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賛成

議員紹介

自治みらい

保守無所属の会は︑総務常任委員会では賛成︑
本会議場では１名反対・２名退席して採決に加わらず︒

しらかわ ひでつぐ

敬
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幹事長

菊地 貴光

山田 裕子

政策担当

白川 秀嗣

無所属

こうじ

っく
り
ポ
ン
！

山田大助

浩司

橋詰昌児議長は採決に加わらず︒
※
代表
松田典子議員︵民主党と無所属の会︶は出産のため欠席︒代代
※

宮川雅之
工藤秀次

由に２０２０年度の完成予定を先送りしたば
かり。その主な要因は、小中学校のエアコン
設置や消防分署、大沢地区センターの建て替
えなど、大きな支出が今後も見込まれ、財政
的なめどが立たないことにあるとのこと。
であるならば、報酬引き上げの是非はそう
いった財政状況も含め、市長が政策判断をす
べきではないでしょうか。１日２千人が訪れ、
災害対策の中心となる市役所が震度５強でつ
ぶれてしまうかもしれない状態を放置したま
ま、議員や特別職の報酬・給与をアップする
ことに、納得できない人も多いはずです。
４月中旬には九州地方で大地震がありまし
た。庁舎が潰れて使えず、災害対策本部を屋
外のテントに設置した自治体もあります。災
害対策本部の機能が低下すると、混乱が拡大
し更なる被害につながります。越谷市で同じ
規模の地震があった場合、本庁舎は倒壊して
いた可能性が高く、その被害の影響は計り知
れません。

武藤智
畔上順平

辻

△

大野保司 江原千恵子
小林豊代子

松島孝夫
浅古高志

つじ

たかみつ

きくち

×
×

髙橋幸一
橋本哲寿

伊藤治
島田玲子
清田巳喜男
岡野英美
瀬賀恭子

越谷市民
ﾈｯﾄﾜｰｸ

無所属

×
〇 × ×
× 〇 △

〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

×
×
×
×

自由民主党
越谷市議団
公明党
越谷市議団
民主党と
無所属の会
越谷
刷新クラブ
日本共産党
越谷市議団
保守
無所属の会

野口佳司
金井直樹
服部正一
守屋亨
竹内栄治
畑谷茂
後藤孝江
福田晃
細川威

出前・水辺の報告会（主催：くらしとせいじカフェ＠越谷 実行委員会）

ゆうこ

×
菊地貴光
山田裕子

【日時】５月１４日（土） １３：００～１５：００
【場所】葛西用水ウッドデッキ
キ
（越谷市役所脇
越谷市越ヶ谷 4-2-1）
※小雨決行
フリーマーケットも同時開催！
催！

やまだ

越谷市民
ﾈｯﾄﾜｰｸ

× ×

会計

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

古民家を会場に報告会を開催

●「他市と比べて低い」は絶対的理由にならない
もちろん、越谷市は中核市の他の自治体と
比べて報酬・給与の額が低いのは事実です。
中核市になって市の業務も増え、議会として
チェック機能などを高めなければならないの
もその通りだと思います。
しかし、「他市と比べて低い」という理由
はあくまで相対的な価値観であって、絶対的
な指標ではありません。赤字経営で自社ビル
建て替えもままならない会社の役員報酬をア
ップするような経営姿勢に、株主の承認が得
られるでしょうか。
●優先順位を明確にするために予算組み替え
動議を提案
自治みらいは、予算特別委員会で、一般会
計予算案の内、報酬等の引き上げ相当額を公
共施設等整備基金に繰り入れる「予算組み替
え動議」を提案しましたが、各委員からは質
疑も出ないままあっさり否決されました。そ
のため、やむを得ず一般会計予算案に反対を
しました。また、議員報酬と特別職（市長・
副市長、教育長、常勤監査委員）給与関連の
４条例にも反対をしました。
このタイミングでありえない、報酬・給与
引き上げ。越谷市はいま何を一番に優先しな
ければならないのか。市民にきちんと問うべ
きではないでしょうか。

2 月 18 日開催の古民家報告会。
八百喜参之蔵（やおきさんのくら）にて。
火鉢で暖を取りながら多世代交流。

報酬・給与引き上げ
議員
市長等

び

※市民公募したゆるキャラ

提出者

白川秀嗣
辻浩司

【日時】５月７日（土） １３：３０～１５：３０
【場所】中央市民会館
五階第４・５会議室
（越谷市越ヶ谷 4-1-1 ☎048-966-6622）
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従来
引き上げ後
市長
99.5 万 → 105.1 万（＋5.6 万円）
副市長
83.5 万 → 88.2 万（＋4.7 万円）
教育長
74 万 → 78.2 万（＋4.2 万円）
常勤監査委員 53 万 → 56 万（＋3 万円）

自治みらい
議会報告会（主催：自治みらい）

議員報酬
・
特別職給与
引き上げなの？？？
？

特別職給与（月額）

会派 / 所属議員

☆お知らせ☆

３月議会では、議員と市長などの特別職の
報酬・給与の引き上げが提案されました。自
治みらいは、引き上げの報酬・給与引き上げ
関連の４条例改正案と引き上げを見込んだ一
般 会計 予 算 案 に 反 対 を し ま し た 。 い ず れ も 賛
成多数で可決されました。本庁舎の耐震化を、
財政難を理由に先送りした矢先の今回の報酬
等アップは市民の理解を得られるでしょうか。

従来
引き上げ後
58.8 万 → 65.7 万（＋6.9 万円）
52.9 万 → 59.1 万（＋6.2 万円）
51.5 万 → 57.5 万（＋6 万円）
議長
副議長
議員

℡：048-963-9262（直通）
「みらいちゃん」

予算案
組み替え動議
原案

◎どなたでもお気軽にご参加ください◎

●中核市になっても税収増えないのに …
今回の提案は、議員報酬の額を、現行の５
１万５千円から６万円増額し、５７万５千円
に引き上げるなどを内容とするもの。
（別表）
市長は引き上げの理由として他の中核市と
比べて報酬・給与額が低いことや 年間据え
置きになってきたことなどを挙げています。
しかし、中核市になったからといって大幅に
歳入が増えるわけではありません。むしろ保
健所や第三庁舎の建設・維持管理費などの歳
出が増えているのが現状です。

議員報酬（月額）

‼

越谷市議会報告
●本庁舎の耐震化は後回し
何よりも越谷市は、県内ワースト１の耐震
性の市役所本庁舎の建て替えを、財政難を理
議員報酬・市長等特別職給与引き上げ額

自治みらい

ギカ イ
times

自治みらい公認
キャラクター

Vol.4

Vol.4
越谷市議会 自治みらい 会報
平成28年（2016年）4月発行

平成28年（2016年）4月発行
会派代表質問

２、高次脳機能障害は、同じ障害の状態なのに、
介護保険適用がない現状を変える

５、子どもを取り巻く問題を解決するために
①貧困問題で独自政策なき越谷市。実態調査
さえ実行しない現状
②児童虐待問題の解決策は、まず地域の大人
の関係性が、何より問われる
③不登校問題の位置づけで、フリースクール
は、学校復帰への〝補完物〝 ではない
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福祉
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主権者
有権者の投票判断の情報を
もっと広げることが必要

市会議員選挙時に市民に配布される選挙公
報は、定数 名に対し昨年４月の選挙では
名が立候補し、全員の選挙公約が掲載されま
した。
しかし、一人の候補者の枠組みが小さく、
選挙公約のスペースが制約され、市民の選択
肢が限られています。
そこで、選挙公報のスペースの拡大が必要
ですが、越谷市が独自に判断して拡大や内容
を変える事が出来ます。
また、選挙公報の選挙後のホームページへ
の公開についても、選挙が終われば広報紙の
掲載は削除されて来ました。
しかし、昨年５月政府は、選挙後も広報紙
の公開について問題がない、と通知していた
と、答弁しました。
そのため、昨年９月時点で１８５の自治体
で選挙後の選挙公報の掲載を実施しており、
越谷市でも同様の措置を取ることが出来ます。

６、シティズンシップ教育の推進に向けて
①学校現場では、社会で対立する意見を討議
出来るのか
②若者への対策は、まずこれまでの大人の主
権者意識のなさを、どうするのかが先
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産業

障がい者対策の基本は、
「障がい」は「個性」
であるとの認識から

４、市民参加と自治意識の涵養に向けて
①行政が決めた結果しか公表しなくて、市民
参加は出来ない
②一切の説明と意見聴取がない、最悪の第三
庁舎建設の失敗を教訓へ

22

95

これまでの障害者就
労支援の諸施策は、障
害者雇用促進法の対象
者となる週 時間以上
の労働が可能な人、つ
まり一定程度の就労能
力のある人をその主な
対象としてきました。
しかし、対人関係が難しく長時間職場に
いることが困難な人や、精神障害のある方
で状態に波のある方々など、制度が定義す
る就労という枠に入れない人に対しては、
労働ではなく福祉施策の対象とされ、福祉
施設への通所を基本とする支援が行われて
きました。
市役所という場所は、見方を変えれば越
谷市内で最大の大手事業所です。
越谷市では地域適応支援事業のように、
障害のある方々の市役所での職場体験を長
年受け入れてきた実績があります。答弁で
は、平成 年度 件だった年間就職数が、
平成 年１月時点で 件に増えている、と
の事でしたが依然として受け入れ企業等の
拡大が課題となっています。

３、エネルギーシフトを地域で市民が取り組む
ために
①エネルギー循環型社をつくるために、目標
値なき省エネ推進策では実現しない
②再生可能エネルギーの利用に向け、小中学
校の電気を東電からPPSに転換したのだか
ら、更に自然エネルギーへ

10

中小企業振興条例の制定は、
地域産業の新たな総合戦略

１、平成２８年度予算案の見方
①予算要求額と査定額の差２００億円は大き
すぎる
②外部評価の実施で、事業廃止のD評価でさ
え、切れない行財政改革とは

Vol.4

平成 年政府は、中小企業憲章を閣議決
定しました。
これを受けて全国の自治体では、平成
年 月１日現在、埼玉県など県レベルで
道府県と 市、 区、 町で、中小企業振
興基本条例が制定されています。
これまでの、越谷市の中小企業対策は、
大企業の系列化に置かれた中小企業を救う
ため、国が策定したメニューを仲介するこ
とに重点が置かれていました。
しかし、現在の中小企業は地域での雇用
の受け皿や多品種、少量生産を始め、これ
からの日本の産業の中心軸をなる主体とな
って行きます。
そのために、市長はまず中小企業の今日
的な位置づけから、当該の中小企業者は勿
論、広く市民の参加の
中で、中小企業振興条
例を制定する必要があ
ります。ただ、残念な
がら市長は全く制定の
意思がないことが、明
らかになりました。

自治みらいの代表質問の主要な項目と視点

越谷市議会 自治みらい 会報
会派を代表して白川議員より

44

～予算特別委員会質疑より～
除染未完了で再開

あだたら自然の家

今年度からのスキー教室再開が決定しているあだたら高原少年自
然の家。低線量被ばくの影響や、耐震診断が未実施であることなど、
再開決定後も保護者からの不安の声は止んでいません。
予算特別委員会では、再開の基準にしていたはずの二本松市の除
染計画が終了していないことや、耐震診断の具体的な目途が立って
いないことが明らかになりました。
さらに再開にあたり年間の経費約8500万円に加え、設備改修に約
1400万円が必要であり、今年度の経費は約1億円にものぼります。
また、3月定例会では代表質問や予算特別委員会で自民党に引き続
き公明党からも再開を強く推進する質問がありました。
議員間でもこれだけ議論になっているのですから、市や教育委員
会は疑問や不安の声に丁寧に応えるなど、より真摯に考える姿勢が
必要ではないでしょうか。

予防接種

副反応事故を防ぐために・・

全国で接種後の副反応被害が多発している子宮頸がんワクチン。
越谷市で接種し被害にあわれた方は、有効な治療法も救済策もなく
苦しんでおられます。
そんな中、子宮頸がんワクチンの副作用を訴えている女性たちが、
健康被害を予見できたのに回避措置をとら
なかったとして、国と製薬会社２社に損害
賠償を求めて集団提訴を準備しています。
予防接種は国の事業ですが、実施主体は
自治体です。質疑では、越谷市においても
副反応のリスクなど予防接種についての正
しい情報提供を強化し、保護者が十分に検
討し納得した上で接種を受けられるように
工夫すべきではと提案しました。

