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人目の読者です。

第12号
34歳 四日市市議会議員/公認会計士

市政・議会報告 [平成24年度11月定例月議会]
11月29日から12月25日の27日間、四日市市議会では平成24年度11月定例月議会が開催されました。平成24年度補正予
算（11億6,970万円）の審議が行われ賛成多数で可決されました。
国の経済対策「大規模災害に備えた防災・減災対策」において『学校の安全対策』が盛り込まれていた事から、本市にお
いても学校施設老朽化等への緊急対策として三重小学校、日永小学校、西橋北小学校の大規模改修事業費 3億9,840万
円を盛り込んでいます。

【㈱四日市市生活環境公社

資産運用損 失われた2億円に迫る！】

平成24年度11月定例月議会において、
『㈱四日市市生活環境公社 資産運用損 失われた2億円』についての一般質問を行
いました。
四日市市が40%出資する㈱四日市市生活環境公社(以下、公社)にて、確定、未確定合わせて2億円を超える資産運用損が
発生しました(平成24年11月末時点) 。この資産運用損は公社が購入した仕組債の価格下落が原因となっています。仕組債と
は、デリバティブが組み込まれた債権でありハイリスクハイリターン金融商品です。
仕組債は公社で決められた「資産運用方針」では購入出来ない商品に該当し且つ、仕組債の購入は当時の取締役一人が取
締役会の了承を得ずに独断で購入したという非常にずさんなものでした。
失われた2億円の内、市の出資比率である40%の8,000万円は市民財産が失われたということになります。無責任な経営
判断の下、いとも簡単に市民財産8,000万円が失われたことについて大きな憤りを感じました。私は、市が市民に対して十分
な説明責任を果たしていないと判断し、一般質問の場で当問題を明らかにしました。
なぜ、公社はハイリスクの金融商品に手を出したのか。公社が仕組債を購入した大きな原因は、公社が抱える5億円を超え
る手持ち資金の存在です。公社は主たる業務として「ゴミ収集」
「し尿収集」等を行ってい
ます。公社の業務内容を考えると5億円を超える手持ち資金の存在は明らかに高い水準と
言えます。公社の売上の95%以上は市からの受注で、公社は過去10年間で2億7,000万
円の利益を計上しています。市民の税金が公社の利益となり蓄えられ、仕組債の購入に使
われたのです。
上記を踏まえ、私は市から公社に発注する際の発注価格の妥当性を問いただし、更には
市は公社の最大株主であることから、市は最大株主として公社にダブついている多額の手
持ち資金の配当を要求していく事を提案しました。
第三セクター等の経営に過剰な手持ち資金は不要であり、利益の出た部分はしっかりと
市民に還元していくというシンプル且つスマートな自治体運営を今後も訴えていきます。

【総合交通政策調査特別委員会】 内部・八王子線存続問題②
1月31日の総合交通政策調査特別委員会において、｢両備ホールディングス株式会社 小嶋会長｣を参考人として招致させて
頂きました。小嶋会長は、猫の｢たま駅長｣等のアイデアや徹底的なローコスト経営により廃線の危機にあった「貴志川線」を
南海電気鉄道会社から引き継ぎ、再生に導いたという実績をお持ちです。
小嶋会長には3時間の時間を取って頂き、現在の公共交通事業者が抱える苦悩や厳しい
現実、そして年間5億円の赤字を出していた「貴志川線」を2010年に年間4千万円の赤字ま
で削減出来たスキーム等をお伺いする事が出来ました。小嶋会長のお話は、内部・八王子
線の鉄道という形態での存続に大きな希望を見いだせるものであったと感じています。
一方で、特別委員会では4月に近畿日本鉄道の関係者にも参考人招致を打診しており、今
夏に迫る近畿日本鉄道の内部・八王子線存廃の意思決定に向けて特別委員会における調
査も佳境を迎えようとしています。

森智広活動報告
・駅立ち190日目 到達!!
平成22年9月21日から行っている朝の駅立ちが、2月21日の近鉄塩浜駅西口で190日目を迎えました。森智広の活動の原点で
ある駅立ち、早朝から元気もりもり取り組んでいます。
駅立ち実績 〔平成24年11月13日〜〕
平成24年 11月13日

11月16日
11月27日
11月30日

近鉄霞ヶ浦駅
近鉄川原町駅
近鉄桜駅
近鉄四日市駅北口

12月17日
12月19日
12月26日
12月27日

近鉄伊勢川島駅
近鉄阿倉川駅
近鉄伊勢松本駅
近鉄四日市駅東口

平成25年 1月 ４日 近鉄四日市駅東口

1月 ９日
1月10日
1月18日
1月23日

近鉄塩浜駅東口
近鉄富田駅東口
近鉄富田駅西口
近鉄四日市駅西口

1月25日
2月 ８日
2月 ９日
2月14日
2月21日

三岐暁学園前
近鉄中川原駅
近鉄四日市駅北口
近鉄霞ヶ浦駅
近鉄塩浜駅西口

・市政報告会 市内全24地区にて実施！
平成24年11月17日の羽津地区市民センターにて、四日市市全24地区での市政報告会を達成
しました。そして、平成25年に入り市政報告会は第2ステージに突入しています。
2月17日の水沢町東町公民館の市政報告会にて、59ヵ所目の実施となりました。
出張市政報告会のリクエスト承っております！お気軽にご連絡下さい！
市政報告会 実績 〔平成23年7月24日〜〕
平成23年
7月24日
7月24日
8月 7日
8月 7日
8月21日
9月 4日
9月 4日
9月19日
9月25日
9月25日
10月10日
10月10日
10月30日
11月13日

11月20日
水沢町 本町構造改善センター 12月18日
水沢町 北谷町公民館
平成24年
水沢町 中谷町公民館
1月 8日
水沢町 茶屋町公民館
1月 8日
水沢町 宮妻町公民館
1月14日
水沢町 三本松町公民館
1月22日
水沢町 谷町公民館
2月 5日
水沢町 西條町公民館
2月 5日
水沢町 野田町公民館
2月12日
水沢町 横堀町公民館
2月19日
水沢町 四ツ谷町公民館
2月19日
水沢町 東町公民館
4月 8日
鹿間町構造改善センター
4月15日
山田町 暁覚寺
4月22日

4月30日
5月20日
5月25日
6月24日
内山町公会所
7月 1日
西山町構造改善センター
7月 8日
小山町公会所
7月14日
六名町集会所
8月25日
桜地区 智積町公会所
9月 2日
桜地区 桜町西中央公会所
9月 2日
和無田町構造改善センター 9月23日
大矢知地区市民センター
10月 8日
八郷地区 平津町公民館
10月 8日
内部地区市民センター
10月14日
塩浜地区市民センター
10月21日
桜地区 桜台第一会館
11月 4日
美里町公民館
堂ヶ山町遠生寺

下野地区市民センター
11月11日 県地区市民センター
日永地区市民センター
11月17日 羽津地区市民センター
本町プラザ
平成25年
川島地区市民センター
1月 6日 水沢町 本町構造改善センター
高花平中央集会所
1月 7日 水沢町 宮妻町公民館
四郷地区市民センター
1月 8日 水沢町 北谷町公民館
河原田地区市民センター 1月11日 水沢町 西條町公民館
神前地区市民センター
1月20日 水沢町 茶屋町公民館
橋北地区市民センター
1月20日 水沢町 横堀町公民館
海蔵地区市民センター
1月25日 水沢町 三本松町公民館
常磐地区市民センター
2月 9日 水沢町 谷町公民館
富洲原地区市民センター 2月11日 水沢町 野田町公民館
富田地区市民センター
2月16日 水沢町 中谷町公民館
三重地区市民センター
2月16日 水沢町 四ツ谷町公民館
楠総合支所
2月17日 前田町東部集会所
保々地区市民センター
2月17日 水沢町 東町公民館

・毎月第2日曜日は街頭演説の日
2011年8月から主に第2日曜日の午後に四日市各地で街頭演説を行っています。日程の都合
で2月は第3日曜日の実施となりましたが、2月の街頭演説で19ヶ月連続、計55ヵ所での実施
となりました。

◆議会で取り上げるべき情報をお寄せ下さい!!

徹底的に追求します！

森 智広は、過去の慣行や前例に捉われず、市政の問題や理不尽な部分について、徹底的に切り込んでいきます。
森 智広が切り込むべき四日市の問題点、議会にて取り上げるべき課題についての情報をお待ちしております。
下記の連絡先まで、メール、FAX又はお電話頂けますでしょうか。皆様の熱い想いで、森 智広の活動を御支援下さい。

<森 ともひろ後援会連絡先>
〒512-1105 四日市市水沢町2452 TEL・FAX：059-329-2193
E-mail：genki@mori-tomohiro.net

大反響！市政情報をブログにて発信中
http://ameblo.jp/mori-tomohiro/

森 智広 プロフィール
学 歴
平成 6 年 西陵中学校 卒業
平成 9 年 四日市南高校 卒業
平成13年 立命館大学 理工学部 卒業
平成23年 早稲田大学大学院公共経営研究科 修了
職 歴
平成15年 公認会計士第2次試験合格
平成15年 中央青山監査法人 入所
平成18年 あらた監査法人 入所
平成19年 公認会計士登録
平成21年 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 事業再生/再編グループ 出向
平成22年 あらた監査法人 退所
平成23年 四日市市議会議員選挙にて、5,493票の付託を受けてトップ当選 〔現役最年少〕
役 職
平成24年度 総合交通政策調査特別委員会 副委員長
平成25年3月8日作成

森ともひろ後援会

討議資料

