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所属委員会等が決まりました
議会運営委員会 副委員長
経済労働委員会 委員
少子・高齢化社会対策特別委員会
議会基本条例検討委員会 委員
意見書調整会議 委員
（継続）

知事に質問しました！〜６月議会報告〜

委員
（継続）

議会基本条例検討委員会では積極的な議論を続けています。
今回初めて所属する議会運営委員会（通称 議運）
では副委員
長を拝命し、
おおいにやる気をもって取り組んでいます。
たぶん非自民系の議運副委員長はおざき充典が初めてのようです

☆議運ってなに？？☆
円滑な議会運営を期すために、議会運営に関する事項や議会の会
議規則などを協議し、意見調整をする委員会です。

２月議会報告
今回の２月議会では、平成２２年度当初予算案などが主な議案でし
た。
２月議会は予算関連議案の関係もあり、議案数が大変多く、
５６議案
の審議が行われました。
知事の分析の言葉を一部引用しますが、奈良県の県税収入などは
法人税関係や地方消費税等を中心に大幅に落ち込み、
２２年度はさ
らに減少する見込みです。
そんな状況下での奈良県の重点的取り組
みは昨年度に引き続き、
「経済活性化」
と
「くらしの向上」
の二本柱で
す。
奈良県の平成２２年度の当初予算案の一般会計総額は４６５３億１８
００万円、昨年度の当初予算に対し、
０．
７％の増額です。
本年度も昨年に引き続き財政健全化に向けた取り組み強化はもちろん
のこと、
さらには政権交代後の国予算からの地方交付税等の増額も加
わり、奈良県の基金等（貯金）
の取り崩しは行わずに済みました。
これら予算案は本会議初日に上程された後、予算審査特別委員会に
付託され、審査が行われます。
その結果を受けて本会議最終日に原案
通り可決されました。
また、民主党会派を代表して取り組ませていただいています国への
「意見書」
は、
この議会で４件可決されました。
「子育て支援策の大幅な拡充を求める意見書」
な
ど、奈良県議会が現政権に解決をのぞむ喫緊の課題を内閣総理大臣・関係閣僚
へ提出いたしました。

６月議会で、私自身 通算５度目の一般質問をさせていただきました。
約１年ぶりとなる今回の質問のテーマは以下のとおりです。
（１）男女共同参画について
（２）企業誘致について
（３）学校運動場芝生化の推進について
（４）子ども手当、高校授業料実質無償化について
（５）地域主権について
（1）
から
（３）
については前回私が執行部に質問した内容の実績を確認させていただ
きました。
（４）以降についてですが、少しだけ大きな視野に立った内容です。今私たちは政権
交代によって、国のめざすかたちが変化する過渡期にいます。政権が代わるという
ことは国家運営の方針が大きく変化し、予算に反映されるということ。
そしてその予
算がちょうど執行され始めた
「転換期」
という視野に立つことから考えました。
民主党政権による政策転換のひとつは
「今まで個人・各家庭が自己責任で担って
きた教育・育児などの大きな精神的・経済的負担などを社会で担い支えること」
と
表現できると考えます。過去の政権を全否定することが私の質問の目的ではありませ
んが、
これまでの自己責任と競争による弊害として虐待や家庭内殺人など社会問題
が顕在化してきたのは事実です。格差がこれ以上拡大・固定化しないような制度へ
の転換を図る重要性とともに、注目度が高い政府の政策について県内への影響をどの
ように分析するか確認させていただきました。
また、今の日本の制度では、国の予算づけの変化が県予算に連動する部分がかなりあり
ます。
だからこそ変化のきざしをキャッチし、地域主権の考えのもとで予見性を持って行動
することが重要です。
これは私が過去の４回の県議会質問の中で一貫して言い続けてま
いりました
「地方分権」
の考え方のひとつです。
もっと積極的に国へさまざまな主張をしてい
くことを知事に訴えさせていただきました。
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おざき充典の活動写真

6月議会で一般質問の機会を頂きました。
今期最後の予定です。
後ろには山下力副議長が議長席に座って
ます（貴重な写真です）

一、
一、
一、
一、
一、

口蹄疫発生以前に宮崎県議会に視察に行
ってきました。東国原知事を始め県民の皆
様どうか頑張ってください。

少子高齢化社会対策特別委員会の視察で
大和高田市認定子ども園に行ってきまし
た。

視察であすなろホーム郡山に行ってきまし
た。小規模多機能型施設として黒字経営と
のこと大変勉強になりました。

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 -

近畿大学校友会香芝市部の皆様と校友会
総会に参加しました。

- 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
チーム奈良について
奈良県議会は今、改革に取り組んでいます。
おざき充典を奈良県議会に送っていただく以前に
も改革の取り組みがあり、議員定数の削減などもお
こなわれてきました。
それが加速し始めています。
たぶん県民の皆さまの一般的な奈良県議会や奈
良県庁のイメージは「保守的で安心感はあるもの
の改革にはほど遠い」ではないでしょうか。
また、
「県議会は何をしているのか分からないし、自分た
ちの生活とは無関係」と考えている人も多いように
思います。
昨年、東京で自治体議員の勉強会がありました。
パネラーは、月刊ガバナンスの千葉茂明編集長と
三重県議会の三谷哲央議長でした。大変勉強に
なり講義終了後に私が興奮覚めやまぬ状態で、お
二人にそれぞれごあいさつに行きました。
千葉茂明編集長からは、
「奈良県議会ですか、大
変ですが頑張ってください。奈良県議会が変われ
ば全国が変わりますよ、期待しています」
との微妙
な激励をいただきました。三谷哲央三重県議会議
長からは「お隣ですから共に頑張りましょう。何か参
考になることがあると思うので三重県に是非いらし
てください」
と激励されました。共に表現は違います
が県民の皆さんのイメージも他県の有識者の見方
にも違いがないことが分かりました。複雑な無力感
に包まれて奈良に戻ってきたのを覚えています。
ところが、
すぐにチャンスがめぐってきました。
少し前から県議会の先輩たちが議員提出の条例
制定などの準備をしている動きは、蚊帳の外から

ではありますが眺めていました。
おざき充典もその
うちに力をつけて蚊帳の中に入ってやると意気込
んでいましたが、
そのチャンスが来たのです。
本年２月に議会基本条例検討委員会がいよいよ
設置され、会派の先輩の配慮をいただきメンバー
になれました
（その時、心の中で小さくガッツポーズ
をしました）。
私自身以前から議会基本条例に興味を持ち、そ
の意義を理解していたことが役立ちました。実は、
会派の打ち合わせの時に誰か委員の希望者は
おるか？の問いに「はい」と元気よく手を挙げたの
がすべてでした。
検討委員会は上田悟委員長、岩城明副委員長
を含め、自民党５名、民主党２名、自民党改革２
名、共産党、公明党、新創 NARA、自民党未来
がそれぞれ１名の１３名です。
会議は、原則隔週で水曜日に行い、他の委員会と
は違って議員間の議論が基本です。
皆さまが普段会社や PTA や自治会で行う会議
のイメージと同じだと思います。
余談ですが、私が議員になって驚いたのが、議会
も各種委員会も議員間の議論がほとんどないこと
です。
議論は執行部（知事側）と議員とのやり取りがす
べてで議員間の討議は出来ない仕組みになって
いました。
しかし議会基本条例検討委員会は違いました。
議会基本条例を簡単にいいますと、議会改革の
ために必要な道具ととらえると分かりやすいかと思

います。
今年の５月２１日に検討委員会のメンバーでもある
自民党の井岡正徳委員と一緒に三重県議会に
視察に行き、三谷哲央議長と再会が出来ました。
ちょうど１年ぶりですが、想像以上に早くしかも奈
良県議会改革の相談で会うことが叶いました。
複雑な無力感を感じてわずか１年での再会です
（どや、
の気持ちで胸をはっていたと思います）。
視察では、先進県である三重県に条例制定後の
長所と短所を中心に聞いてきました。多くの専門
的な説明の中で一番印象に残ったのは「とにかく
議員が忙しくなる」あるいは「議会改革の取り組み
の中で議会に不思議な一体感がでてくる」でし
た。
議員が忙しくなることは皆さまの支持が得られそう
ですが、公務が忙しくなると選挙には弱くなるかも
しれません
（お願いします）。
「不思議な一体感」
については、議会基本条例検
討委員会ですでに現れており、議会改革の名のも
とにまさにチーム奈良が出来上がってきました。
選挙になれば自分たちや党の立場でおもっきり戦
い主張する。
終わればチーム奈良として奈良県のために忙しく
働く、
これこそ県議会議員の本分だと思います。
間もなくパブリックコメント（皆様の意見を聞く機
会）
も予定されていますので、奈良県議会基本条
例にどうか興味を持っていただき多くの意見を頂
きたいと思います
（がんばります）。

おざき充典の活動写真

仲川げん奈良市長と親友の吉田弘明さんで
す

NPO法人エコアクション西日本のメンバーで おざき充典事務所の駐車場の一部を芝生に
す。多くの皆様の協力により待望のBDF精製 してみました。
機が稼働しています。
＊BDFとは廃食油から
作る環境にやさしいバイオ燃料の事です。

（１グループ5名、出発日・時間は要相談）

奈良県議会野球部

スタッフつれづれ日記

県議会（しょくば）見学ツアー
おざき充典の職場（県議会）を見学しま
せんか？
県庁屋上庭園で奈良盆地を展望し、大
和地鶏の親子丼を食べながらの懇親会
を予定しています。
なお、おざき充典がドライバーをつとめ
させていただきます。
■参加費 1,000円（食事代含みます）
■日程は要相談とさせていただきます。

県議会野球部全国大会でピッチャーおざき
充典キャッチャー奥山県議でした（笑）

おざき県議と縁があり、今年２月からおざき充
典事務所のお手伝いをすることとなり半年がた
ちました。
そのなかで県議会議員の仕事の幅の広さに
驚いています。
県議会では、県政の諸課題に対する一般質
問や委員会質問の準備のための資料調べや
現地調査があり更に、独自の取り組みとして
の
「地域主権の確立」
それに伴う
「議会改革」
等の活動があります。
また、香芝市に戻れば住民の悩みや行政に
対する苦情の対応や近隣トラブルから騒音ま
で身近な問題の相談に乗っていました。
そんな日常の相談で感心したのが県議のバラ

ンスの良い判断で、住民の皆さんの納得のい
く結果を導き出している事です。
一般に議員は適当に話だけを聞いてトラブル
には手を出さないものだと考えていた私には驚
きでした。
何か問題を抱えて悩んでいる人は、おざき充
典事務所をノックしてみることをお勧めします。
その他にも NPO 活動として自治会や学校等
と協力して廃食油を回収・精製して福祉バス
やゴミ収集車で使用する取り組みも精力的に
取り組んでいました。
想像以上に県会議員の仕事はハードでしたが
何よりそれを楽しんでいる県議に驚く毎日で
す。（川村）

おざき充典は みなさまのご意見をお待ちしています！
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