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6月定例議会ご報告

所属委員会が決まりました
建設委員会 委員
少子・高齢化社会対策特別委員会
予算審査特別委員会
意見書調整会議委員

6月議会で、私自身 通算4度目の一般質問をさせていただきました。
テーマは
今回も試行錯誤の上、以下にしぼりました。
（１） 男女共同参画から見た活力ある奈良県づくりについて
（２） 企業立地の推進について
（３） 介護職員の処遇改善について
（４） 小学校運動場芝生化の推進について
（５） 奈良県自治基本条例について

委員長

初年度に引き続き建設委員会に所属いたしました。
また、少子・高齢化社会対策特別委員会では委員長
に就任させていただきました。
9月の定例議会では、予算審査特別委員会に党を
代表して私と高柳議員が委員として議会に提出す
る議 案について議 論させていただきました。

（1）
については、知事が先頭に立って女性の社会進出・地域活動参加が
しやすいナンバーワン県を目指してほしいという思いで、女性が奈良県経済
の牽引役になれるという私のアイデアを述べさせていただきました。
（2）
については、奈良県の企業立地基本計画に基づく様々な支援制度を積
極的に活用する中で、具体的にどのような支援策がありどのように活用しよう
としているのか、知事の意気込みを聞きました。
（3）
については、国の
「経済危機対策」
において、二年半の期限付きで
『（仮
称）介護職員処遇改善交付金』
として介護職従事者の月額15,000円の賃
金引上げがなされましたが、実情として現場の介護職従事者（多くはパートタ
イマー労働者）
の処遇改善になっていないという観点で質問させていただき
ました。
（4）
については、私が独自に鳥取県まで芝生化の視察に行った報告と感想
を述べさせていただき、芝生化の有効性について訴えました。
（5）
は、私自身たびたび訴えさせていただいている
「これからますます地方分
権に対する世論的ニーズと議論の加速が予想される」
という考えのもと、奈良
県としても
「自立・協働・参画」
を基本に、地域の特性をいかした自治体独
自の施策や計画が望まれるということを述べさせていただきました。

意見書調整会議には民主党を代表して委員として
各意見書について議論させていただいています。
＊意見書調整会議とは…
地方自治法第99条に、
『普通地方公共団体の議会は、
当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意
見書を国会又は関係行政庁に提出することができる』
と
規定されおり、県議会として提出する意見書について議
論する会議です。

おざき充典プロフィール
◆ 役職 ◆
奈良県議会議員
建設委員会 委員
少子・高齢化社会対策特別委員会 委員長
民主党奈良県第3区総支部 副総支部長
特定非営利活動法人
エコアクション西日本 理事

各定例議会ご報告
★ ２月議会 ★
•平城遷都１３００年祭に向けた取り組みと誘客の推進
•企業誘致施策の充実と県内企業の活性化
•地域医療提供体制の確保・奈良県立病院の経営改善
•国の２次補正予算を活用した積極的な雇用対策の実施
•２００９近畿まほろば総体の開催等
★ ９月議会 ★
•平成２１年奈良県一般会計補正予算
•平成２０年度特別会計決算の認定
•法令等の改正に伴う条例改正
•ダム建設請負締結の承認等
★ １１月議会 ★
•平成２１年度補正予算案
一般財源において県税5億3000万円の減額、地方法人特別譲与税は1億
6000万円減額補正され、3億9000万円の県債（減収補てん債）
の増額補
正結果、補正後総額 約5,007億円。
•奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにそ
の支給条例等の一部を改正等
＊ 各議会の詳細はホームページにてご確認できます

◆ 経歴 ◆
2007年度 建設委員会 委員
2007年度 過疎水資源対策特別委員会 委員
2008年度 総務警察委員会 委員
2008年度 国際文化観光、学研都市、平城遷都1300年
記念事業推進対策特別委員会 委員
特定非営利活動法人
エコアクション西日本 初代理事長
NSP民主党政治スクール 一期生
◆ 現住所 ◆
奈良県香芝市鎌田
◆ 生年月日 ◆
1961年5月5日
◆ 学歴 ◆
香芝町立 五位堂小学校 卒業
香芝町立 香芝中学校
卒業
近畿大学付属高等学校 卒業
近畿大学商経学部 経営学科 卒業

一、
一、
一、
一、
一、

おざき充典の政治信条

市民の目線を貫き、
生活感覚に立脚した政治家を目指します。
聞くことを常として、
語ることを控えめに、
実行することに力を注ぎます。
より多くの人の意見を聞くために、
足を活かした政治活動を行います。
信念は強くもちながら、
周りの意見を柔軟に取り入れ、
いつまでも成長できる政治家を目指します。
政治が一部の人のものでないことを立証して、
政治参加を普通のことにします。
- 政務調査 -

- 議会報告 -

けいろくほう
鶏肋報は、県会議員おざき充典の
言いたい放題コーナーです
政権交代という誰もけがをする事のない
『民主主義の革命』がおこなわれ
ました。
以前は、一部の外国人から日本は、政権交代がおこらない社会主義的な
不思議な国と見られていたようです。
ようやく成熟した民主主義の入口に
立てたのだと思います。
そこで、
今回の鶏肋報では、
おざき充典なりにこの政権交代を整理してみま
した。
１番目は、
『しがらみ』がない政治が出来ることだと思います。
八ツ場ダムを前原国土交通大臣と我らの奈良県連代表馬淵すみお国土
交通副大臣らが中止すると明言できたのもこのダムが旧政権の先輩議員
が手がけたものであり、民主党の先輩が築きあげたものではなかったから
だと思います。前政権の政策を検証ができて誤りを遠慮なく修正できること
が政権交代の最大のメリットです。
２番目は、
官僚政治に終止符を打つことができることだと思います。
明治以来、効率的に機能していた官僚主導の政治が高度成長期を最後
に、
日本経済が大きく成長して青年期を過ぎ大人になってしまってからは、
親（官僚）
の役割が減少してきて思い通りに機能しなくなってきました。
そし
て威厳を守ることと、
自己保身にのみ執念を燃やしはじめて、
やがて志を忘
れていきました。
大きくなった日本は、
もはや官僚の知恵による小手先が通用しなくなってき
たのです。
このような状況を打開するには政治主導が必要となります。
政治主導の最大の利点はまさにこの部分にあり、
政治理念や哲学をもって
大きなかじ取りができることだと思います、
思い切った方向転換は、
責任をと
ることのできない官僚たちには本来不向きなのです。
誤解のないように言っておきますが、
おざき充典は官僚たちの能力の凄さ
は半端ではないと思っています。実は、奈良県庁にも中央官僚の人たちが
出向しています、
県議会議員として様々な議論を通して能力の高さを体感
させていただいています。
私は、政治家も官僚も共に志をもって、
それぞれの能力を切磋琢磨しなが
ら活かしていくことが大切だと考えています。

３番目は、
地方分権が進むことです。
おざき充典は、
権限や財源を中央政府から地方政府へさらには地域コミュ
ニティまで持ってくることを
『地方分権』
と考えています。
民主党は『マニフェスト』
で地域主権の確立を約束して、原口総務大臣が
取りくみを始めています。
ところが注意していないと旧政権の如く官僚たち
と国会議員が自分たちの権限や財源を放したくないと考えてきてもおかしく
ないと考えています。
民主党は『マニフェスト』で
『中央政府の役割は外交・安全保障などに特
化し、地方でできることは地方に移譲します』
と約束しました、
このようにな
ると官僚を含む中央の公務員の数は激減します、
もちろん国会議員も半分
以下でも十分となるのです。
この改革はまさに皆さまがしっかりと監視して
いただかなければ実現しないと思います。
奈良県は、
知事も議会も地方分権の一つの形である
『道州制』
には消極的
なようです。
おざき充典が描く理想の枠組みには都道府県は存在しません、
もちろん奈
良県もなくなるわけでそのことが消極的な原因の一つかもしれません。
参考までに申し上げますと国と州と人口１５万人以上の基礎自治体（市）
と
地域コミュティ議会（ボランティア議会）
の形が良いと考えています。
その場
合、
国会議員と州議会議員と市議会議員は少なくして、
地域コミュニティ議
会の充実をはかるようにします、
地域コミュニティ議会とは、
今の自治会の発
展的なイメージです、
より民主的にするために一般選挙の導入も必要だと
思います。
そして
『地方政府』が実現した日を夢みて地域をしっかりと担えるために
は、
知事や市長、
県庁や市役所そして我々議員がさらなる努力を続けてい
かなければなりません。
もちろん、
地域コミニュニティを支える市民の皆さまの協力も重要になってき
ます。
しかし、
この努力や協力は『わくわく』
しながらできます、本当に楽しみです
（＾＾）

おざき充典の活動写真

学童保育視察

6月議会一般質問

税務相談会のおしらせ
確定申告締切（3月15日）直前企画！
西峯税理士

税務相談

要予約0745-92-2206
H.21年度分 確定申告のための税務相談
相談日 3月12日㈮
時 間 午前10時から午後4時まで
※必ず事前に電話でご予約をお願いいたします

税理士
場 所

西峯慶子
香芝市下田西2-3-9
おざき総合事務所1階

岳のぼり

マニフェストサミット2009

鳥取県芝生化視察

スタッフつれづれ日記
★私が尾﨑事務所のお仕事に携わらせていただいて、早いもので 1 年半が過ぎました。
来た頃は県議会では何が議論されているのか、県庁と各市町村の役所との違いとは何な
のか、県議会議員の事務所の仕事は何があるのか、といった初歩的なことも分かっていま
せんでした。
ですが県議をはじめ、県議を応援してくださっているみなさん、先輩スタッフのみなさんに教
えていただき、支えていただきながら過ごしてきました。
まだまだ未熟なところがありますが、精一杯県議をサポートしていけたらと思います。
みなさんは県議会議員の事務所にどのようなイメージを持たれているでしょうか？
尾﨑事務所は時に楽しく、時に熱心に、そしてみなさんとの触れ合いを大切にしています。
事務所ではいつも笑顔が絶えず、県議の人柄を感じていただける所だと思います。もしか
すると硬いイメージとか持たれているかもしれませんが、全然そんなことはありません。県議
はいつも市民目線を貫き、信念を持って熱心に仕事にとり組んでいます。その中でスタッフと
の信頼関係も大切にしてくださいます。そういったことが感じられる事務所だと思います。
県議、スタッフ一同お待ちしております。是非お立ち寄り下さい。（中山）

おざき充典は みなさまのご意見をお待ちしています！

TEL.0745-77-0862 FAX.0745-77-0187

E-mail oﬃce@ozaki-nara.com http://www.ozaki-nara.com
- 政務調査 -

