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精算払いをしており、区分計理している。
資料について
は個人情報の問題もあるので委員会での閲覧とさせて
ほしい。」との答弁がありました。
11月は決算委員会で、平成16年度の一般会計、
特別会
決算制度の改革を
計、企業会計の決算の審査を行っています。
決算の作成は法定されていますが、
現在の自治体決算
ここ数年、
小規模工事問題
（架空工事や過大支払い）
や は財務会計の現金使用報告のみであり、事務･事業の評
入湯税問題
（温泉でないのに入湯税を取っていた）など 価はないし、
その反省が次の予算編成へと反映されるプ
が指摘されています。
ロセスがありません。
どのように予算を使ったかを追及
御津町・灘崎町関係決算審査特別委員会は、地方自治 できても、
その改善手続き、予算へのフィードバックシ
法に違反した会計処理や事務手続きが行われていたり、 ステムがないのです。
交際費の不適正処理が明らかになり、
審査は継続され、
改善策として、
まず決算を早く作り、その結果を次年
決算は来年に持ち越される見通しです。
度予算作成に反映させることです。
民間企業なら、5月中
一般会計では、
公営企業法を全部適用し、独立採算と 旬には3月期決算の結果が発表されます。ふたつめは中
なった市民病院の職員28人分の退職金が、
15年度と同様 間決算制度を設けることです。
会計年度が終わるまでわ
に市長部局から支払われていました。
公営企業法の原則 からないのでは対応が間に合いません。
半年で一旦決算
に照らして、早急に是正すべきと考えます。
を出してみて、
その結果で残りの活動を修正していけば
エックス社にドームの委託をするときの約束だった、 より効率的な予算運営が可能となります。
この二つは法
ドームとアクションスポーツパークの区分計理につい 改正の必要はありません。
市当局のやる気の問題だとい
ては、まちづくり担当局長から「ドームについては毎月 えます。

⑥会派
議会は合議制の意思決定機関なので、
多数の意見で物
事が決まります。
そこで、
同じ意見、
考え方などをもった
議員が集まり、
自分たちの意見を強く打ち出すために結
成されるグループが「会派」と呼ばれるものです。
岡山市には、現在、6つの会派があります。
「公明党岡山市議団
（10人）
「
」日本共産党岡山市議団
（5
人）
」
この2つは言うまでもありませんが、
名前の通り、
政

党所属の議員で構成されています。
「新風会
（14人）
」
は萩
原前市長のシンパの集まりでしたが、今回の市長選で
は、高谷派・熊代派それぞれの支援に分かれたというこ
とです。
「政隆会
（11人）
」
は、
主に2期目の保守系議員の集
まりでしたが、御津町・灘崎町との合併を機にそれぞれ
の町出身議員が加わりました。
「 無所属市民の会
（6人）
」
は、下市このみが所属しています。
民主2・保守1・いきい
きネットワーク出身2の混成会派です。
「ゆうあいクラブ
（8人）」
は、保守系と労働組合出身の議員で構成された、
混成会派です。
（は）

＊11月27日（日） わいわい広場−私たちの声を国会に届けましょう!!− （13:00 岡山東公民館）
＊11月28日（月）「共謀罪」学習会 （19:00 さんかく岡山 主催：ピースサイクルおかやま）
＊11月28日（月）〜12月20日（火） 11月定例市議会
＊2006年1月29日（日） ボウリング大会 （13:30集合 岡山フェアレーン）

労働相談なんでもライン／ TEL&FAX 086‑270‑5350 ／相談無料･秘密厳守

りをみせています。自治体が風力発電に取り組むのは
どういう理由があるのでしょうか？
環境に優しい自然エネルギーとして注目されている ■町おこし
■町おこし：現在、日本にはまだ風力発電はあまり普
風力発電の先進地である、高知県梼原（ゆすはら）町、 及していませんので、風車は目立つ存在です。風車を
愛媛県伊方町で風力発電の勉強をしてきました。
建設することは、町のシンボルとなり、風車を中核と
高知県中西部、愛媛県と県境を接する梼原町は、北 した「風の町」といった町おこしが期待できます。
を四国カルストに西を 1000 ㍍級の山々に囲まれ、四万
もともと、風力発電が出来るぐらい風の吹いている
十川の源流域に位置しています。
地域では、それがその地域の資源であり、それを利用
梼原町風力発電所は、1999 年 12 月、標高 1300 ㍍の することができる風力発電は魅力的といえ、実際に、
四国カルストに設置されました。総事業費 4 億 4500 万 観光用として風車を立てている自治体もたくさんあり
円のうち地域新エネルギー等導入促進対策費という補 ます。
助金 1 億 8400 万円で、出力 1200 ｋＷの大型機 2 基の大 ■将来的な地域の自立
■将来的な地域の自立：地域をどう発展させていくか
規模集中型風力発電所を直営で施工しました。
ということを考えるのは地方政府たる自治体の役割で
その後、特別会計で運営しており、大きな修繕等が す。その地域の自立を考えた中で、エネルギー面にお
ない限り、一般会計からの繰り入れはありません。15 ける自給政策として、自らの地域の資源を使う風力発
年度収支決算では、約 4450 万円の売電収入があり、必 電にかける期待は、大きいものがあります。
要経費を除いた約4000万円が環境基金に積み立てられ
また、風力産業を育て、それを中核産業として様々
ています。そして、間伐や新エネルギー設置の助成金 な産業連関を形成していくという期待もあります。
■啓発
として、一般会計に繰り出しています。
■啓発：風力発電は、環境保全についてよいイメージ
を持っており、風という自然資源をプロペラの回転と
四国の最西端、佐多岬半島の中央部に位置する愛媛 いうかたちで見ることもできますし、目立ちますから、
県瀬戸町（現在は合併して伊方町）では、1991 年、瀬 環境保全のシンボルとなり、啓発につながります。
戸町農業公園に 100 ｋＷの風車１基を建設し、その電 ■自治体所有の社会的意義
■自治体所有の社会的意義：風力発電の初期段階は、
気を温室や活性化センタ−の電源に利用したのが風力 経済性がないので、すぐれたシステムでも、その導入
発電のスタートでした。
は民間市場には馴染みません。そこで、自治体など公
その後、第３セクターが事業主体となり、標高330㍍ 的セクターが、公共性を軸に、税金で初期投資してい
の山頂部に 1000 ｋＷの風車 11 基のウィンドファーム くと、生産コストが下がり、経済性が高まり、普及へ
を建設し、2003 年 10 月から営業運転を始めました。年 つながります。つまり、風力
間 6850世帯の電気がまかなえ、20,400㌧の二酸化炭素 発電を普及へ導く橋渡し役的
の排出抑制ができます。
存在として、自治体は社会的
昨年、太陽光発電パネルをのせたトイレなどを整備 に重要な役割を担っていま
し、くつろげる公園になりました。
す。経済性が高まり、普及し
旧伊方町には、伊方原子力発電所があり、風力発電 始めても、自治体の風力発電
と原子力発電のある町になっています。
による収益は、地域のために
還元されるので、域内循環を
風力発電にはこんな意義が
形成するという意義も合わせ
ここ数年で、自治体による風力発電の関心は、高ま て持っています。
10 月 16 日伊方町にて

【第5回】
11月定例市議会へ、
両町との法定協
設置議案提出か？
11月9日に御津郡建部町、
11日には赤磐郡瀬戸町が、
岡
山市に法定合併協議会（法定協）設置を求める申し入れ
を行いました。
4月に
「県南政令市構想（岡山市・建部町）研究会」を設
置した岡山市と建部町は、
すでに研究成果をまとめてお
り、10月25日に開催された最後の会合では、法定協設置

の方針を確認していました。
また、
瀬戸町からの申し入れは、
8月16日の岡山市の呼
び掛けに回答するものです。
瀬戸町は、
02年7月に岡山市などと合併・政令市の研究
会を設立するとともに、
同12月、
赤磐郡5町での法定協に
も参加。翌年5月、
同市との研究会から離脱し、赤磐郡で
の合併を目指していました。
しかし、
04年1月に赤磐郡で
の法定協から脱会し、
岡山市との合併協議を進める方針
を選択しました。
岡山市、
瀬戸町、
建部町が合併した場合の人口は、
69万
1026人
（10月末現在）
で、
70万人程度と言われる政令市移
行の人口要件に近づくことになります。

