第８号
さち茂人後援会だより

市政報告
｢静岡市の平成 14 年度当初予算が議会において審議、採決し決定しました！」
2002 年も早いもので 3 か月が過ぎ、新しい年度(H14)が始まります。
新聞の発行が｢遅れている。｣とのご指摘を受けます。申し訳ございません。
私、さち茂人も皆様より暖かいご指導、ご協力を受け３年間の議員活動を経過しました。現在、静岡市･清水市
の合併の話は私の議員生活にも影響がありますが、次回選挙に向けて更なる勉強と皆さんの日常生活のことに気を
つけていきたいと思っております。今後ともより一層のご指導、ご協力をお願い致します。
平成１４年度、予算の特徴、一般会計は１,５１３億円です。
(１)予算運営の変化
ペイオフ対策にて、中小企業への融資が貸付金制度から利子補給制度に変更。
(市民の皆様には直接変化は無し)
(２)歳入は
①市民から戴く市税は落込み気味です。(２７億円の減)
②国･県から戴くお金も減っています。(交付税など)
③このため、特別会計や基金(貯金)取り崩しと市債(借金)で対応しています。
※市債は今までの建設のための借金(利率が高いもの)から､臨時に借りることができる
借金(利率が低い)に変えています。
(３)歳出は
①土木費(建物や道路にかかる費用)が４０億円減っています。
農林水産業費(農業などに使うお金)と教育のための(教育費)お金も減っています。
②総務費(情報公開のためやコンピュータの整備)と民生費(福祉のためのお金)、消防、
災害のためのお金が増えています。
③借金もいつもより多く返しています。
◎ここだけ読めばわかる！！
静岡市の使えるお金は減っていて、これだけは必要なお金(福祉など)は増えてきている。
平成 14 年度予算の中から所属している
健康文化教育委員会にて
《さち茂人の質問内容》
＜健康文化＞
○新事業の茶室のイベントについて
○「静岡まちづくりの学校」について
○「(仮称)南東部複合施設」(公民館)について
○ストリートフェスティバルについて
○静岡まつり、駅南「大田楽」について
○総合型地域スポーツクラブについて
＜教育＞
○幼児教育と幼保一元化(幼稚園と保育園の一体化)について
○完全学校週５日制について
○学校評議員制度について
◎ここで皆さんにお伝えしたいこと
静岡市は現在、いろんな市民のために様々な要望に数多くの
サービスを提供するよう計画、実施しています。
それをうまく活用し、もっと良く
するのも皆さん次第です。
さち茂人もいろんな情報を提供
できるように心がけますので、何
なりとお問い合せください。

さち茂人１年間の視察日程(Ｈ１３年度)主なもの
5 月 １日 新潟市(政)芸術文化施設とワールドカップ競技場
5 月 31 日 岩手県遠野市(政)地域風土､文化と教育振興について、
昔話を取り入れた教育
7 月 ９日 岐阜県多治見市(岩手市議の会)
8 月 ３日 吉田町、榛原町、静岡空港予定地 ほか(政)
8 月 ７日 浜松市 子供科学館(政)
8 月 ８日 袋井市 エコパ(政)
8 月 21 日 河津町フラワーパークのバガデル公園(第３セク)(政)
8 月 23 日 福島県常葉町 昆虫を取り入れた町おこし。(政)
8 月 27 日 東京都 ＩＴ電子行政について 富士通ショウルーム
9 月 ３日 千葉市 政令市、ＰＦＩ事業について（自民政調会）
9 月 ４日 さいたま市 政令市について（特別委員会視察）
9 月 ６日 北谷町､宜野湾市､名護市 コンベンション開催
沖縄サミットについて(政)
10 月 15 日～17 日 北九州市、久留米市（常任委員会視察）
11 月 ５日 佐賀県伊万里市、長崎県平戸市（自民一期行政視察）
11 月 11 日 韓国 日本大使館(歴史教科書などについて)
ソウルサッカースタジアム
2 月 ４日 高松市､徳島市
駅前開発と生涯学習センターについて(政)
3 月 25 日 熊本市、福岡市（自民党政調会にて）
政令指定都市について
3 月 28 日 群馬県富岡市、藤岡市 ハイウェイパークについて(政)
※Ｈ13 年度は政務調査費(会派の研究調査に使用できる公費)を特
に活用し、今回は自分の所属する委員会で文化施設(スポーツ)、
教育施設を主に視察しました。

「静岡と清水が一緒になったら」

静岡と清水の合併の話だけど、ついに「合併協議会」で合併すべきと結論が出たね。

Ａ 夢の政令指定都市実現に向けて、前向きな気持ちを市民みんなで持ちたいね。

Ｑ

Ｑ ところで、具体的なメリット、デメリットだけど・・・

ことはないと思う。あったら、それは早期に解決すべきだよね。ただ、言い訳になるけど

Ａ うん、前回も言ったと思うけど市民への行政サービスが合併したから、直接悪く変わる

合併するにしても、しないにしても現在のシステムの中で僕達市民は、税収以上の

サービスを受けている事をまず理解してほしい。そして今後の少子高齢化により、

何か対策を考えなくてはならない。

受益者負担の原則（サービスに見合った料金）や今までの税金では賄えない場合、

Ｑ 僕たちは今まで何不自由なく生活してきたから、今後は大変になるということかい？

ところで、メリット、デメリット

Ａ そー理解してもらえるかな。それから１年、２年の早い時代の変化に対応すべく必要で

さち茂人後援会事務所へ

ではないけど合併したら、みんなの生活でこーなるんじゃないかって思える物を私見を

ごみ

印鑑証明 300円
戸籍謄本 450円
住民票
300円
一般家庭ゴミ袋
平均一枚9円
事業所ゴミ袋
45㍑ 一枚167円

一般家庭ゴミ袋
平均一枚6円
処理業者との契約
１ｔ約５～７万円
50㍑ 2500円～3500円
65歳以上平均基準
2,967円

介護保険料

65歳以上平均基準
3,109円

幼稚園の
保育料

公立 保育料 7,500円
入園料 2,400円
私立40園(学校法人35園
に実施)
補助金 1億293万円
75歳～ 3,000円(毎年)
85歳～ 5,000円(毎年)
88歳と100歳以上に
お祝い品を贈呈
地下水汲み上げ分散型
一般世帯１か月
30立方㍍ 3,910円
平均事業所 58,100円

公立 保育料 7,500円
入園料
0円
私立16園
補助金 1348万2千円

一般世帯一ヶ月
30立方㍍ 3,850円
普及率 69%

一般世帯一ヶ月
30立方㍍ 3,410円
普及率 52%

敬具

詳しくは・・・

ない公共サービスも見直し、減らすべきだろうね。

保育料

ますが、万障お繰り合わせの上ご出席くださいますようご

※出欠のお返事は不要です。当日そのままお
越しください。

含めて整理してみたから、表を参考にしてみて。

税で徴収
どちらかというと万遍な
くとる
比較的万遍なくとられる｡ H14年度中に決まると思う｡料金は安くなる人も高く
高所得者は静岡市より安 なる人もいるので自分で調べて下さい｡
いが基本的に静岡より高
い｡
静岡市と同じ
変わらない。

することになりました。ご多忙の折、大変恐縮ではござい

日時：平成１４年５月１１日（土）
ＰＭ７：００より
場所：静岡ベルアージュ
静岡市八幡１ー４ー３８
TEL ０５４－２８６－２２０９
会費：２,５００円

Ｑ へぇー、こうしてみると隣の市といえども違うんだね。

料金で徴収
低所得者に手厚く､高所得
者からたくさんとる
高所得者ほど高い保育料
をとられる｡
静岡市の方が安い｡

さて、今年も早いもので３か月が過ぎ、さち茂人後援

記

これはほんの一部で「説明しにくいものだ」ってわかってほしいな。ちなみに某新聞で

国保

500円ｱｯﾌﾟし3,000円になるでしょう。
法律上の理由でアップします。
将来は料金でとるでしょう｡(合併して一年の間に新
しい方式になる)

手数料

案内申し上げます。

Ａ そーなんだ。今回出来るだけ金額で比べてみたんだけど・・・。

比較と内容とこうなるかも(さち思案)

均等割 2,500円

日頃は、さち茂人後援会の活動につきましては多大な

会としましては益々の躍進を願い、総会を下記の通り開催

同じように両市の比較をして、こーなる？って話を記事に載せてたから見てごらんよ。

清水市

均等割 2,500円

こととお慶び申し上げます。
るご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

また、君はこの合併を通して、どうしようと思っているんだい。

静岡市
市民税

拝啓
陽春の候、皆様方におかれましては、益々のご健勝の

Ｑ この表を見た限り、そんな静岡市民は得しそうもないと思うけどどうだい？

かけ、意見していきたいと思う。

Ａ せっかく、合併するチャンスなんだからこうした事務事業のすり合せの時に行政に問い

Ｑ 君は具体的にはどーしたいんだい？

上げるべきだと思っている。

Ａ うん、僕は公立と私立の幼稚園の格差を狭めるために、公立幼稚園の料金をこれを機に

二つ目に、保育園の料金にも目を見張り、保育料の適正な金額が決まるよう気を配り

たい。他にもいろいろあるんだけど・・・。

それから「静岡市民は得しない」って言ったけど、今回僕が上げた比較では確かに得し

活用した静岡の地場産品の宣伝も出来るだろうし、水源は興津川が増えるし、将来の

そうにないと思うよ。だけど、清水と一緒になれば市内電話料金になると思うし、港を

可能性は広がると思わないかい？

本当に何回も言うけど、これから僕達一人ひとりの市民がもっと良い街、新静岡市を清水

と一緒に築いていくんだ。僕は田舎の街の政令指定都市として、今までにない政令市実現

Ｑ 確かに・・・

Ａ
をつまり権限を持ちながら、それをうまく活用できる行政、市民がそこに住み地域との

つながりを大切にした暖かみのある街をつくっていこうと思っている。

どうだい様子は・・・

ホントに外でも家でも忙しいよ。

Ｑ そーだね。みんなで頑張りたいね。ところで引っ越したんだってね。

Ａ ・・ ・。

さち茂人後援会総会のご案内

敬老の日の
お祝い金

上水道

下水道

TEL ０５４－２８７－０９３９

77歳 1万円
88歳 2万円
99歳 3万円(100歳も)
表流水(興津川)
一般世帯１か月
30立方㍍ 3,200円
平均業務用 66,550円

清水の事業所は静岡方式で回収するとすごくごみが
安くなる。
静岡は変わらないだろう。

静岡市は上乗せサービス69円が含まれているが､単
純に考えれば静岡は安くなる？かも
ただ保険料は数年で見直される為､両市とも上がる
かもしれないし､一時的に下がるだけ?
公立の清水市内の幼稚園は公私の格差がでないよう
に入園料をとることになると思う｡
清水の私立幼稚園は静岡並みの補助金を交付される
と思う｡これによって清水は保育料に変化があるか
も？
お祝い金の是非も含めて､今後検討されるが当面は
現状のままでいくと思う。
(市民からの反対がなければ・・・)
静岡の方が高い｡ 710円の差が生じる｡
事業所では8,450円静岡の方が安いが､月の利用が
100立方㍍を超えると清水の方が高くなる｡
清水は大きい会社に高い料金設定
H16年頃に見直し､徐々に金額をあわせる｡
急に高くなることはなさそう｡
静岡の方が440円高い｡
ただし､清水市は一般財源から赤字補填をたくさん
しているので安い｡
静岡方式で計算すると､清水の方が料金が高くなる｡
H15年から徐々に合わせると考えられる｡ちなみに両
市の普及率は63%になる｡

編集後記
春眠暁を覚えずとか何とかありますが、ふぁ～～！？眠いのは春のせい？なのかしら…。
いーや違います。久々の登場 27 歳β君！春の訪れを待ちわびて、はや２年。今だに恋と縁のない日々
と思いきや、なんと！恋コガレル素敵な女性と出会ったそうでございます。
しかし、なかなか奥手なβ君…自分の気持ちを伝えられなく日々私〆に相談をするのです。
「いーかげんにしてー♪」って感じ。
新聞の発行が遅れました。誠に申し訳ございません。

平成 14 年 4 月吉日発行
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