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し

これでいいのか？小論文すらなく「プロ人材」採用
生駒市は 10 月６日、人材派遣会社エン・ジャパン（株）と連携して、右表のよ
うに８つの分野で 14 名程度の社会人採用を行うと発表しました。前ページの月額

試験区分

採用形態

採用人数

総合事務

任期のない常

5 名程度

能な「プロ人材」の採用を意図してのものとはっきりしましたが、採用方法には疑問が

DX 推進

勤職員

3 名程度

あります。

教育改革

事務職

しかし、右表のような資格や免許があ

採用試験の目的は標準職務遂行能力及

るわけでもない職種について、口頭試問

び適性を有するかどうかを正確に判定す

でもない面接試験だけで職務遂行能力を

ることですが、社会人採用の試験科目は

客観的に評価できるのでしょうか。
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1 名程度
常勤の任期付
職員
または
非常勤の会計
年度任用職員
(副業可)

コミュニティデザイン

■筆記試験のない採用試験で大丈夫？

み

塩見まきこ

“まっすぐ”が通る生駒に！

■令和 4 年 4 月採用の社会人採用の概要

35 万円、日額 2 万４千円以内の会計年度任用職員の報酬の条例改正は、やはり副業可

お

スマートシティ
エリアマネジメント
ファシリティマネジメント
最高デジタル責任者(CDO)

1 名程度
1 名程度
1 名程度
1 名程度

1971 年 市制施行 旧市役所庁舎

1981 年 建設中の新庁舎

199１年 奈良先端科学技術大学院大学開学

市制施行の翌年、小学校２年生の夏
に大阪から生駒に越してきました。生
駒に住んで最初に感じたのは、「水が
冷たくておいしい！」ということでした。

ニュータウン開発が進み人口急増。小
学校でも中学校でも在籍中に学校の
分離新設がありました。１０年間で５小
学校、２中学校が開校しました。

通学も通勤も京都や大阪へ。とりあえ
ず選挙には行くけれど日中は生駒市
内にはおらず、市政に関心もない典型
的な「奈良府民」でした。

1 名程度

書類審査と面接、ネット上で受験する適
性検査のみで、論文作成すら求めていま
せん。
地方公務員法第 17 条の２第 2 項には

採用試験をすれば市長が儲かる！？
小紫市長には『公務員面接を勝ち抜く力』（2018 年

実務教育出

「人事員会を置かない地方公共団体にお

版）という著書がありますが、市長自ら面接試験の審査員になってい

いては、職員の採用は、競争試験又は選

ます。生駒市の採用試験の受験者は当然、試験対策としてこの本を購

考によるものとする。」とあり、「競争試

入すると思われ、エン・ジャパン(株)を使って大々的に採用試験を宣

験」と「選考」のいずれの方法によるか

伝し、受験者が増えれば増えるほど著書が売れるわけです。

は任命権者の裁量に委ねられています。

賛成討論なし！でも可決するフシギ

６歳

2001 年 市立保育園 O１５７集団感染事件

１６歳

市制施行５０周年

２６歳

20１1 年 市制施行 40 周年

令和 2 年度生駒市一般会計決算認定議案

生駒で育ったからこそ、
令和２年度は新型コロナウイルス感染症
が市の財政にどう影響したかが審査ポイン

を遵守して事業を適正かつ効果的に行っ
ているかを審査しなければなりません。

トのひとつでしたが、予測されたほど市税

令和２年度中の財務会計上の行為に２

収入の落ち込みもなく、国や県からの新型

ページでご報告したような akippa（株）

コロナウイルス感染症関連の交付金が増え

への土地の不適切な貸付があったほか、

●「令和２年度生駒市一般会計決算の認定
について」採決結果
中谷議長は議決に加わりません。

賛
成
16

た一方、感染防止対応で中止になったイベ

相変わらずいこま市民パワー（株）との

ントや事業があり、蓋を開けてみれば約

随意契約で公共施設の電力を購入してい

18 億円の黒字でした。

ます。これらは到底認定できる行為では

反

決算審査において議員は、決算書の計数

ありませんが、右表の採決結果のとおり

対

の正確さや財政状況を確認するのはもちろ

賛成多数で可決しました。賛成理由は討

７

んですが、市長はじめ自治体の職員が法令

論が一切なかったためわかりません。

サ ロ ン

ド

し お み

茶論・de・403
とき
ところ

2021 年 11 月 20 日(土) 14 時～16 時
南コミュニティセンターせせらぎ
セミナー室２０２・２０３

福中・白本・吉村(以上 凛翔 絆)、成
田・惠比須・山下(以上 生駒市議会公
明党)、梶井・中尾・中嶋(以上 緑生)、
吉波(市民ネット)、山田(国民民主党)、
上 村(立 憲 民 主 党)、 伊 木 ・ 沢 田 ・ 片
山・加藤(以上 無会派)
中浦・松本・改正(以上 大樹)、浜田・
竹内(以上 日本共産党)、神山・塩見(以
上 無会派)

市議会 newsletter に対するアンケートにご協力ください。
右の QR コードをスマートフォンでお読み取りください。
暮らしのお困りごと、市政に対するご意見もお寄せください。
パソコンからは、ご面倒ですが次の URL をご入力ください。

https://bit.ly/3wdp5fG

編集
後記

これからも
健全なまちの発展のため、
“まっすぐ”に取組みます。
息子が通園していた保育園の保護者
会会長をしていた時に起こった悲しい
出来事。保育行政に関心を抱き、市政
に関わるきっかけとなりました。

＊2001 年の保育園の写真以外は生駒市オープ
ンデータポータルサイトから引用。

３６歳

Contents
Page１ ㊗市制施行 50 周年
Page2 akippa(株)への利益供与？市有地を安値で貸付け
Page3

市長自ら審査を依頼しながら退席・中抜け

●市長好みの民間事業者との提携によるキラキラ系事業で次から次

ここが問題！公民連携協定／例規の適時適切な管理を

へと不適切な事務執行が発覚する生駒市。自治体は民間と異なるル

報酬基準は市長の裁量ではなく規則で

●検温、手指の消毒、マスクの着用にご協

ールで公平公正に契約を締結する必要がありますが、民間企業に有

力ください。

利に契約を結び、市民の財産を減らしています。●国政選挙も終わ

●受付で連絡先のご記入をお願いします。

りましたが、私たちの暮らしに最も近い基礎自治体の政治にもご注

賛成討論なし！でも可決するフシギ

●飲料等は各自でご持参ください。

目ください。

茶論・de・403 のご案内／アンケートのお願い／編集後記

発行責任者：塩見牧子
〒630-0213 生駒市東生駒 1-215-402
TEL:090-3057-7406 FAX:0743-74-8518
✉ : shiomi753@yahoo.co.jp
Web : http://shiomimakiko.com

塩見 牧子

汚職事件で市民の議会に対する目が
最も厳しかった２００７年の市議選で初
当選。市制４０周年の際は生駒駅前の
記念時計の除幕式に参列しました。
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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

blog

Facebook

Twitter

4 月、生駒市議会議員に初当選。①将来世代に元気なまちのバトンを渡す、②誰もが生きづらさを感じることなく暮らせる
共生社会をつくる、③フェアで市民本位の市政運営を築くための取組みやしくみづくりの提案を活動公約としています。

20２1 年

４６歳

