※市民公募したゆるキャラ

「建て替え時期
めどが立たない」

庁舎倒壊で被害
拡大の自治体も

32

12

議員紹介

自治みらい

代表
代代

幹事長

菊地 貴光

山田 裕子

政策担当

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

参議院選挙に向けて「選挙に行こうキャンペーン」統一街宣活動

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

一般質問

熊本大地震

一般質問

基本構想発表

本庁舎の耐震化対策、市長の姿勢は二転三転
平成 年度完成時期を巡って

「2020 年度に完成」

白川議員の

菊地議員の

本庁舎整備

もちろん一刻も早い
対応が必要であり、熊
本・大分の被災は対岸
の火事ではないので、
二転三転しましたが平
成 年度の完成は大い
に評価しています。
しかし裏を返せば、今回の地震がなければ
完成時期を反古にしたままいつになるのかさ
え答弁出来ない状態が続いていたことになり
ます。
それは、市長が本庁舎整備審議会の「平成
年度完成が望ましい」という答申を尊重し
て、一昨年９月時点で建設を公表し、パブリ
ックコメントや基本設計の委託を始めている
にもかかわらずです。

！！！

2014.9 月

・市民への説明責任は後回し

建てない

転

Pick up

32

越谷市の本庁舎は、震度５強の地震で倒壊
の恐れがある埼玉県の自治体の庁舎ではワー
スト１の建物です。このため自治みらいは議
会で再三再四問題視して来ました。
市長は、一昨年９月に重い腰をやっと上げ
て、平成 年度までの本庁舎の耐震化を含む
建て替えを発表しました。ところが、昨年
月議会では、当会派の菊地貴光議員の一般質
問に対し、財政の目途が立たないとの理由で
建設時期を白紙撤回しました。
更に、本年３月議会の白川秀嗣議員の代表
質問で、重ねての建設時期の質問に対して、
やはり今後いつまでに完成するのか市長は答
弁が出来ませんでした。
そして今回の６月議会で、建設時期を撤回
したのはなぜなのか、「安心度埼玉Ｎ ・
o１」
の市長選挙公約や毎年の所信表明に反しない
のか、白川秀嗣議員が一般質問で市長に質問
しました。
ところが、前回の答弁を撤回、今度は平成
年度までに完成すると答弁されました。た
だ、全体規模を縮小し費用を削減して建設す
るとのことですが、財政の見通しや市民への
説明等すべてはこれから検討する、というも
のでした。
そこで、なぜ今回の方針 転換になったのか
を問うと、理由は、４月の熊本・大分地震を
受けて、議会で議員から質問が想定され、市
民の庁舎建設への理解が高まりつつある、と
のことでした。
現時点で想定される事業費は１００億円に
のぼります。本来財政上の目途が一定程度は
ついているのが前提のはずですが、実態は全
く立っていません。
本庁舎建設は、新規事業であり、大型施設
でもあり、市政運営の拠点であるにもかかわ
らず、全体計画や財政見通しがこれ程の短期
間でくるくると変わって行くことに、市長は
何を優先すべき課題としているのか、その基
準が何か、依然として市民への説明が圧倒的
に不足しています。
市長は何度も議会には、十分説明している
ことを強調されましたが、自治基本条例（越
谷市の憲法）に従い、事前説明を含め予算や
事業を市民に十分説明しなければならない、
とする規定の尊重には関心が薄い様です。
つまり、議会に説明・提案し、予算が可決
されることが最優先であり、その後市民への
説明や意見募集をするかどうかは、その時の
状況による、という考え方です。
人口が減少し全てが縮退していく下り坂の
時代に、市民とともに自治や地域を形成して
行く基本姿勢への転換が市長や議会に求めら
れています。

建てる

「2020 年度に完成」
◎どなたでもお気軽にご参加ください◎

2016.6 月

2016.4 月

2015.12 月

建てる

二

【日時】８月９日（火）
１８：３０～２０：３０
【場所】中央市民会館
五階第２・３会議室
（越谷市越ヶ谷 4-1-1
66-6622）
☎048-966-6622）
【主催】自治みらい
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32

転
三
☆お知らせ☆

議会報告会

℡：048-963-9262
48 9
（直通）

越谷市議会報告
「みらいちゃん」

Vol.5
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熊本地震では庁舎にも甚大な被害が
（写真は宇土市役所）

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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︵補正予算より︶

10

︵辻議員︶
「合理的配慮」は
共に作っていくもの
障がい者差別解消法対応

誤りのない厳格なルールを作って効果的に運
用を行なえば、サービス拡充の原資に出来る
はずです。
答弁は、ルールを見直して運用することを
検討している、というものでした。

マイナス金利下でも、
債券の利率は定期預金の
数倍・数十倍あります。

市内小中学校へエアコン設置
費用は約 億円

議 案 よ り

5 年もの
10 年もの
20 年もの
30 年もの
55

護等のケア労働を一手に担っているのは女
性であり、男性も長時間労働の常態化で家
庭参加が難しい傾向にあります。
「越谷市が率先して働き方改革を実践し、
企業にも啓発することで、若い世代の流入
や少子化対策にも繋がるのでは？」との提
案に市長は「長時間労働の是正や、父親の
家庭参加の啓発、女性管理職を増やすなどの
職場環境改善に取り組む」と答弁しました。
庁内では、平成 年度に育児休業を取得
した男性職員はわずか１名。男性の育休取
得に対する職場や管理職の理解促進が急が
れます。また、庁内非正規職員の９割以上
が女性であることも、女性が活躍しにくい
現状を表しています。
今求められているのは、
「男性は仕事・女
性は子育て」というこれまでの意識から、
柔軟で多様な働き方への価値観の転換では
ないでしょうか。

埼玉県債
20 万円
80 万円
323 万円
495 万円
定期預金
10 万円
10 万円
取扱い無し
取扱い無し

市内 の小中学校への空調設備（エアコン）
の設置計画が進められています。今回の補正
予算で、民間資本を活用するＰＦＩ方式によ
って費用の抑制を図ることとし、その上限を
億５０００万円としました。来年 月には
稼働させることとしています。
しかし、子ども達の体調管
理の点ではエアコン設置は重
要ですが、設置後は電気代も
含めて毎年６億円前後の予算
が必要になります。
猛暑への対応とはいえ、快
適な教室の中で地球温暖化へ
の意識づけなどの環境教育が
どれだけ行なわれるかが、課
題といえます。
なにより、耐震性の脆弱な
市役所本庁舎の建設時期は財
政事情により迷走しました。
限られた財源の中で、何を優
先して取り組んでいくべきか
を市民も一緒に考える時代に
なっています。
反対３

賛成２６

毎回生活に密着した場所で、様々な分野のゲストを呼んで
楽しく開催することがモットーの「くらしとせいじカフェ」。
あなたの暮らしの話をみんなでシェアして、せいじのあり方
を考えてみませんか。

５／１４（土）市役所隣ウッドデッキにて開催されたフリ
ーマーケット「０円Happyマルシェ」の一角で行われた市民主
催の「くらしとせいじカフェ」に自治みらい議員がゲストで
参加しました。
３月議会の争点となった議員報酬アップや本庁舎建て替え
問題を軸に、クイズ形式で楽しく議会報告。マルシェの出店
者や通りがかりの市民も参加していました。フリートークで
は万が一地震で本庁舎が損傷した場合の影響、避難所一泊体
験の必要性、子育て世代の働きにくさや子どもの貧困問題な
ど幅広い話題が出ました。
一般的な議会報告会のように議員の報告を聞くスタイルで
はなく、多様な年代・環境の人たちがそれぞれの目線で暮ら
しの悩みや気づきを語ることによって、互いの考えを受け入
れながら税金の使い道の優先順位を考える良い時間になりま
した。

10 億円を運用した場合に得ら
れる年間利息（数字は税引き前）
岡野英美（公明）

︵菊地議員︶

25票
7票※

45

反対８

財政難にはルールを作って
資 金運用を！

服部正一（自民）
辻浩司（自治みらい）

４月施行の障害者差別解消法では、障害
者に対する「合理的配慮」が初めて法的に
位置づけられました。施設内の段差解消や
筆談対応、手話通訳職員の配置など、障害
のある人が不利益にならないような配慮が
義務づけられました。
しかし、実際にどのような配慮が必要な
のか、障害の種別や性格、ライフスタイル
などによって千差万別で障害当事者の方々
とのやり取りの中で相互理解をしていくこ
とが大事です。
教育現場での合理的配慮では、今の画一
的な教育のあり方を見直すことで多様な子
どもが学べる環境つくりが必要です。
これらの認識を市長、教育長に問い、相
互理解の重要性や教育の連続性についての
答弁がありました。

副議長
選挙

︵山田議員︶

23票
9票※

働き方改革で

松島孝夫（刷新）
白川秀嗣（自治みらい）

ワークライフバランスの推進を

議長
選挙

公金管理には、保管・調達・運用とがあ
ります。財政難の折、先進自治体では住民
サービスの原資を資金の運用によって得て
います。
越谷市にも、基金・歳計現金に残高があ
ります。マイナス金利下ではありますが、

議長・副議長選挙投票結果

教育
55

監査委員選挙の結果
高橋幸一（民進・無所属） 賛成２１

26

議長の任期は法律上は最長4年ですが、越谷
市議会では、1年ごとに議長が辞職することが
半ば慣例となっています。
しかし、議長は単なる会議の進行役ではなく、
市民の意見を反映し市民に開かれた議会へと改
革を進めていくリーダーです。毎年議長が替わ
っていては議会運営も前例踏襲になりがちで、
長期的な提案もしにくくなります。
自治みらいは、6月議会に先立ち、前議長に
対し2年以上の続投を事前に要請しましたが、
残念ながら例年と同じく6月議会での正副議長
の辞職となってしまいました。
そこで自治みらいは、１年交代の慣例を改め
ることなどを内容とする議長選公約を発表し、
議長選に白川議員が、副議長選に辻議員が立候
補しました。残念ながら当選には及びませんで
したが、前年を上回る得票を得ることができま
した。
また、議会最終日には議会選出の監査委員2
名の辞職に伴う選挙が行われ、新たな委員が選
任されました。

時代の変化とともに共働き世帯が増え、
昔に比べ産休・育休などの育児支援は整備
されました。ところが実際には、育児・介

議長1年交代で改革できるのか
議長選公約で訴える

財政

福祉
仕事
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※昨年は白川5票、辻6票

～水辺で語る『くらしとせいじカフェ』～０円Happyマルシェ～

