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酒井隆議員に辞職勧告、全会一致で採択

今回の議会での一番の収穫は、酒井

隆議員に対する辞職勧告決議が全会

一致で採択されたことです。

当初、黎明（角田、塩見議員）＋共産

党＋伊木、および公明党から別々に決

議案が提案されようとしていました。伊木

はこのような事案は複数の議案を採決し

て票が割れるよりも、内容をすり合わせ

て全会一致で採択する方がよいと主張

しました。幸い、両陣営ともその努力をし

てくださり、全会一致という形になりまし

た。議会の良識が示されたと思います。

しかし、あくまでも勧告ですから、辞職は

酒井議員の判断です。この決議の意義

は、酒井議員のような嫌疑をかけられると

辞職を勧告されるということをベテラン保

守派議員も含めて全会一致で確認したこ

とです。もし、現職議員の中から同様の嫌

疑をかけられれば、当然辞職することに

なるわけですから。議員に対

する多少の抑止力になるは

ずです。

ハイライト：

• 1日も早く市民の病

院をつくろう！

• 議長、正副委員長決

まる。議会刷新への

道遠し。

• 酒井隆議員に辞職

勧告の全会一致に

努力！

• 全員協議会公開へ

反対勢力も依然あり

• クリーンで開かれた

議会・市政のために

傍聴に行こう！

６５９５票の重みを感じつつ、議員生活スタート！
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伊木まり子と

生駒の未来をつくる会ニュース

議長は反市長派の井上充生氏に！ 議会刷新への道遠し
5月14日、選挙後初めての議会が開

かれました。議題は正副市議会議長の

選出と各種委員会委員の選任です。正

副議長は議員の互選で選ばれ、委員は

議長が指名します。

議長と言えば、誰でも思い出すのが酒

井隆議員。現在、背任とあっせん収賄の

疑いで拘留されています。この後任だけ

に、議長が誰になるかは大きな関心事で

した。「生駒市議会は変わりました！」と

言えるかどうかが問われたのです。

ところが、正副議長には高山開発推進

派で反市長派の井上充生氏とそれを推

した新人の樋口清士氏がいずれも10票

で選ばれ、伊木は6票で次点でした。市

長派でも反市長派でもないと目されてい

た議員の内、4人が反市長派と組んでし

まったのです。

さらにもう一つ。議長から４つの常設委

員会と３つの特別委員会の委員が示され

ました。伊木を議長に推した議員はだれ

も正副委員長にはなりませんでした。

う～ん、改革への道は険しく、そして遠

い、そう実感した初議会でした。市民のも

う一押しが４年後には何とし

ても必要です。

去る4月22日、生駒市議会議員選挙

で、思いもよらぬ6595もの大量得票で

トップ当選させていただきました。市民の

みなさんの大きな期待と責任の重さを痛

感しています。選挙は終わりましたが、本

番はこれから。議会で公約実現にがんば

ります。今後ともどうぞ温かい御支援と鋭

いご意見、そして時には叱咤激励を伊木

まり子にお寄せくださいますようお願い申

し上げます。
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私、伊木まり子は無会派でいきます！
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４月２２日に当選証書を付与さ

れた後、無党派の新人議員全

員と意見交換を行いました。主

に会派をどのように組むかという

点でした。会派とは議会内での

グループで、３人以上で組むと

議会運営委員会に委員を出せるなどの利点があり

ます。角田、塩見議員が作った会派「黎明」とは何

度も話し合いました。新人の樋口、中浦、谷村議員

の「草創」とも話し合いました。いずれからも一緒に

やりませんかと誘われました。会派届けの締め切り

日、５月１１日まで話し合いましたが、結局、次のよ

うな理由で１人でやっていくことにしました。

私は病院問題を山下市長と一緒に考えてきまし

た。しかし、それ以外の問題については市長と意見

交換をしたことがほとんどありません。黎明の２議員

は市長が代表を勤めていたさわやか生駒の役員で

す。市長と共に歩んでこられ、市政改革、議会改革

を最優先課題として掲げておられます。反市長派

議員との意見の相違も明らかです。私は新病院建

設を最優先に考えています。病院問題は命に関わ

る問題で、本来超党派で考える問題です。どのよう

な方とも党派、会派の枠を越えた率直な意見交換

のできる立場、すなわち無会派でいることが、新病

院建設への近道であろうと考えたのです。

そのため、重要ポストはまわってきませんでした

が、伊木まり子は新人らしくフロアーから

論戦を挑み、公約を実現する努力をい

たします。

５月１４日の臨時議会を傍聴に来られた方は「長

い間待たされるばかりで、何の説明もない」とお怒り

だったと思います。本会議が休会している間、議会

運営委員会と７つの委員会の委員を決める協議や

交渉が行われ、その結果を説明する全員協議会な

どが断続的に行われていたのです。

この臨時議会は私にとって最初の議会でしたし、

新人議員が議長に推されるという前代未聞のことも

あり、かなり緊張していました。そのため、傍聴に来

て頂いた多くの方々にまで気を配ることができず、申

し訳ありませんでした。休会中に何をしているかや再

開の予定などをきちんと伝えるべきでした。この点は

すでに議会事務局に伝え、善処することになってい

ます。これ以外にもまだまだ問題は出てくるでしょ

う。ひとつひとつ解決していきたいと思っていますの

で、お気づきの点はご指摘ください。

しかし、考えてみると、傍聴者に対するこのような

基本的な配慮もそのためのルールも生駒市議会に

はなかったのです。これまで議会はいかに市民から

遠いところにあったのか、それを証明する出来事で

あったろうと思います。

市議会を市民に近づけ、開かれた市政をつくるた

めに、市民のみなさんの注目が必要で

す。これに懲りず、ぜひこれからも傍聴

においでください。

あの生駒山に恥じない、クリーンな市政をつくりたい

私は母校奈良高校から見える生駒山が大好きで

した。ふもとに暮らしている人を優しく包みこむような

なだらかな稜線を見ては“生駒”は良い街だと内心

自慢に思っていました。しかし、最近の“生駒”は前

市長の逮捕、前議長の逮捕、再逮捕、再々逮捕、

ひどい街の代表になってしまいました。

議会本来の役割である行政を監視する機能どこ

ろか、議会を代表する立場の議長自らが市長と共

に市民の血税で私腹を肥やしていたのです。生駒

総合病院の閉院問題や後医療問題で前市長や市

の幹部と交渉する中、前市政は市民の方を向いて

いないといつも感じてきました。その血税は市民の

医療のために

使うべきでは

なかったか？

どれだけ私腹

を肥やしてい

たのか？ 今

回 の 収賄 事

件は腹立たし

く て な り ま せ

ん。これからは決して血税が私利私欲のために使わ

れることのないように、自浄能力を持ち、しっかり行

政を監視できる議会にし、クリーンな市政を創りたい

と思います。

５月１４日に傍聴に来られた方にはご迷惑をおかけしました

我が家から見える生駒山。このやさしい山に恥じ

ない、安心して生まれ、育ち、暮らせる生駒市に

したい。そのためにがんばりましょう。

このページには伊木まり子の生
の声を掲載します。喜びも怒り
も共有できればと思います。
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全員協議会が公開に！ でも、それで一悶着

全員協議会は議員全員が出席して各種の連絡

を受けたり、議会運営の仕方を議論するもののよう

です。しかし、これまでは非公開で議事録も残され

ず、まったくの密室でした。開かれた議会が市民の

声であることは、これを主張した多くの新人議員が

誕生したことに示されています。その市民の声に押

される形で、全員協議会が公開になりました。これ

は市民が克ち取った大きな成果と言えましょう。

ところが、井上議長は傍聴者を一般４人、報道関

係４人に制限する提案をしました。十分な傍聴席

があるのに制限するのはおかしな話です。制限する

理由を伊木が問うと、「今までのルールや」と誰か

のヤジ。今までは非公開だったのだから、４人に制

限するのがルールなわけないでしょ。角田議員から

「入れるだけ傍聴を許可しよう」と提案があり、その

提案が反対５、賛成多数で可決され、制限のない

直接傍聴が実現しました。開かれた議会に一歩近

づいた瞬間でした。これは多くの方が傍聴に来てくだ

さった成果です。

しかし、この一悶着は、議長を含め、いまだに議会

の公開に消極的な勢力はいるのだ、ということを示し

ています。開かれた議会と新しい市政をつくるため

の鍵は、これからも市民のみなさんが議会に注目す

ることです。これからもぜひ傍聴においでください。

私が通うある医院の待合室では、いつも「生駒は

病院がないので困るね～」と嘆く声が聞こえてきま

す。私が以前住んでいた東海地方のある都市では

国立・市立の病院があり、当時子供が幼かった私

達家族も安心して暮らすことができました。また、ガ

ン検診を受けている人が多かったのも、気軽に検

診を受け、安心して治療が受けられる体制が整っ

ていたからではないかと思います。

生駒では、なぜ市民

の病院建設が置き去

りにされてきたのでしょうか。

私自身、総合病院で手術を受

けた後、突然閉院になったため年に一度の検診を

カルテのある病院で受けられなくなりました。同じよ

うに不自由を強いられている方はたくさんおられる

でしょう。「もし災害・事故等があれば生駒市民はど

うなるのか」皆、不安を抱えながら暮らしています。

病院は『ハコ物』ではありません。市民の生活を支

え、命を守る『社会保障』です。市民に信頼され、

愛される病院が

一日も早くできる

ことを強く願いま

す。

このコーナーではみなさんからの
お便りを紹介します。どしどしメー
ル、ファックスでお寄せください。
お待ちしています！ (^o^)/̃

TTさん。「医療は生活を支え、命を守る
社会保障」 まったくそのとおりだと思い
ます。私たちの一番大切なもの、みんな
の命と健康を守るためにがんばります。

伊木まり子は「環境文教委員会」と「新病院設置等に関する委員会」に

さて、委員会の委員は議長

の指名により決まり、委員長、

副委員長は委員の互選により

決まります。各委員会の委員

長、副委員長は右の表のとお

りです。議長選で伊木に投票

した議員は誰も正副委員長に

はなりませんでした。これが今

の議会の現実です。まだまだ

これからです。

議会には４つの常任委員会（企

画総務、市民福祉、環境文教、

都市建設）と３つの特別委員会

（駅前再開発、北部地域開発、

新病院設置）があります。伊木は

『環境文教委員会』と『新病院設

置等に関する委員会』に加わる

こ とに なり ました。「環境」と「病

院」は伊木の専門に関わる分野

なので、しっかりと意見を言い、

役割を果たしてくれるでしょう。

委員会 委員長 副委員長

議会運営委 中谷尚敬 下村晴意

企画総務委 西口広信 中浦新悟

市民福祉委 矢奥憲一 福中眞美

環境文教委 小笹浩樹 谷村淳子

都市建設委 下村晴意 有村京子

駅前再開発委 中野陽泰 中谷尚敬

北部地域開発委 福中眞美 白本和久

新病院設置委 有村京子 谷村淳子

北新町在住主婦TTさんからのお便りです。



６月議会の予定が決まりました。みなさん傍聴に来てください！

安心して生まれ、育ち、暮らせる
ふるさと生駒をつくろう

伊木まり子と生駒の未来をつくる会に
市民のみなさんのご参加を

お願いします！

入会申し込みはメールかファックスで

伊木まり子後援会ー生駒の未来をつくる会
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す。人間の体には傷を治す機構が備わっているの

ですが、何度も傷が付いたり、治す機構に異常が

あると皮膚ガンができます。そのため、最近は母

子手帳から日光浴をしましょうという記載は削除

されました。

代表的な皮膚ガンは、高齢者の顔にできやすい

基底細胞癌です。これは私の研究テーマの一つで

すが、通常、形がいびつな（まんまるではない）

黒光りした（ロウを塗ったような）病変です。

2,3mmの小さなものもありますが、大きくなると

深部へ及びえぐれたようになります。

紫外線にあたると２、３日のうちに赤い小さな

ぶつぶつができたり、皮膚が赤く腫れあがる人も

います。紫外線により皮膚炎が起きるのです。薬

をつけてもなかなか治りません。実は私も紫外線

で皮膚炎を起こす体質です。選挙中、街宣車にの

り終日紫外線を浴び、また、日焼け止めを塗り直

す時間がなかったので、つい最近まで大変な状態

でした。とにかく、紫外線をさける努力をするし

かありません。そんなわけで、５月２６日の生駒

山スカイウオークには参加できませんでした。

夏にかけて紫外線はどんどん強くなります。

曇った日でも油断できません。外出する前には紫

外線の防御を心がけてくださいね。

紫外線の功罪は大きく２つに分

けられます。１つめはシミ・しわ

の原因、美容的な問題です。２つ

めは、皮膚ガンと皮膚炎の原因、

病的な問題です。

『いつまでも若くてきれいなお

肌』これは男女を問わずみなさん

の願いだと思います。この願いを紫外線はじゃま

します。紫外線に当たると色が黒くなりますね。

これは、メラノサイトという色素を作る細胞が紫

外線から皮膚の細胞を守ろうとして色素を量産す

るからです。正常の働きなのですが、紫外線に当

たり続けるとメラノサイトが暴走して色素を作り

続けシミになります。また、紫外線に当たり続け

ると皮膚に光老化がおこりしわになります。シ

ミ・しわを最小限にとどめるためには、日傘・帽

子・日焼け止めクリームなどで紫外線から皮膚を

守る必要があります。日焼け止めは、通常２，３

時間で効果がなくなりますので、塗り直してくだ

さい。また、紫外線の強さに応じて、紫外線防御

効果の強さが適当な日焼け止めを使ってくださ

い。SPF、PAが効果の指標です。購入するとき店

員さんに相談してください。なお、まれに日焼け

止めにかぶれることがあります。

紫外線は皮膚の細胞の遺伝子に傷害を与えま

Dr. Marikoの健康ひとくちコラム この時期は紫外線にご注意を

日 程 午前10時 午後１時

６月４日（月） 議会運営委員会 全員協議会

６月８日（金） 本 会 議

６月１１日（月） 本 会 議

６月１２日（火） 本 会 議

６月１３日（水） 都市建設委員会 市民福祉委員会

６月１４日（木） 環境文教委員会 企画総務委員会

６月１８日（月） 議会運営委員会 全員協議会

６月２１日（木） 本 会 議

お忙しいとは思いますが、どうか傍聴においで

ください。なお、６月議会から本会議だけです

が、インターネットによる配信が始まります。こ

ちらの方にもご注目ください。

６月の定例議会は右

表の予定で、４日の議

会運営委員会で正式に

決まります。伊木は初め

ての一般質問をおこな

います。日程はホーム

ページでお知らせしま

す。みなさん、応援に来

てください！

５月はたった１日の議

会でしたが、議会はそう

簡単に変わらないことを

実感しました。開かれた

クリーンな議会にするた

めには、市民のみなさ

んの監視が必要です。

編集後記
５月の臨時議会が終

わ っ て す ぐ に 後 援 会
ニュースNo.4をお届け
しようと思っていたので
すが、遅くなりました。選
挙事務所に使っていた
自宅を改修し、後援会
事務所にしました。危な
かった上がり口のブロッ
ク階段も手すりがついて
上がりやすくなりました。
座りやすい椅子とテーブ
ルも入れ、アメニティは
向上しています。

伊木は何をしてるんだ
とお怒りだったり、どうし
ているかな、と心配にな
られたら、ぜひおいでく
ださい。お待ちしていま
す。（Ｍ.Ｉ.）


