子 ど も の貧 困 対 策
～かみ合わない「貧困観」縦割り行政の限界明らかに～

現代の「貧困」は見えにくいと言
われています。昔のようにボロボロ
の衣服を着ていたりするわけでなく、
一見するとわからなかったり、また
経済的な要因だけでなく、親が食事
を作らないなどのネグレクトや生活
習慣の乱れから来る健康状態の悪化
によって、不登校状態になるなど、
経済的困窮に加えて、家庭環境や生
活習慣など様々な要因が複雑にから
み合っていることが多々あります。
また、生活困窮家庭に育った子ど
もが大人になっても貧困から脱せず、
世代を超えて貧困が連鎖していく傾
向があります。
このような現代の貧困問題には、
生活保護などの経済的支援に加え、
健康面や学習面、生活面など様々な
場面で必要な支援が提供され、子ど
もたちの生きる力を高め、世代を超
えた貧困の連鎖を断っていく施策が
必要となります。
従来の縦割り行政ではなく、福祉
・教育・保健衛生など、関係各課が
連携をして支援にあたることが求め
られます。
代表質問では、各課が横断的に連
携する体制づくりとそのための実施
計画策定、貧困実態調査の実施につ

いて市長の姿勢を問いました。
市長からは庁内横断的体制の構築や
貧困実態調査の実施については踏み込
んだ答弁はありませんでした。
答弁がなかなかかみ合わないのは、
現代の貧困に対する認識の違いがある
ように感じます。
戦後のみんなが等しく貧しい時代の
「貧困 貧(乏 」)と、現代のように、地
域のつながりが薄れ、各家庭が孤立し
て内実が見えにくくなっている時代の
貧困とは、おのずとそのあらわれ方と
対策も異なります。
「貧乏と貧困の違い」とも言うべき
この差異に象徴される時代の変化にど
こまで敏感な感性を持っているのかが
問われていると思います。
唯一の成果としては、「子どもの貧
困対策実施計画の策定に向けて検討を
進める」との踏み込んだ答弁を引き出
すことができたことです。
ただし、従来の縦割り行政的な発想
で施策を列記するだけの計画では意味
がありません。
庁内横断的な連携や民生児童
委員、ＮＰＯなど
との連携が進むよ
うな内容となるよ
う求めていきます。

３月議会では、自治みらいを代表して辻議員が代表質問に登壇。
子どもの貧困や「ごみ屋敷」などの危険家屋問題、新庁舎建設にお
ける市民参加など、庁内横断的な連携や市民との連携について、市
長の姿勢を問いました。
しかし、市長からの答弁は従来型の縦割り行政的発想が強く、か
み合わないやり取りとなった感は否めませんでした。

代表質問

℡：048-963-9262（直通）

越谷市議会報告
「みらいちゃん」

Vol.8

※市民公募したゆるキャラ

自治みらい

ギカ イ
times

自治みらい公認
キャラクター

Vol.8
越谷市議会 自治みらい 会報
平成29年（2017年）5月発行

縦割りでは解決できない「ごみ屋敷」
などの老朽危険家屋への対策を

越谷市では空き
家対策条例の施行
によって危険な空
き家への対処が進
められていますが、
居住者がいる、い
わゆる「ごみ屋敷」
や老朽危険家屋、
草木の繁茂、害虫
発生など、空き家
条例では対処できないケースが多々あり
ます。
また、危険家屋になってしまう原因
は、居住者の貧困、病気、障害、セル
フネグレクトなど様々であり、必ずし
も住宅担当課で対応できません。
原因者の状況に応じた対応が必要で
あり、福祉担当課も含めた庁内横断的
な対応や近隣住民との連携の必要性に
ついて質問しました。
市長からは「画一的な対応が難しく、
引き続き個々のケースに応じて指導を
していく」との答弁があり、現状維持
に留まりました。
危険家屋の問題は、貧困の問題とも
深く関わります。これまでは、一口に
ごみ屋敷といっても、危険な家屋につ
いては住宅担当課、ごみ処理について
は、廃棄物担当課、道路にはみ出した
ごみについては道路担当課といった具
合に、各担当課がバラバラに対応して
いました。
今回の答弁の中で、これらの問題の
窓口は建築住宅課であることが初めて
明確になりました。
しかし、何が原因でごみ屋敷化・危
険家屋化してしまうのか、その原因者

の状況に立って支援を提供していく連
携が必要です。

本庁舎建設
足りない市民参加の視点

２年前に建設された第三庁舎はパブ
リックコメントすら取らないなど、市
民意見を聴かずに建設し、批判を受け
ました。この轍を踏まないよう、今年
基本設計が行われる本庁舎整備は、徹
底した市民参加をもっと進めるべきと
質問しました。市長からは、ワークシ
ョップなど市民参加の手法を取り入れ
るとの答弁がありました。
新城市では、「若者議会」と銘打ち、
市内の若者たちが１年かけて企画立案
した事業を実際に市が１千万円を予算
化し実施する取り組みを行っています。
若者が市にやってほしい事業を考え、
現状について調査したり、住民と話し
合いをしたりしながら事業内容を練り
上げ、提案をするという大掛かりなも
のです。こういった政策形成過程への
参加がなければ、自治の意識は芽生え
ません。
庁舎建設もこのような手法が必要で
はないでしょうか。
意見を「聴く」だけでなく、「参加」
と「話し合い」の場を作るべきです。

そこが知りたい！
新年度当初予算

自治みらい

議員紹介

総務常任委員 議会運営委員 民生常任委員
教育・環境経済常任委員 建設常任委員
℡・Fax：048-975-6071
℡・Fax：048-979-3027
℡・Fax：048-966-6560
℡・Fax：048-977-1690
メール：shirakawa110@gmail.com
メール：yukorin6119@gmail.com メール：kikuchi.takamitsu@nifty.com メール：koji.t2454@gmail.com

特別職報酬引き上げ
「市長給与引き上げで玉突き式に」

代表

菊地 貴光

幹事長

政策担当

会計

白川 秀嗣

浩司

山田 裕子

の報酬も引き上がるという考え方は今回初め
て示されました。また、「仮に市長給与が引
き下げになった場合、審議会委員報酬は引き
下げになるのか」との質疑に対しては「引き
下げの際には、市長給与とは連動しない」と
のことでした。
この引き上げによる財政への影響額は年間
約１８０万円です。
市長給与を引き上げる時のみに連動させる
という説明にはいさ
さかの疑問符が付き
ましたが、審議会委
員等の報酬を引き上
げることについては
反対でないことから、
議案に賛成しました。

予算特別委員会における新年度予算
案の審査に、当会派からは菊地議員が
副委員長として臨みました。
高橋市長の２期目最後の予算編成で
ある新年度当初予算の主な特色は３つ
です。
①予算規模が過去最大であること（一般会計：９０４億
円、特別会計：７２０億３１００万円、病院事業会計：１
１７億８８００万円、総額１７４２億１９００万円）。
②各課の要求額と実際の予算とのかい離が過去最大とな
ったこと（一般会計で約１８３億円、総額では約２４４億
円）。
③新規事業が実質ゼロであること。
新年度の当初予算は、新規事業を行なわないにも関わら
ず規模は過去最大に膨らみ、各課からの要求額とのかい離
も過去最大になりました。これは、増え続ける市民ニーズ
に全て応えていくことが到底できな
い時代になったことを意味します。
高齢化と人口減少で歳入の大幅増
が見込めない低成長時代においては、
市民自身が「何を残し、何をあきら
めるか」を考えていく合意形成・自
治の力が求められます。
予算とは、自分たちのまちをどの
ようにしていきたいかという理念の
もとにつくられるべきものです。私
たち自身が今後、地域や社会をどの
ようなものにしていきたいか、その
ことを考えることが大切です。
つまり優先順位を明確にして行政
や議会に全部お任せするのではなく、
市民が主体的に関わっていくことが
重要です。
持続可能なまちづくりとはどのよ
うなものか、改めて市民の皆さんと
の議論を深めたいと思います。
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昨年３月議会で、市長、教育長、議員など
の特別職の給与・報酬が、他の中核市の平均
額に近づけることを理由に引き上げられまし
た。
それから１年たった今年の３月議会におい
て、審議会委員等の報酬を引き上げることを
内容とする、非常勤特別職職員の報酬および
費用弁償に関する条例の改正が提案されまし
た。
総務常任委員会では、議案の提案理由とし
て、越谷市では、審議会委員の報酬額は市長
の給与額の０．８％に相当していたため、市
長給与の引き上げに伴い、審議会委員等の報
酬を引き上げるとの説明がされました。
しかしながら、このように市長給与引き上
げによって、玉突き式に、各種審議会委員等
安全基準値を超える地点が存在していること
から、保護者からの不安の声が解消されない
中での強行実施となりました。その結果、少
なくとも２名の生徒が放射線の影響を理由に
やむなく欠席を選択していたことがわかって
います。
断腸の思いで参加させた保護者や、本当は
行きたくなかったという生徒がいたことにつ
いて教育長は３月議会の中で「保護者からの
ご理解はいただけている」と答弁。さらに、
別の議員からの質問で再開の評価を聞かれた
際には、「６年前の元の状態に戻っただけ。
結果的に地元の観光や経済の活性化にもなっ
ている。」と述べていました。
大人たちが復興の言葉に押されて放射線へ
の不安を声に出すことができなくなっている
ことが、原発事故を風化させようとしていま
す。子どもたちを守るため、声なき声に耳を
傾け、不都合な真実と向き合うべきではない
でしょうか。

☆お知らせ☆

あだたらスキー教室再開

震災から６年。チェルノブイリ原発事故で
は、健康被害の報告が５年目から爆発的に増
えました。「被ばくの影響は考えにくい」と
繰り返す専門家もいる一方で、福島県の小児
甲状腺がん及び疑いの子どもは１８４名（ ※
福島県民調査報告書による）と発表されてい
ます。避難先で心ないいじめや差別を受けて
悩んでいる子どもたちもいます。
４月には福島県内の避難指示が一部を除き
解除されましたが、これらの問題が一向に解
決しないまま、震災前の状態に戻すことだけ
が本当の復興なのでしょうか。
越谷市では原発事故の影響で中断していた
福島県二本松市での中学校のスキー教室が６
年ぶりに再開され、１月から２月にかけて１
５校の生徒があだたら高原にて２泊３日の合
宿を行いました。
二本松市内の除染は未だ完了せず放射線の

一 般 会 計
特 別 会 計
病院事業会計
総
額
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自治みらいでは、会報の市内折込みに合わ
せて市内各駅で街頭報告を行なっています。
見かけられましたらぜひ積極的にお声がけく
ださい！
また、市内各所で出張タウンミーティング
を開催しています。
3 人以上お仲間でお集まり頂ければどちらで
も出向きます。
お気軽にご連絡ください。

かい離
約183億円
約45億円
約15億円
約244億円

平成29年度当初予算
予算額
要求額（歳出ベース）
904億円
1087億1432万円
720億3100万円
766億0479万円
117億8800万円
133億0863万円
1742億1900万円 1986億2775万円
（1万円以下は切り捨て）
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