い わ ゆ る「共 謀 罪 」廃 案 を
求める意見書 否決
テロ等準備罪（いわゆる「共謀罪」）創設を盛り込んだ組織的犯
罪処罰法改正案の廃案を求める国への意見書が、賛成少数で否決さ
れました。
賛成は、共産（提出者）、自治みらい、民進・無所属（橋本議員
は退席）。
反対は自民、公明、刷新、保守無所属の各会派。
る意見が次々と出され、紛糾。断続的に
協議が続くものの一向に折り合わず、
平行線が続きました。そのため、自治
みらいとしては全体の合意を優先し、
止むなく質疑日の６月 日の採決に合
意をしました。

とを指摘しました。

批判に正面から向き合わない姿勢

１

市会議員選挙で、選挙期間中の
ビラの配布が可能に

従来、国会議員や首長選挙では選挙
反対討論には、自民、公明、刷新の
各会派が登壇しましたが、従来の政府 期間中にビラ（公約・マニフェスト）
答弁を繰り返し述べるだけで、国民の の配布が出来ましたが、県議・市議選
不安や疑問を解消しようという姿勢は 挙では公職選挙法で禁止されていまし
た。それがこのほど公職選挙法が改正
全く感じられませんでした。
国会では、市議会での採決から２日 され、政策や公約を中心とする選挙に
後の６月 日、委員会採決をすっ飛ば 変わります。
これに先立ち、越谷市議会でも、自治
して本会議で強行採決するという暴挙
が行われました。こういった民主主義 みらいを中心に昨年９月議会で、早急
を破壊する手法が国民の怒りを買い、 に法を改正し、ビラの配布を実現するた
その後の都議選での自民党の歴史的大 め国会に対して意見書を提案しました。
当然、全ての議員が賛成すると予想
敗につながったことは、越谷市議会も
されましたが、何と自民党、公明党、
無関係ではないはずです。
【いわゆる共謀罪廃案を求める意見書への賛否】 刷新クラブ、保守無所属の会に加え民進
●反対 １８
党と無所属の会の一部議員が反対し、否
自由民主党越谷市議団（６）野口佳司 伊藤治 金井直樹 島田玲子 服部正一 清田巳喜男
決されました。当時の時点でも参議院で
公明党越谷市議団（５）守屋亨 橋詰昌児 竹内栄治 瀬賀恭子 畑谷茂
法改正決議が全会一致で採択され、
越谷刷新クラブ （４）武藤智 松島孝夫 浅古高志 畔上順平 は、
保守無所属の会（３） 大野保司 江原千恵子 小林豊代子 今回も全員賛成で改正されています。
●賛成 １２
二年後の市議選で意見書に反対され
民進党と無所属の会（５）後藤孝江 髙橋幸一 福田晃 細川威 松田典子
自治みらい（４）白川秀嗣 菊地貴光 辻浩司 山田裕子 た会派や議員は旧来の名前の連呼を中
日本共産党越谷市議団（３）山田大助 宮川雅之 工藤秀次
心とする選挙を実施されるのか、市民
の検証を受ける事になります。
■退席

敬称略
※

岡野英美議長は採決に加わらず
※

橋本哲寿

15

議長の任期は法律上 4 年ですが、越谷市議会では 1 年交
代が半ば慣例になっています。議長の役目は議会を公平に
運営し、議会改革をすすめること。1 年交代では、運営だ
けで終わってしまい、十分に改革が進まないのが現状です。
ところが今年も、6 月議会初日に正副議長が辞職し、議
員による選挙が行われることになってしまいました。越谷
市議会では、議長に立候補する議員は自主的に公約を提示
していますが、残念ながらその過程が市民には公開されて
いません。自治みらいからは白川議員が議会基本条例の制
定など１０の具体的な公約を提示して選挙に臨みました。
今年も当選には及びませんでしたが、公約の提示を通して
議会改革の重要性を示し続けています。
また、監査委員を務めていた 2 人が正副議長に就任し
たため、最終日には欠員となった議会選出の監査委員選挙
も行われました。
6 月議会の恒例行事のようになってしまっている正副議
長・監査委員の選挙。市民からは「ポストの回し合いでは？」
と疑問の声も上がっています。自治みらいは引き続き、任
期を最低 2 年にすることや選挙公約の公開など、市民に
開かれた議会人事のあり方を求めていきます。
【議長・副議長選挙結果】
議長
岡野英美（公明） ２５票
白川秀嗣（自治みらい）７票
副議長 髙橋幸一（民進・無所属） ２４票
辻浩司（自治みらい） ８票
【監査委員選挙結果】
松島孝夫（刷新） 賛成２３票 反対７票
金井直樹（自民） 賛成２４票 反対６票

テロ防止には効果の薄い「共謀罪」
意見書に対する討論では、自治みら
いからは辻議員が賛成討論に立ち、
「テ
ロ防止の名目で共謀罪の必要性が言わ
れるが、市街地で自家用車を暴走させ
た英国でのテロに見られるように、一
個人が計画し、どこにでもある生活用
具を使って街の中で起こすような形の
テロを未然に防ぐことは事実上不可能。
貧困、格差の解消、大国による経済
支配・軍事支配をなくさなければテロ
はなくならない。残るのは、市民運動
などの『委縮』であり、それは民主主
義を破壊していくことになる」と訴え
ました。そして「安倍総理は法案を通
さなければ国際組織犯罪防止条約（ＴＯ
Ｃ条約）に加盟できず、オリンピック
は開けないと言っているが、ＴＯＣ条
約はマネーロンダリングなど国際的な
犯罪を取り締まるための条約であり、テ
ロ対策は関係ない。共謀罪を創設して
いない国でも加盟できる」と説明し、
「五輪開催のためのテロ対策」として
の「共謀罪」創設は、間違いであるこ

毎年慣例！？ 議長選挙

℡：048-963-9262（直通）
※市民公募したゆるキャラ

越谷市議会報告
「みらいちゃん」
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ずれ込んだ採決日程

25

通常の議事日程では、意見書も含
めて議会最終日にまとめて採決をす
る決まりとなっていますが、緊急に
議決が必要な場合は「先議」と言っ
て、日程を前倒しして採決を行うこ
ととなっています。
今回の意見書は国会で法案が採決
される前に出す必要があるため、先
議をすることが議会運営委員会の全
会派で合意されましたが、その日程
を巡って紛糾しました。
これまでは、先議の多くは議会初
日に行うことがほとんどであり、例
外的に議会日程中盤の議案質疑日な
どに行うこともあります。しかし、
一日でも早く国会に意見を届けるた
めには早い方がよいことは言うまで
もありません。
しかし、今回、先議の申し入れを
提出者の共産党市議団が５月 日に
していたにもかかわらず、６月議会
初日の６月１日の朝の議会運営委員
会では、自民、公明、刷新、保守無
所属の委員から「先議には合意した
が、今日にするかどうかは会派に諮
っていない」「（事前に示した意見
書の文案の文言が修正されているの
で）もう一度会派に持ち帰って検討
する時間が必要」など先送りを求め

※議長・本人は投票に加わらず

自治みらい

ギカ イ
times

自治みらい公認
キャラクター
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見えない汚染から
子どもの健康を守りたい

議員紹介

自治みらい

代表

教育・環境経済常任委員 議会運営委員 建設常任委員
総務常任委員
℡・Fax：048-975-6071
℡・Fax：048-979-3027
℡・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

制度の外側に起きている問題
に対して、旧態依然の答弁

（山田裕子議員）

白川 秀嗣

浩司

菊地 貴光

ことについて、どちらが優先されるのか質問
しました。
教育長からは、「①通常学級で学ぶ子ども
については、設備改修や専門家による巡回指
導などを実施している。②特別支援学級の子
どもも、いわゆる 親学級 と呼ばれる通常
学級に専用の机椅子を用意し、交流を図って
いる。③学校選択制による教室増と特別支援
学級の設置の優先順位については、地域の学
校という意味から特別支援教室を優先する」
との答弁がありました。
分けられた場を前提にした「交流」ではな
く、その子がいる場所で受け止めていくこと
を考え合うことが必要です。

しらかわ ひでつぐ

こうじ

辻

無所属

つじ

越谷市民
ﾈｯﾄﾜｰｸ

たかみつ

きくち

無所属

☆ 市政報告会のご案内 ☆
日時：7 月 31 日（月） 18：30 ～ 20：30（予定）
場所：桜井地区センター 学習室Ａ・Ｂ
テーマ：平成 29 年 6 月議会の報告 ほか
主催：4 地区有志議員の会
やまだ
ゆうこ
越谷市民
どなたでも自由に参加できます。
ﾈｯﾄﾜｰｸ 山田 裕子
この機会にぜひ市政・議会へのご意見を直
民生常任委員
℡・Fax：048-966-6560
接お寄せ下さい。

“

ベッドが余っているって本当？
市立病院の今後は？

今、体調不良に悩む子どもたちが増えています。学校保
健統計によると、およそ 年間で子どもの喘息は約３倍に
なっています。
原因はさまざまですが、遺伝や家庭環境など個人的な要
因のほかに、環境の悪化も見過ごせない原因になっていま
幹事長
す。
私たちの日常は、便利で豊かな暮らしのために作られて
きた製品から出るいろいろな有害物質であふれています。
これらの多くは微細な粒子のため、喘息やアレルギーなど
の原因となり、子どもたちの体をゆっくりと蝕んでいます。
そこで市長に、市内のダイオキシン測定値が埼玉県の中
政策担当
でも高いことを挙げ、環境改善に力を入れてもらうよう提
案しました。答弁は残念ながら、現状の取組みを紹介する
にとどまりました。
越谷市は、リサイクル率が埼玉県内 市町村中 位と大
変低く、ごみ処理場での焼却量も依然多いままです。子ど
もたちの健康は、今や私たち大人の、環境に配慮した買い
会計
物や行動にかかっています。

57

自治みらいでは、会報の市内折込みに合わ
せて市内各所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掛けく
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。

（白川秀嗣議員）
①ヘイトスピーチ対策法②全ての子ども達
の学ぶ権利（教育機会確保法の具体化、フリ
ースクールへの支援等）③自殺（自死）対策
について、市長・教育長に一般質問しました。
どのテーマも、これまでの制度の外側で起き
ている深刻な社会問題であり、現在の制度や
仕組みの枠での対応では解決出来ない問題で
す。
そこで、法制定を受けて今後の対応がどう
変わっていくのか、質問しました。
例えばフリースクールは、これまでの位置
づけが不登校児生徒が学校の復帰するための
補完組織でした。これが法制定によって学校
以外の様々な選択肢も認められ、結果として
すべての子どもたち教育を受ける権利を保障
することに激変しました（自宅で休むことも
認められました）。
しかし３つの質問テーマに対しての市長や
教育長の答弁はいずれも、旧来の考え方や対
策から踏み出すことは弱く、法では自治体に
於ける具体的な施策まで提案されていますが
その実現には消極的でした。

20

私立独協埼玉高校を自治みらい 4 名で訪問し、高校
３年生と意見交換を行ないました。地域社会や自分の
将来について高校生がどう考えているか、生の声を聴
くためです。
まずは簡単に市政や議会について解説。その後、高
校生から質問を受ける形で政治について分かりやすく
説明しました。
今回参加してくれた高校生 6 名のうち 4 名は公務員
を志望しているとのこと。政治に対する意識も聞くこ
とができました。

”

（菊地貴光議員）
埼玉県では、医療需要が爆発的に増えると
されるいわゆる「２０２５年問題」への対応
として、地域医療構想を昨年まとめました。
そこでは現在の病床数と２０２５年の需要予
測をしめしています。病床は「高度急性期」
「急性期」「回復期」「慢性期」に区分され
ています。市立病院は「急性期」病院と位置
付けています。
この地域医療構想と市立病院の今後につい
て市長に質問したところ、大変なことが明ら
かになりました。
高齢化の加速を背景に医療需要は増加して、
「回復期」「慢性期」の病床不足が見込まれ
る一方、市立病院も位置付けられている「急
性期」は、現状でも病床数は足りており今後
も余るほどの数である、というのです。余る
病床は地域で調整するとも。調整とは減らす
ということです。
そういった中でも市立病院は今後も急性期
病院として経営を行なっていく、との答弁も
ありましたが、病床数の見通しが本当であれ
ば、今後の経営が懸念されます。

62

☆お知らせ☆

障害のある子も地域の学校で
学ぶことを最優先に
（辻浩司議員）
障害のある子もない子もできる限り同じ学
級・学校で学ぶ「共育」が必要と考えます。
そこで、①障害のある子どもが通常学級で学
ぶための支援の充実をどう考えるか②特別支
援学級で学ぶ子どもが通常学級の子どもと交
流する機会をどのように確保するのか、につ
いて質問しました。
また、③大規模校では教室不足から特別支
援学級の設置ができない一方で、中学校選択
制によって校区外から生徒を受け入れている

獨協埼玉高校を訪問 ～高校生と意見交換～
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