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安保法案 慎重審議を求める
国への意見書
否決
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議員紹介
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代代

幹事長

政策担当

白川 秀嗣

浩司

ひでつぐ

しらかわ

国際的な信頼を維持するために
も、もはや現在の平和主義では通
用しないこと。憲法の解釈につい
ては、広範な意見があること。国
会では、慎重で真摯な審議が続い
ていること。

出前・あおぞら報告会（主催：チームみらい会議）

辻

１９９２年のＰＫＯ法案の時に
は今以上の反対があったが、今で
は自衛隊の活動は国民に評価され
ており、各国も支持している。国
会も９５日間延長し慎重に審議を
行なっている。意見書の主張には
違和感を感じる。

【日時】１１月１１日（水）１３:３０～１５:３０
【場所】七左第四公園（科学技術体験センター「ミラクル」前）
（越谷市七左町 2-205-2 ☎048-961-7171）

こうじ

強行採決抗議の意見書も「緊急性ない」と提案できず

議会報告会（主催：自治みらい）

つじ

政府の説明は個別的自衛権の拡
大で対処すべき内容。集団的自衛
権行使は憲法違反。国民保護の視
点も欠如している。政府が立憲主
義に反していることへの怒りが 国
民にわき起こっている。（詳しく
は上記参照）

十分な説明という点で、政府は
一貫して丁寧な説明を継続してい
く考えを示している。
審議時間に関しても、他の安全保
障に関する主な法案と比べて決して
熟議に欠ける審議時間ではない。

我が国を取り巻く安全保障環境
の重大な変化に対し、我が国の抑
止力を防衛面から確保しようとい
う法案であり、現在国会で十分な
審議を尽くしている。

【日時】１０月３１日（土）１４:００～１６:００
【場所】越谷市北部市民会館 ３Ｆ 第３会議室
（越谷市恩間 181 番地 1 ☎048-978-5311）

菊地 貴光

山田 裕子

法案は違憲。武力行使の新三要
件は定義があいまいで立憲主義に
反する。アメリカとの約束を守ろ
うとするあまり、性急に結論あり
きで進めており、多くの国民に疑
問を残したまま。

◎どなたでもお気軽にご参加ください◎

たかみつ

[ 敬称略 ]

憲法９条の平和主義を根底から
覆すものであり廃案しかない。審
議では具体例を示したが、必要性
を説いた答弁は二転三転しうそ・
でたらめで総崩れであり、国民の
多くが不安や疑問を抱いている。
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統一街宣の写真

会計

安保法案廃案を求める街宣活動が自治みらい、共産党市議団、
民主党と無所属の会（有志）の超党派市議によって 8/25 と
9/11 の２回行われた（越谷駅東口）

武藤智
守屋亨 岡野英美 竹内栄治 伊藤治 金井直樹 島田玲子
畔上順平 瀬賀恭子 畑谷茂
服部正一 清田巳喜男
松島孝夫
浅古高志

大野保司 江原千恵子
小林豊代子

公明党越谷
自由民主党越谷
市議団（５） 市議団（５）
保守無所属の会 越谷刷新クラブ
（３）
（４）

※橋詰昌児議長（公明）
は採決に加わらず。
※欠席 野口佳司
（自由民主党越谷市議団）

本会議場、市民の多目的利用のための
整備とは成らず

☆お知らせ☆

きくち

ゆうこ

やまだ

「安全保障関連法案の審議に当たり十分な説明と慎重な審議を求める意見書（案）」賛否一覧と討論の要旨

本庁舎の建て替えに伴う議会スペースの基本 程度しか使用していない本会議場を、市民が気
設計について、９月 日の代表者会議で結論が 軽に利用出来る様に市民の意見を最大限くみあ
げ提言して行きます。
出されました。
本会議場は、議会専用の整備とするのか、市
民も利用できる多目的とするのかについては、
①本庁舎と一体型で整備する。②議場は本来の
機能として整備し、上層階への配置とする、と
なりました。
議員も委員となった「本庁舎整備審議会」（市
長の諮問機関）の答申では、明確に「議場を市
民・議会・行政が共に利用できる環境にむけ、
議会空間の多目的利用を検討します」としてい
ます。
自治みらいでは、議場の整備は、従前の様に
固定化されたテーブルや椅子の設置では、市民
が多目的に利用しづらいため、最初から移動可
能な整備にすべきとの意見でしたが、この意見
は全体の同意を得ることが出来ませんでした。
私たちは、今後とも現状では一年間に６０日
25

Pick up

慎重審議求める意見書否決
９月 日、参議院で安全保障関連法案が強行
採決されました。
越谷市議会では９月１日、「安全保障関連法
案の審議に当たり十分な説明と慎重な審議を求
める意見書（案）」が自治みらいと共産党市議
団で共同提案をしましたが、否決されました。
また、法案が成立後の 日、「安保法案の強
行採決に抗議する意見書」を議会運営委員会で
緊急提案しましたが、「緊急性に欠ける」とし
て認められず、議案として提出すらできません
でした。
最後まで法案への理解広がらず
安保法制は、本来は、憲法改正を発議し、国
民の信を問わなければ変えることができない集
団的自衛権の行使を、安倍内閣が閣議決定のみ
で変更しまったその立案過程から、「立憲主義
の破壊」と指摘されてきました。
これに対し、多くの憲法学者が法案を憲法違
反と断じたのをはじめ、各界からも批判が出さ
れました。国会周辺では最高 万人の市民が廃
案を訴える前代未聞の事態となりました。
法案への国民の理解は広がらず、世論調査で
も６割が法案に反対という結果となりました。
国民の理解よりも国会内の数の力で
政府は国民への丁寧な説得を放棄し、いわば
消化試合のように審議時間数を重ね、最後は国
会内の数の力で押し切りました。安保特別委員
会では、公聴会の報告も総括質疑もカットする
など不正常な議事運営が原因となり、議事録に
も記録不能な混乱状態の中で、「採決」が行わ
れるという異常事態となりました。
市民間の議論の場、作るのが議会のはず
憲法に基づき設置され、民主主義の学校と言
われる地方自治体の議会である越谷市議会が、
これらの事態に対し意思表示すらできなかった
ことは極めて残念です。
自治みらいは、立憲主義を守る立場に立ち、
安保法制廃止を目指すとともに、「憲法守れ」
か「中国脅威論」かの二項対立を超えて、安全
保障についての市民的な議論の場を作り出して
いくことに取り組んでいきます。

※雨天時はミラクル内
レクチャー室にて。
子連れ歓迎。

反対１７（討論の要旨）
×

白川秀嗣 菊地貴光
辻浩司 山田裕子
後藤孝江 髙橋幸一 福田晃
橋本哲寿 細川威 松田典子
山田大助

宮川雅之
工藤秀次

自治みらい
（４）
日本共産党越谷 民主党と無所属
市議団（３）
の会（６）

②

賛成１３（討論の要旨）
〇

Pick up

（直通）
通）

「みらいちゃん」

48 9
Fax：048-940-8634
越谷市議会報告 ℡：048-963-9262
※市民公募したゆるキャラ

自治みらい
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巡って意見が分かれたため、決算認定
議案への賛否については各議員の判断
に委ねるとの結論となりました。
その上で、庁舎の整備にあたっては
しっかりと市民の声を聴く、というス
タンスが必要だと我々は考えています。
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達にツケを回さないようにするためには、どうするべき
か？」という視点で、市民同士が一緒になって考えてい
く必要があります。

放射能問題キッカケに
あだたら高原少年自然の家の
あり方考える

原発事故の影響で、小中学校行事での利用を休止して
いる越谷市立あだたら高原少年自然の家（福島県二本松
市）。市教育委員会は２０１６年度からの中学校スキー
教室再開に向けて７月に保護者向けに環境省の講師によ
る放射線に関する講習会を開催しました。辻議員が一般
質問でこの問題を取り上げました。
質問では、自治みらいによる現地調査や国の測定値か
ら、高速道路や二本松市内で安全基準値を超える地点が
多数存在していることを取り上げる一方、放射線講習会
で保護者から出た質問や教育委員会へ寄せられたほぼす
べての意見が、学校利用に対して不安や疑問、抗議の内
容であったことを指摘。これに対し「すべての保護者の
不安が解消されたとは思っていない」と学校教育部長が
答弁するなど、講習会の目的である「保護者の不安や疑
問に答える」ことが達成できていない現状が浮かび上が
りました。また、学者ではなく、教育委員会と保護者の
意見交換の場を提案しましたが、教育長は「これ以上の
講習会の開催は考えていない」と答弁しました。
また、質問では、老朽化する同施設の今後や校外学習
のあり方についても取り上げました。老朽化が進み、耐
震診 断未実施の同施設は、そのあり方を再考すべきでは
ないか。また、校外学習は、全校一律でスキー教室でな
くとも、農村での民泊など、多様な形態で実施を検討す
る機会にすべきと提案をしました。教育長は、同施設の
必要性はいまだ変わらず、保護者負担の軽減のためにも
同施設を利用してのスキー教室を再開したいとの考えを
強調しました。

︻辻議員の一般質問から︼

少年自然
の家

どうする？
これからの公共施設
平成 年度決算認定
第三庁舎建設、当初の説明
と大きな隔たりが。
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︻決算特別委員会から︼

80

また自民党の野口佳司代表は「代表者会議に多くの時間を費やし
たことに対し謝罪の言葉はないのか」と発言しました。これに対し
山田議員は「議員が育児を理由に欠席すること自体が問題だという
発言は育児に対する理解の欠如だと感じた。自身の意見と共に発信
したことは問題ではない」と反論しましたが結論は出ず、議論は平
行線のまま継続して代表者会議で取り扱われることになりました。
一つの物事に対して多様な視点や意見があるのは自然なことです。
議員が議会の様子を自分の言葉で発信でき
なければ、議会と市民の距離は遠くなり市
政への無関心や投票率低下に繋がります。
また、共働きやひとり親世帯が子育てと
仕事を両立するためには、多様な働き方が
できる環境の整備が必要です。このような
社会的な課題について議会がどのような意
識を持つかによって、市の施策も変わって
くるのではないでしょうか。

越谷市議会では、女性議員が活躍できる環境を整備するため「事
故」しか認められていなかった会議の欠席理由に「出産」を追加。
さらに自治みらいは、子どもの急病時などの「育児」による欠席を
追加する会議規則改正を提案しました。
その議論の際「育児の代理は立てられるが、議員の代理は立てら
れない」（刷新クラブ）「議員は特別職。責務を優先すべきで疑問を
禁じ得ない」（自民党）などといった発言が相次ぎ、疑問を感じた
山田裕子議員がフェイスブックでこうした発言を公開。
ところが、刷新クラブの松島孝夫代表が「客観的事実に反し、市
民に誤解を与える」と問題視。これを受けて山田議員が代表者会議
に呼ばれ約３時間各会派代表者から投稿の真意を聞かれるという事
態に発展しました。
２０数名の市民も傍聴した代表者会議では、問題視する会派代表
者から「育児という文言の追加には反対したが、育児で欠席するこ
とに反対はしていない」「市民に誤解を与えているので記事を訂正
すべき」などと発言。

公共施設整備で子ども達に
ツケを回さないように。

維持管理

第三庁舎
平成 年度一般会計決算認定につい
て、当会派では第三庁舎建設の是非を
巡って賛否が分かれました。白川議員
︻菊地議員の一般質問から︼
・菊地議員は反対、辻議員・山田議員
は賛成です。
今年３月に「越谷市公共施設等総合
第三庁舎は、平成 年９月議会にお
管理計画」が策定されました。これは、
ける補正予算案の中に「基本設計委託
現在保有する越谷市の公共施設・公共
料」が急きょ盛り込まれました。その
インフラの維持管理更新を、今後どの
際の建設目的は、「事務スペースの狭
ようにしていく必要があるかというこ
隘化」「中核市移行による事務量増に
とを表したものです。今議会で菊地議
よる職員増」「庁舎の外に民間の会議
員が一般質問で取り上げました。
室を借りている」といった点を解消す
市内の公共施設を「同じ場所に」「
るため、としていました。
同じ機能で」「同じ大きさで」建て替
しかし、「市民を含めて広く意見を
えたとすると、今後 年間で約２４７
聞いておらず、唐突感が否めない。本
２億円がかかる一方で、市が用意でき
庁舎、第二庁舎との関連性があるにも
る予算は約１９４０億円、約５３２億
かかわらず全体計画が明らかでない。
円が不足となります。
そもそも本庁舎の耐震性が脆弱である
これに対して市は、①保有する建築
のにその議論がない」という問題点が
物の ％以上を縮減 ②長寿命化によ
指摘されてきました。
り 年使用、の目標を掲げました。
第三庁舎は今年３月に完成し使用が
しかしこれには大きな課題がありま
開始されましたが、建設開始当初の説
す。それは、「どのようにして市民の
明では、もっぱら職員の執務スペース
皆さんの理解を得るか」です。
と会議室とするということでした。
建築物の ％以上を減らすには、建
ところが実際の使用開始にあたって
物の大きさや階数を減らしたり、統廃
は、福祉部門や税部門等の市民が訪れ
合したりする必要があります。しかし
る部署が配置されました。また会議室
単に減らすということではなく、社会
スペースは縮小され、民間から借りて
構造が大きく変わる中では、公共施設
いる会議室はほとんど減らずに予算面
のあり方が問われるだけでなく市民の
では年間１５００万円の会議室予算が
意識も変わっていかなければなりませ
まだ１０００万円かかっています。
ん。
当会派では、これらの問題意識を共
この問題を解決するには、「子ども
有しつつも、第三庁舎建設の必要性を
24
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議員の出産・育児についてのフェイスブックが問題に

