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※子連れ歓迎・飲み物は各自負担

【場所】越谷市中央市民会館 5F 第 4・5 会議室

出前議会報告会（主催：チームみらい会議）
「どんなに暑くてもホットいちゃいけない議会！？」

【日時】８月２６日（水）10：00 ～ 12：00

【場所】カフェ「TAMATEBAKO」（北越谷 4-20-21）

橋
※詰昌児議長は採決に加わらず

安全保障環境の変化に対応する
には抑止力を高める法整備が必要。
砂川判決で自衛権行使は認められ
ており、立憲主義には反しない。

自治みらい

■印 会
…派役職
★印 議
…会役職

ひでつぐ

議員紹介

しらかわ

こうじ

白川 秀嗣

つじ

辻 浩司

たかみつ

■ 代表
★ 民生常任委員
℡・Fax：048-979-3027
メール：shirakawa110@gmail.com

不採 択

請願審査で問われた立憲主義
法案の策定手続きは立憲主
義に反し、内容は憲法違反。
国民保護の議論が欠落してい
る。（詳しくは上記参照）

現憲法下でも厳格な歯止めをか
けることによって集団的自衛権の
限定的な行使は可能であり、党と
して与党協議を重ねてきた。憲法
の規範までをも変えるわけではな
く、立憲主義には反しない。

安全保障環境の変化に対応する
ため、抑止力を高める法整備が必
要。審議時間は国会延長によって
確保されると考える。

必要最小限度の自衛権は憲法に
内在されている。武力の背景を持
たない外交は力とならない。国会
延長によって国民的議論は可能と
なった。

きくち

ゆうこ

菊地 貴光

やまだ

裕子 議員

■ 幹事長
★ 総務常任委員 議会運営委員
℡・Fax：048-975-6071
メール：koji.t2454@gmail.com

⇒質問の詳細は裏面をご参照ください ■ 会計
★ 教育・環境経済常任委員
★ 建設常任委員
次回９月定例市議会は、
℡・Fax：048-966-6560
℡・Fax：048-977-1690
９月１日（火）から開会予定 メール：yukorin6119@gmail.com メール：kikuchi.takamitsu@nifty.com

Fax：048-940-8634

山田 裕子

●山田

新しい議会スペースの設計は、
市民の目線と納得が必要

議会スペースのあり方は、例えば障害のある
方や子連れの方でも傍聴しやすいユニバーサル
デザインの視点があるのか、議会閉会中には市
民ホールなどとしても使用できる多目的な構造
となっているか、などを考えていく必要がある
と思います。議場は議員だけが使用するスペー
スという考えではなく、市民にとってどれだけ
使い勝手が良いか、また建て替える過程にしっ
かりと市民の声が集約され市民の納得感が得ら
れるかが重要です。
このため、「自治みらい」では、ガラス張り
の構造を持つ新潟県長岡市議会の議場の調査を
実施し、未来を見据えた議会スペースの提案を
します。

議会のスペースについて市民の皆様からの

会派ＦＡＸまたは各議員へ

貴光 議員

反対１８（討論の要旨）

ご意見をお寄せ下さい︒
連絡先

８月末まで

●菊地

公明党越谷
自由民主党越谷
市議団（５） 市議団（６）
保守無所属の会 越谷刷新クラブ
（３）
（４）

期間

平成27年度6月定例議会に
おける「自治みらい」の
一般質問登壇者

武藤智
守屋亨 岡野英美 竹内栄治 野口佳司 伊藤治 金井直樹
畔上順平 瀬賀恭子 畑谷茂
島田玲子 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

法案は違憲。政府の説明も
曖昧で、世論調査から見ても、
国民の納得を得られていない。

多目的ホールと
して貸し出しを
して欲しい

℡：048-963-9262

市政に対するご意見・ご要望
ご意見・ご要望はこちらへ

法案は憲法の平和主義を覆
す内容で違憲。国民的理解が
得られていない、。政府が根
拠とする、砂川判決は集団的
自 衛 権とは無関係と政府も答
弁している。

きるよう、防音設
備のついた傍聴席
や授乳室の整備を

×

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）

②

賛成１３（討論の要旨）
〇

越谷市役所本庁舎の耐震化強度は、埼玉県内
ではワースト１の脆弱な建物であり、再三問題
視されて来ました。現在６年後をめどに整備構
想を策定し取組みを進めています。
そこで、議場をはじめ議会スペースをどの様
にしていくのか、６月から会派代表者で協議が
始まりました。この件は、９月中に取りまとめ
る予定です。

議員と面会できるロビースペー
スが欲しい

安保法案の慎重審議を
求める請願

【日時】８月２４日（月）18：30 ～ 20：30

「『国際平和支援法』と『平和安全法制
整備法』の国会審議を十分に行い、今国会
での採決は行わず慎重であることを国に求
める意見書の提出を求める請願」が、賛成
少数で不採択となりました。
大勢の市民が傍聴に訪れた総務常任委員
会での審査は３時間におよび、本会議では
全７会派から８人が討論に立ちました。
集団的自衛権行使を可能にする内容を盛
り込む安保法案は、これまでの日本の安全
保障の在り方を根本から転換するものであ
り、世論調査などでは反対、説明が不十分
などの声が出ています。また、多くの憲法
学者から憲法違反を指摘する意見が相次い
でいます。国会前などでは学生を中心とす
る若い世代の抗議行動も取り組まれていま
す。
自治みらいは、①集団的自衛権行使は憲
法違反であり、解釈変更による法整備は立
憲主義に反する、②政府の説明は個別的自
衛権で対応できる内容であり、集団的自衛
権行使を必要とする論拠になっていない、
③集団的自衛権の発動要件が曖昧で歯止め
が効かない、④住民の避難などを定めた国
民保護法との関係が不明確、などの理由か
ら、請願に賛成をしました。

議会報告会（主催：自治みらい）

日本共産党越谷 民主党と無所属
市議団（３）
の会（６）
議会閉会中には、

Pick up
☆お知らせ☆

Pick up
子連れでも傍聴で

①
◎どなたでもお気軽にご参加ください◎
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一般質問とは？
皆さんの生活にか
かわる大切な内容に
ついて、市議会議員
が市に対して質問を
行います。
今回の一般質問で、
あなたの生活にかか
わる内容を一緒に考
えましょう。

Ａ 人材育成については、キャンバル
タウン市との交流の中で国際的視野
の拡大や今後の多文化共生社会への
理解及び両市の友好関係の発展を目
的に人材育成に取り組んできた。キ
ャンベルタウン中学生使節団の応募
動機として東京オリンピック・パラ
リンピックでボランティア活動に役
立てたいといった意識の高まりが見
られる。今後については、改めて調
査研究していきたい。

Ｑ ２０２０年を意識して、市として
人材育成の新規事業を立ち上げるの
が理想だが、このほかにも既存の事
業の拡充という選択もある。キャン
ベルタウン派遣事業、受け入れ事業
を拡充するというのも一つの考えだ
が。市長の考えは。

Ａ 既存事業の一層の推進に努める中
で、調査研究していきたい。

あだたら高原少年自然
の家の学校利用再開の
可能性について
山田議員質問

Ｑ 再開にあたっては往復の高速道路
も含めた全行程の安全性の確保と保
護者への説明が必要と考えるが。
Ａ 二本松市の除染計画が今年度で終
了予定であることや周辺施設の放射
線量が越谷市内の数値と差異がない
ことから安全が確保できる。保護者
を対象に放射線に関する講演会を開
催する。

Ｑ ６月より道路交通法が改正され自
転車の運転に関する罰則が厳しくな
ったが、市民が自発的にマナーを高
めるために子育て世代や高齢者など
多世代への交通安全教室を定期的に
開催する考えは。

山田議員質問

自転車の交通安全に
ついて

Ａ 日本は地震国であり火山国でもあ
るので、不測の事態を考えていたら
旅行行事は難しいが、今後対策を考
えていきたい。

菊地 貴光 議員

Ａ 現在も保護者や高齢者を対象とす
る交通安全の出張講座等を開催して
いるが、今後も各年代に応じた交通
安全教室等を積極的
に実施していきたい。

危険
です

議案

地域包括ケア
推進協議会設置へ

議長はなぜ
毎年変わる？

介護が必要になった高齢者が住み慣れた自宅や地域で
暮らし続けられるように「医療・介護・介護予防・生活
支援・住まい」の５つのサービスを一体的に受けられる
支援体制である地域包括ケアシステム。国は、団塊世代
が７５歳を超える２０２５年に向けた導入を進めていま
す。全国の２倍のスピードで高齢化が進む越谷市では、
システム構築が急務です。
６月議会ではこのための市長の諮問機関である地域包
括ケアシステム推進協議会の設置が条例提案、可決され
ました。同協議会は医療・介護関係者、学識経験者の計
名で構成されます。
サービス体制の整備や、医療と福祉の専門職連携など、
システム構築には自治体の力量が問われます。たとえば
空き家の活用や市民ボランティアの育成といった自治体
ごとの知恵と工夫が求められます。自治みらいとしても、
研究し提案をしていきたいと考えます。
16

改選後、初の５月臨時議会では正副議長選挙が行われ
ました。
最長４年の議長任期ですが、越谷市議会では、１年で
辞職・交代が慣例になっています。
議長は単なる会議進行役ではなく、市長へのチェック
や政策提言といった議会の機能を高め、多様な議員の意
見をまとめていく重要な役職です。
近年、議会の機能を高めていくための議会改革が叫ば
れていますが、１年交代では改革を十分にリードしてい
くことは難しいと思います。
今回、「自治みらい」からは、議長の毎年交代の慣例
を改め、２年以上としていくことなどを内容とする議長
公約を示し、白川秀嗣議員を議長候補に、辻浩司議員を
副議長候補として選挙に臨みました。
残念なが ら選挙 の結 果は及ば ず、議 長には橋詰議 員
（公明党）、副議長には島田議員（自民党）が選出され
ました。

会派「自治みらい」が発足

４月の統一地方選挙において、「みんなの越谷マニフ
ェスト２０１５」の統一ローカルマニフェストを掲げて
当選をした議員４名が、新しい会派「自治みらい」を結
成しました。
地方自治体は全国どこでも多くの問題・課題を抱えて
います。この越谷も例外ではありません。それらの問題
・課題を市民の皆様と一緒
に考えて、一緒に行動する
ことにより解決を図ってい
きたいと考えています。
何よりも未来の世代への
責任を、市民の皆様と一緒
にしっかりと果たしていき
たいと思います。
さまざまな考え方を持つ
さまざまな市民の皆様と一
緒に考えるために、会派で
は積極的に議会の報告をは
じめ意見交換のために出向
きます。ぜひお申し出くだ
さい。

コ ラ ム

☆連絡先

会派ＦＡＸまたは各議員へ

☆期間

８月末まで

会派イメージキャラクター︵ゆるキャラ︶募集中です︒
アイデアをお寄せ下さい︒

全国市議会議長会が「標準市議会会議規則」を改正し
たことに伴い、越谷市議会でも会議規則が改正され、こ
れまで事故しか認められていなかった議会の欠席理由に
「出産」が加わりました。
自治みらいは女性議員が安心して休めるように日数を
定めることや、育児を理由とした欠席を認めるなどの提
案しましたが、議論は進まず「出産」の文言を入れるに
留まりました。働く女性のほとんどは、育児も家事も一
手に抱え込んで、職場では肩身の狭い思いをしながら孤
軍奮闘しています。出産や育児で議会を欠席することが
あったとしても、子どもを通して未来を見据えることの
できる母親が議員であることは議会にとっても重要であ
ると思います。県内でも出産に加え男女問わず育児・看
護・介護による欠席を認めた議会もあります。誰もが生
きやすいまちをつく
るためには、多様な
世代の議員が活躍で
きる議会でなければ
ならないはずです。

ローカルマニフェスト推進
地方議員連盟の勉強会にて

子ども
交通

山田 裕子 議員
山田 裕子 議員

一般質問

国際化

Ｑ 自然の家は施設維持に多額の費用
２０２０年を意識した
がかかっており、公共施設としても
国際化の取組みの中、
縮減するべきだと思うが。
グローバルな視点を持
つ人材育成について
Ａ 今後の運営については、公共施設
のあり方を検討する中で市民の意向
菊地議員質問
を
踏まえ総合的に判断する必要があ
Ｑ 東京オリンピック・パラリンピッ
ると考えている。
クに向け、外国人観光客へおもてな Ｑ
しの心で対応できる人材の育成が重
万が一、滞在中に地震などで原発
要である。また、国際理解や多文化
から大量の放射性物質が漏れ出すな
共生を進めるためにも、グローバル
どの事態が起きた場合はどう対処す
な視点を持つ人材を育成する考えは。
るつもりか。

（教育長）

（市長）

（教育長）

（市長）

（市長）

（市長）

議長選挙
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