30 年度

31 年度
2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

2018 年度

2019 年度

実施設計

越谷市本庁舎整備基本構想の事業スケジュール（平成 26 年 9 月策定）

基本
構想

解体・建設工事

20

議会報告会（主催：自治みらい）
【日時】2 月 27 日（土） 9：45 ～ 11：45
【場所】サンシティ 2F 視聴覚室
（越谷市南越谷 1-2876-1 ☎048-985-1111）

出前・古民家報告会（主催：くらしと政治カフェ＠越谷 実行委員会）

22

【日時】2 月 18 日（木） 10：00 ～ 12：00
【場所】八百喜参之蔵「やおきさんのくら」
ら」
（越谷市越ヶ谷 3-3-16）
※越ヶ谷小学校東門向かいにある蔵

30 28

32

議員紹介

自治みらい

代表
代代

菊地 貴光

山田 裕子

幹事長

白川 秀嗣

浩司

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

無所属

たかみつ

きくち

ゆうこ

やまだ

越谷市民
ﾈｯﾄﾜｰｸ

政策担当

会計

11 月 11 日開催のあおぞら報告会。
科学技術体験センター「ミラクル」前の公園にて。
ピクニック気分で親子連れも多数参加。

40

さらにそれまで全く計画になかった第三庁
舎建設（ 億円）を突然提案し、市民への事
前、事後の説明も意見聴取もなく建設してし
まいました。
安心・安全埼玉ナンバー１を目指すことを
公約している市長は、今後地震によって本庁
舎が倒壊してしまう危険性への対応の責任を
放棄した、との市民の批判にどう応えるので
しょうか。
また、市は人口減少時代に対応するため、
公共施設管理計画を策定し、今後 年間の基
本的目標として、保有する建築物の ％以上
を減らすとしており、ブレーキとアクセルを
同時に踏もうとしています。
そのため、結局はこれまで積みあげ審査し
て来た事業を毎年、毎年各部の要求と査定が
いわば横並びで繰り返されて来た結果、本庁
舎建設が最優先の事業として位置づけられず、
先延ばしになってしまったのです。
解決策として、本庁舎建設に関わる全ての
過程に市民参加を実現し、さらにその論議を
公開する中で、他事業を諦める、我慢するこ
とに市民自身の納得を作り出す必要がありま
す。
そのために、市長も議会も市民に対し徹底
した情報公開と、複数の選択肢の提起や方向
性、論点の整理など公共空間の舞台を幾重に
も作り出すことが求められています。

☆お知らせ☆

さらに、巨大地震に耐えきれなったときに
一日２０００人が来庁する市民に犠牲者が出
たとしたら、いったい誰が責任を負うのでし
ょうか？

80

30

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

あおぞら報告会の写真
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最優先すべき
本庁舎建設が、
先送りされるわけ

37

本庁舎建設は平成 年度に完成する計画が、
２年以上も遅れる上に、何時建設されるのか
も不透明です。市長は、その理由として建設
費の約 億円から 億円の財政の見通しが立
たない、としています。
それは、本庁舎建設よりも、①小中学校の
クーラー整備 億円、②特別養護老人ホーム
建設補助金７億円、③大沢地区センター建設
億円等優先すべき事業がすでに計画されて
いるため、これ以上の支出が出来ない、との
ことです。
これ以外にも事業が目白押しで、平成 年
度、平成 年度、 年度の３か年で総額 億
円も予定しています。
しかし、３，１１東日本大震災によって本
庁舎の耐震強度の脆弱性が問題視され、市長
は何度もその解消のための新たな本庁舎建設
を市民に約束して来ました。

◎どなたでもお気軽にご参加ください◎

本庁舎の建設、先送り！
耐震性県内ワーストワンの返上はいつに？

29 年度

2020 年度

28 年度

②
60

29

①
27 年度

32 年度
平成 26 年度

Pick up
12

Pick up

市長は、越谷市役所本庁舎の建設に着手し
平成 年度中の完成を目指すとしていました。
しかしその目標がわずか１年ちょっとで早
くも修正されることが、菊地議員の一般質問
で明らかになりました。
越谷市役所の本庁舎は、耐震性が埼玉県内
の市庁舎の中でワーストワンの建物です。い
つワーストワンを返上するのか、予定通りで
も５年近く先の計画でした。
しかし建設スケジュールについて、市長は
「財政面を考えて検討する」と答弁。つまり
財政上の観点から、着工・完成を事実上先送
りするというのです。
埼玉県内でも際立って脆弱な本庁舎、巨大
地震がいつ襲ってくるかもしれません。水害
に見舞われた常総市役所の例から、災害時に
市役所が機能をしっかりと果たせるかどうか
は非常に重要です。

基本設計
計

（直通）

※市民公募したゆるキャラ

48 9
Fax：048-940-8634
越谷市議会報告 ℡：048-963-9262
「みらいちゃん」

Vol.3

未定
先
送
り
基本計画

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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随意指定 8

随意指定 2

25

越谷市施設管理公社

15

公募 4

随意指定 11
越谷市社会福祉協議会

6

公募 4

随意指定 2
地域による運営協議会

8

NPO

1

公募 1

民間事業者

3

公募 1

合計

33

公募 10 随意指定 23

親の喫煙が
子どもの健康を
むしばむ

︻菊地議員の一般質問から︼

たばこの煙には数多くの有害物質が
含まれており、人体に大きな影響を及
ぼすことは周知の事実ですが、最近の
イギリスの研究ではペットにも大きな
悪影響があるとのことです。
病気になると医師はまずたばこをや
めることを奨めていますが、たばこが
原因の医療費は年間でどのくらいある
でしょうか？
医療経済研究機構が、たばこが原因
の医療費を試算しています。それを越
谷市に当てはめると、直接喫煙で約
億円、受動喫煙で約４億円、合計では
約 億円となりました。試算にあたっ
ては、やや控えめな数字を基にしてい
ますので、実態はもっと多いことが想
像されます。
一方で、越谷市のたばこ税収入は約
億円。医療費を考えると、たばこ税
は財政を潤わせるというのは本当でし
ょうか？
たばこの煙は、子ども・妊婦・気管
支系に疾患のある方はもちろん、それ
以外の方にとっても大きな影響があり
ます。いわゆる受動喫煙です。熊谷市
の長年の取組みで親の喫煙が子どもの
健康に大きな影響を及ぼすということ
も分かってきました。
子どもの健康を守るのは、いうまで
もなく大人の責任です。

あだたら高原少年自然の家
スキー教室再開問題

︻議員間で賛否分かれる質問続く︼

原発事故の影響で学校利用を中止してきた福島県二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
二本
松市の越谷市立あだたら高原少年自然の家。中学校校長
会と教育委員会は２０１６年度からの中学校スキー教室
の再開を決めました。
自治みらいではこれまで独自に現地の放射線量測定を
行った結果や原子力規制委員会のモニタリングポストの
測定値から「再開はすべきではない」と判断。山田議員
と辻議員が６月、９月議会の一般質問などでこの問題を
取り上げてきました。また日本共産党越谷市議団や保守
無所属の会の議員からも、放射線量や施設の耐震性の観
点から再開を疑問視する質問がこれまでにもなされてき
ました。
一方で、自由民主党越谷市議団の議員からは、９月に
続き 月議会でも学校利用再開を推進する一般質問があ
りました。その中で、会派の独自の現地調査の結果、放
射線量は基準値を下回り安全と強調。利用再開に反対す
る議員を名指しし、「市民の不安をいたずらに煽り立て
る」と批判し、耐震性への不安も「大震災を耐え抜いた
のだから問題ない」と主張しました。
現地の放射線量は、現在もなお基準値を超える地点が
多数存在し、原子力規制委員会のホームページ等で誰で
も閲覧することができます。放射性物質は点在している
ため、測定地点が数メートルずれるだけで、まったく違
う値が計測されますので、自民党市議団の調査と、自治
みらいや国の調査で基準値を超える値が計測値されたこ
とは矛盾するものではありません。
自治みらいとしては、このように複数の議員がそれぞ
れに調査をし、議会の場で検証し合うことは良いことだ
と考えます。「再開をしてほしい」「再開しないでほし
い」「よくわからない」などの異なる意見は、どれもが
市民の意見です。議会の役割はそれら市民の意見を持ち
寄り、調査をし、議論をして結論を出すことです。
議員間でこれだけ賛否が分かれる少年自然の家の学校
利用は、当然のことながら保護者の間でも賛否が分かれ
ています。保護者の意見をしっかりと聞き場を作り、時
間をかけて決定していくことが本来は必要だったのでは
ないでしょうか。

ところが、政治の世界は未だ男性優位の構造になっており、国会
も地方議会も女性は1割にすぎません。女性議員や多様な背景を持
つ議員を増やし、育児や介護に関わる当事者が政策をつくる必要が
あります。しかしその背景には「家事・育児は女性がするもの」と
いう根強い意識や、経済面など女性が立候補しにくい課題がありま
す。
これらの課題を乗り越えるには、議員を選ぶ立場にある市民が、
自分たちの声を代弁できる人をよく考えて投票し、選挙後も市民の
側から議会をチェックすることが重要です。自治みらいでは、引き
続きタウンミーティングの
女性議員・脚本家・政治学者による
白熱したトークに会場も盛り上がった
開催等で参加型民主主義を
深め、多様な価値観を認め
熟議ができる、市民に開か
れた議会を目指していきま
す。

男女問わず、議員が「育休」を取得することについて、国会議員
の議論も話題になっています。
越谷市議会でも、山田裕子議員が育児による会議の欠席について
各会派の意見をフェイスブックに投稿したことが議会で問題視され
ました。「一億総活躍社会を目指す」とされながらも、子育てと仕
事の両立への理解が深まらず、孤軍奮闘を強いられている状況は市
民も同じです。
昨年12月13日に議員の「育休」をみんなで考えようと、パネリス
トに政治学者の三浦まり氏を迎え、シンポジウム「怒れる女子会＠
越谷」が開催されました。
戦後長く続いてきた「男性が外で働き、女性が育児や介護を担う」
という男性稼ぎ型から、共稼ぎ型へ変化している現代。誰もが育児
や介護と仕事の両立に困難を感じている中、その当事者である子育
て世代が議員になり、その体験を政策に反映させることは歓迎すべ
きことです。それに伴って、議会のあり方も多様性を認める方向へ
変わらなくてはなりません。

少年自然
の家
12

指定管理者制度
の活用は
市民参加が鍵

内訳
施設数
指定管理者

受動喫煙
53

︻議案から︼

33 公共施設の運営状況

煙の流れを考慮して場所を移した
せんげん台駅東口の喫煙スペース

24

公共施設

公の施設の運営は、自治体の直営の
ほかに外部に運営を委ねるケースがあ
りますが、制度の一つに「指定管理者
制度」があります。
指定管理者制度の目的には、民間の
能力を活用しつつ、住民サービスの向
上や経費の節減を図ることが挙げられ
ています。
越谷市では の施設で指定管理者制
度を導入していますが、このうち 施
設について３月末に指定期間が満了と
なるために、新たに５年間を期間とし
て選任する議案が上程されました。
いずれも従来から指定管理者となっ
ている団体が引き続き指定管理者とな
り、純粋な民間事業者の選定はありま
せんでした。
指定管理者制度の目的からいえば、
住民サービスをさらに向上させるため
には民間の力を活用や多様な担い手づ
くりが必要です。
そのためには市民の意見が反映され、
市民参加型の施設運営の仕組みづくり
を進めていく必要があります。
33
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議員の「育休」とれる？とれない？—怒れる女子会＠越谷—

