
人件費
事務所費　
合計

浜松市政向上
委員会
政務活動費

時が経つにつれ、制度や仕組みを守ることが優先されてしまう。2
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そのうちに、守るべき人に合わなくなってしまう。 3   


