
   

 

 

 

 

   

〝まっすぐ〟が通る生駒に！ 

塩 見 ま き こ 
市議会ニュースレター 

 新人議員も 5 人増えて、議会の中では古い方から

数えたほうが早くなりました。 

期数が上がるのに伴って議席番号も大きくなります

が、いよいよ前後 2 列の議席の後列に。向かい合う

理事者席からも遠くなり、質問や質疑で言葉のボール

を投げても理事者席に届くころには球威が落ちてしまう

ような気がしないでもありません。 

紙面でお伝えしたように、新市長も「まずい」と判断し

た議案はすんなり取り下げるなど（そのことの評価は

様々でしょうが）、今のところ議会にも柔軟な姿勢で対

応しておいでです。前市長の後継指名を受けられたと

はいえ、前市長と同一視することなく、まずは市政運

営を見守ってまいりたいと思います。 

不要な行政との対立は市民にとって 

も不幸です。いいところはきっちり評価し、 

改めるべきはしっかり追及し、これからも是 

々非々で対応してまいります。 

塩見牧子  

塩見まきこの議会活動情報はこちらから。  塩見まきこ 検索 
生駒市議会議員 塩見まきこ公式サイト  shiomimakiko.com/  

塩見まきこの活動日記(ブログ)  katudo403.exblog.jp/             フェイスブック、ツイッターもやっています。 
  

３期目も〝まっすぐ〟進みます！       
 平成 27 年 4 月２6 日執行の生駒市議会議員選挙において塩見は１８27 票のご支持をいただき、3 回目の当選

を果たすことができました。1 票 1 票の重みをしっかりと受け止め、これからも「将来世代にツケを残さない」を

基本姿勢として行政監視に努めるとともに「持続可能なまちづくり」に向けてまっすぐ取り組んでまいります。 
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し お  み 

塩見牧子（しおみまきこ）  1965 年 3 月 8 日大阪生まれ。1972 年に生駒に移り住む。生駒東小学校、緑ヶ丘中学校、京都女子高等学校、同大学卒業。
同大学大学院文学研究科修了。会社員、学校図書館司書、中・高非常勤講師を経て 2007 年 4 月から生駒市議会議員。（現在３期目） 将来世代にツケ

を残さないサステナブル（持続可能）なまちづくりと、市民の声を政策に転換できる議会の形成を目指しています。 
 

塩見まきこの東奔西走南船北馬 

平成 27年生駒市議会議選挙結果 

順位 氏 名 所属政党 得票数 
１ 山田こうぞ 維新の党 3915.424 
２ 伊木まり子 無所属 2893 
３ 中谷ひさよし 自民党 2736 
４ 片山せいや 無所属 2456 
５ 桑原よしたか 無所属 1991 
６ 塩見まきこ 無所属 1827 
７ 成田ともき 公明党 1729 
８ 竹内ひろみ 共産党 1680 
９ 下村はるい 公明党 1672 

１０ 吉村よしあき 自民党 1600 
１１ 中浦しんご 無所属 1598 
１２ 樋口きよひと 無所属 1590 
１３ 神山さとし 無所属 1588 
１４ 福中まみ 無所属 1566 
１５ えびす幹夫 公明党 1556 
１６ 松本もりお 無所属 1437 
１７ 西山ひろたつ 無所属 1407 
１８ 白本和久 無所属 1364 
１９ 井上あつお 無所属 1356 
２０ 浜田けいすけ 共産党 1314 
２１ よしなみのぶはる 無所属 1280 
２２ 久保ひでのり 共産党 1244 
２３ 沢田かおる 無所属 1173 
２４ 改正だいすけ 無所属 1150 
２５ おざさひろき 民主党 1135 
２６ まき原清一 無所属 1098 
２７ 梶井のり子 無所属 1029 
２８ 山田ひろみ 無所属 858.575 
２９ 上村京子 無所属 752 
３０ なるかわあきよ 無所属 529 
３１ 阪本あつし 無所属 506 
３２ ふくしまつよし 無所属 356 
３３ 金子正則 次世代 293 

定数 24  
投票率：52.34% 

生駒市議会の新体制が決まる！ 
 ５月１４日、臨時会が開かれ、正副議長、議会選出監査委員の選出ほか各

常任委員会委員の選任、正副委員長の選出が行われ、議長に中谷尚敬議

員（凛翔 絆）、副議長に桑原義隆議員（凛翔 絆）、監査委員に白本和久議

員（凛翔 絆）が就任しました。選挙の結果は以下のとおりです。 

■正副議長選挙結果(敬称略) 無記名投票 
議長選挙 副議長選挙 

中谷尚敬（当選） 凛翔 絆 12票 桑原義隆（当選） 凛翔 絆 12票 
井上充生 大樹 ７票 樋口清士 大樹 ７票 
浜田佳資 日本共産党 ３票 竹内ひろみ 日本共産党 ３票 
伊木まり子 無会派 ２票 西山洋竜 無会派 ２票 
 ■議会選出監査委員互選結果 (敬称略) 

 全員協議会において起立投票で選出された者を本会議にて選任同意 

白本和久 
（当選） 

凛翔 絆 12票 中谷・白本・福中・吉村・桑原（凛翔 絆） 
下村・成田・恵比須（生駒市議会公明党） 
伊木（無会派) ・沢田（市民ネット)  
山田（維新の党）・片山（無会派) 

中浦新悟 大樹 ７票 井上・中浦・樋口・改正・松本（大樹） 
塩見（無会派）・神山（無会派） 

久保秀徳 日本共産党 ３票 浜田・竹内・久保（日本共産党） 
吉波伸治 市民ネット ２票 吉波（市民ネット）・西山（無会派） 
 
二元代表制のもとに存立する自治体議会の議員は、国会と異なり「与党」も

「野党」もなく、議案ごとに是々非々の姿勢で臨むべきですが、議案に問題があ

っても首長との関係を慮ってスル―してしまったり、首長の専権事項を拡大させ

たり、議会の機能低下が目に余った前任期でした。 

塩見は、市民利益を守れるよう議会が行政監視、政策立案機能を高めていく

べきと考えており、国政レベルでの政治的立ち位置こそ異なるものの、行政に

対峙する姿勢や議会運営に関してほぼ協調できる「大樹」（旧「仁政の会」）の井上

議員、樋口議員に正副議長選挙で票を投じました。 

残念ながら当選は叶いませんでしたが、議会基本条例制定後すっかり停滞し

てしまっている議会改革についても、推進に向けしっかり物言ってまいりたいと

思います。 

活動の一部です。詳細は「塩見まきこの活動日記」（ブログ）をご覧ください。 

 

茶論
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「茶論・de・４０３」は、どなたでもご参加いただける生駒市政に関する情

報や意見交換の場です。来夏からは選挙権も１８歳以上に引き下げられ
ます。若い方々もぜひご参加ください。 

日時：８月２３日（日） 

１３:３０～１６:００ 

場所：生駒市図書会館 第３研修室 

   （いつもと会場が異なります。お気を付けください。） 

参加費：無料 

■市長選挙、市議会議員選挙の振り返り 

■改選後の市政課題、議会の課題は？ 
（ごみ有料化・市立病院・精神障がい者医療費助成・生駒北スポーツタ

ウン構想・北大和低炭素まちづくりの「その後」） 

■新市長就任。議会と行政の関係は？ 

 

 
４/１９～２５  

２６日執行生駒市議会

議員選挙の選挙運動。 

 
５/11 生駒市体育大会開会式 

＠総合運動公園 

 
５/17 生駒市立病院内覧会

手術支援ロボット「ダ・ヴィン

チ」は参加者の関心も高い！ 

 

５/13 わこう産前・産後ケアセンター ＠和光市

妊娠期から就学までの切れ目ない支援事業「ネ

ウボラ」を視察。ケアセンターでは助産院とデイサ

ービス、ショートステイサ 

―ビス、子育て相談窓 

口が一体に。産前産後の不安がある妊婦さん、

出産時に家族の支援が受けられない妊婦さんた

ちの心強い味方です。 
 

 
6/6 「地方創生に関する勉強

会」＠高砂市  高砂市議会

主催の内閣官房まち・ひと・し

ごと創生本部事務局次長・岩

井英二氏によるご講演。 

 
6/20 自治体学会奈良大会

プレ大会 ＠旧奈良県新公会堂  

ポスト分権時代の地方公共団

体のあり方についての講演、奈

良モデルに関するパネルディス

カッションなど。 

 
7/４ 地方自治学習会 ＠敦

賀市男女共同参画センター  

予算修正、決算審査事業評

価についての学習会で講師を

務めました。 

 「安全保障法制改定法案」を廃案にすることを求める意見書案は否決！ 

 その後、衆議院を通過しましたが、６月定例会には、安倍内閣が成立させよう

としている「安全保障法制」の廃案を求める意見書案が提出されました。 

同改正法案は集団的自衛権の行使にあたるとして違憲を指摘されており、

このまま法案改正することは、国内外に向けてわが国が法治国家を捨てたと

宣言するようなものです。国が、その存立のありようを変えようとしているこ

とに対し、自治体議会としてとして断固阻止すべきですが、反対者からは違憲

性については言及されないまま意見書は否決されました。 

「安全保障法制改定法案」を廃案にすることを

求める意見書案（中谷議長は採決に加わらず。） 

賛成 

８ 

浜田・竹内・久保（日本共産党） 

吉波・沢田（市民ネット） 

伊木・西山・塩見（無会派） 

反対 

１５ 

白本・福中・桑原・吉村（凛翔絆） 

下村・恵比須・成田（生駒市議会公明党） 

井上・中浦・樋口・改正・松本（大樹） 

山田（維新の党） 

神山・片山（無会派） 
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