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◆坂戸市の未来を見つめて
◆武井誠の活動 ４年間の成果と課題②
◆社民党福島みずほ党首と対談
◆放射能から子どもたちを守るために
◆無料法律相談・市民生活相談案内

今こそ､命を大切にするまちづくり

予算重点を福祉・教育・医療へ
新年を迎えたためか、震災について語られる
ことが、少しずつ減ってきている、早くも風化
が、始まっているという危惧を覚えます。
特に、福島第一原子力発電所の事故をめぐる
政府の「収束宣言」は、深刻な事実を隠ぺいし
ようとする許しがたい情報操作です。
被災地の方々は、今も筆舌に尽くしがたいご
苦労をされています。私たちにできることは何
か、考え続け、努力を重ねます。
また、坂戸市の未来像を描くときにも、この
震災と原発事故の影響と、そこから学んだ教訓
を、第一に考えるべきです。
今こそ「命を大切にするまちづくり」を。
基準をここにおいて、予算編成をはじめ、市
の諸施策を厳しく評価していくことが必要で
す。
具体的には「モノからヒト」。福祉・教育・医
療、そして防災、減災対策に予算の重点を。
３月議会も、武井誠は頑張ります。

無料法律相談・市民相談ご案内
お気軽にご相談ください。お礼不要・プライバシーは厳守いたします。

1/28（土）13 時～市民相談 15 時～17 時 法律相談
2/25（土）13 時～市民相談 15 時～17 時 法律相談
会場 坂戸市文化施設オルモ（北坂戸駅東口前）
※原則として 1 人 30 分の予約制です。緊急の場合には弁護士さんあて
に紹介状を書きますので弁護士事務所で無料法律相談を受けることがで
きます。（ご予約・お問い合わせは武井携帯 090-9854-5175）
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ホームページで、
活動日記を毎日更新
しています。
「武井 誠」と入力
し、検索をクリック
してください。ツイ
ッターからの発信も
しています。

武井 誠 議員活動

～その成果と課題②～

坂戸市１２月議会、武井誠は、福祉行政と総務行政、具体的には地域包括支援センターと
公契約条例について一般質問を行いました。

●激増する高齢者、高齢者世帯

●官制ワーキングプアをなくす

介護保険制度の定着とともに、様々な問題
も生じてきています。
執行部答弁の中で、市内の高齢者人口の増
加、とりわけ一人暮らしの高齢者の方が 3008
人から約 3955 人に、この３年間で 31％も増
加していることが明らかになりました。高齢
者のみのご家庭も 11％増加しています。
一方、地域包括支援センターは現在市内４
圏域に２か所と市役所内の計３か所、１施設
当たりの高齢者人口は約１万人、近隣市町と
比べても決して少なくありません。相談件数
は 2609 件、深刻な相談も多く、職員のみな
さんはよく頑張っていると感じました。
今後、高齢者福祉、介護保険事業において
一層重要なものとなる地域包括支援センタ
ーの増設について、執行部は「計画に定める
４圏域にそれぞれ設置が必要」と答弁、審議
会の意見を受け、方向性を示していきたいと
のことでした。安心して老いることのできる
街へ、今後、予防介護の在り方などについて
も提案型の質問をしていきます。

公共工事や業務委託における低入札価格
による落札、いわゆるダンピングによって、
人件費が切り詰められ、
「官制ワーキングプ
ア」が生まれてしまうことを防ぐために、
いくつかの自治体で公契約条例を定める動
きがあります。
坂戸市の考え方について質問し、直ちに
条例を制定する考えはないものの、今後、
最低制限価格の設定を業務委託契約にも適
用することについて、調査、研究していく
との答弁をえました。
不況、震災の中、財政健全化が重要であ
ることは事実ですが、指定管理者制度や民
間委託が、公共サービスの低下、不当な低
賃金の労働者を生み出してはなりません。
ふじみ野市のプール事故、シンドラー社の
エレベーターの事故なども記憶に新しいと
ころです。
市においては、まずは市内の雇用や、市
民生活の実態をリアルに把握することを要
望しました。

この 4 年間みなさんとともに頑張りました
・学校校舎等耐震化が、当初の予定を１年前倒し。
・教職員の勤務実態を調査し、子どもと触れ合う時間確保へ
・開発事業規制緩和を２０１０年３月末日改正
・予算編成で、教育福祉などの充実を求める
・ノーマライゼーションで「共に生き共に育つ」原則を確認
・地域職業相談室の担当者数を０９年度に回復。
・同じく、ハローワーク川越と同じ機能の端末を設置。
・ボートピア（競艇場外舟券売り場）建設計画を断念させる
・通学路に交通指導員を配置。
・財政健全化計画、中期財政計画の作成
・生活排水と水路管理で浄化実験を開始
・新しい公共交通について協議会を設置
・環境学館「いずみ」の使用規定の見直し検討
・坂戸コミュニティセンターを２０１１年４月再開
・障がい者福祉、事業所間の連絡協議会発足
・市内小中学校、保育園等の放射線量測定を実現
・火葬場の静苑組合(越生斎場）加入に向けて折衝開始
・エネルギー政策転換を求める意見書を提案、可決
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国政も地方自治も､キーワードは「いのち」

盟友 社民党福島みずほ党首と
対談

昨年末、武井誠は、国会議員会館に社民党党首の福島みずほさん
を訪問しました。福島党首とは長いおつき合い。励ましあいながら
３０年近く、ともに頑張ってきました。話し上手、聞き上手の福島
さんと、震災の問題をはじめ、脱原発、ＴＰＰ、労働者派遣法、消
費税、憲法、沖縄問題など国政・地方自治の課題について話題は尽
きず、あっという間に時間が過ぎました。内容をダイジェストで。

福島：先日、大学時代の仲間のみなさんで
「励ます会」を開いてくれましたよね。あ
の時は、どうもありがとう。
武井：いつも応援しています。震災後の福
島さんの奮闘も、国会のテレビ中継などを
観て、頼もしく感じていました。
福島：3 月 11 日以降の社会は、3 月 11 日前
と違う社会を作らなければならないと思っ
ています。人と人とが支えあう脱原発の社
会です。それが生き残った私たちの責任で
あり、そうでなければ厳しい体験、経験を
生かすことにはなりません。
武井：同感ですが、3.11 以前の利権構造の
中で「復興」が始められていることに怒り
を覚えます。政府の政策として「脱原発」
の意思決定をさせていかなければなりませ
んが、野田総理になって、エネルギー政策
転換の流れは大きく後退しましたね。原発
を輸出するなど、もってのほかです。
福島：被災地支援をはじめ、安全・保安院
の経産省からの分離、
「もんじゅ」廃炉と核
燃料サイクルの廃止、発送電の分離など、
すぐに始めなければならないことばかり。
けれども、審査会などでの経産省官僚の論
点整理案などは、原発にまったく切り込ま
ず、脱原発の方向すら打ち出していません。
武井：無理やり「事故収束」を繕おうとし
ているのは許しがたいです。利権で結びつ
いた政・官・財・学・マスコミ等「原子力
ムラ」住人にたいする国民の怒りを、代弁
していかなければなりませんね。
福島：そのために、この仕事をしているの
ですものね。

武井：民主党と自民党は見分けがつかなくな
ってきましたね。
福島：労働者派遣法改正案も民自公でまった
く骨抜きにされました。また武器輸出３原則
の見直し、憲法審査会の動きに大変な危機感
を感じています。そして普天間、辺野古の基
地問題。今必要なのは、改憲ではなく、生存
権、幸福追求権などの憲法価値の実現です。
消費税増税、ＴＰＰ参加に対しても、きっぱ
りと、党として反対していきましょう。

武井：市民みなさんからも「ぶれない社民党」
がんばれという励ましを受けます。最後に私
へのアドバイスをお願いできますか。
福島：武井さんの「今こそ、命を大切にする
まちづくりを」という、スローガンはまさに
「今こそ」求められていることです。自信を
持って訴えながら、一人でも多くの市民みな
さんと対話をしてください。武井さんの人柄
と情熱が伝わり、きっと支援が広がります。
武井：ありがとうございます。来年 4 月まで
に、一度坂戸市においでいただけませんか。
福島：日程を調整してぜひ、お邪魔したいで
す。市民みなさんと直接お話できるのを楽し
みにしています。
（文責：武井 誠）

＜放射線量測定します＞社民党坂戸総支部は、放射線量計を購入しました。坂
戸市役所のものと同じラディ PA1000。ご希望の方には無料で測定に伺います。
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放射能から子どもたちを守るために
福島第一原発の事故により、大量の放射性
物質が大気、水、大地、食品を汚染し続けて
います。坂戸市も例外ではありません。最新
情報を含め事故後の取組をまとめました。

●市民みなさんの声を代弁
事故直後から、武井誠は通信やホームペー
ジで 40 数回、意見・提言を発信してきまし
た。また、寄せられた市民みなさんの声をも
とに 6 月、9 月議会の一般質問などに取り組
み、保育園や小中学校での放射線量測定、16
校 52 か所での除染、給食の食材検査、個人
所有地の線量測定などを実現することができ
ました。
議会報告や学習会を重ねる中で、若いお母
さんたちを中心に「放射能から子どもたちを
守る会・入間北」が発足、現在、月一回の学
習、情報・意見交換会が開催されています。
会には、私を含む近隣自治体の地方議員が参
加し、そこでの議論・情報をもとに、各自治
体に働きかけを行っています。

●枯葉とその焼却灰に要注意
たとえば先日、
「守る会」会員が東京国分寺
市にあるこどもみらい測定所（市民測定所）
を訪問、食品をはじめいくつかの検体の放射
線量測定を依頼しました。
その結果、食品関係からは検出されません
でしたが、坂戸市内のケヤキの枯葉から、
1209Bq/kg 、 同 じ く 、 そ の 焼 却 灰 か ら
5140Bq/kg のセシウムが検出されました。
公共施設の焼却基準とされる 8000 ベクレル
は下回っているものの「測定所の所長さんも
ビックリ」の数値だったとのことです。
さっそく市の環境部に連絡し、禁止されて
いる「野焼き」などについて一層の注意喚起
をしたところです。今後、がれき受け入れの
是非などについても議論していくことが必要
だと考えます。

●坂戸に食品の線量測定所を
9 月議会の武井一般質問に伊利市長は「市
として可能なことはできる限り対応する」と
答弁、その後、確かに他市町に先駆けて、い
くつかの対応が行われ、大気中の放射線量を
測る線量計も市内全小中学校におかれること
になりました。
現在「守る会」をはじめ市民みなさんから
は、坂戸市にも食品の線量測定所が欲しいと
いう声があがっています。働きかけていきた
いと考えています。

●政府・東電への賠償請求も
また、12 月議会補正予算では、下水道組
合への負担金が３０００万円あまり、増額さ
れていました。原因は、脱水汚泥から検出さ
れる放射線量が、セメントの原料にできる基
準を越えたため。１月から３月までの３か月
間、つまり１カ月あたり 1000 万円。線量は
低減しているものの今後いつまで続くかはわ
からないとのことでした。
放射線量測定に関する費用をはじめ、これ
らはすべて「人災」である原発事故が起こら
なければ使う必要のなかった出費です。
費用を集計し、政府・東電に賠償を求める
べきであると考えます。

●脱原発 1000 万署名達成を！
長い「たたかい」です。
フクシマ、ヒロシマ、ナガサキ、そして東
西冷戦時代の核実験を含め、私たちは今一度
『核と人類は共存できない』という事実をか
みしめねばなりません。
坂戸市議会は 9 月議会で、武井の提案した
「政府にエネルギー政策転換を求める意見
書」を全会一致で可決しました。
「脱原発」の大きなうねりを！「さような
ら原発 1000 万署名」にご協力ください。

放射能から子どもたちを守る会･入間北
放射能にかかわる、月１回の、交流、情報・意見交換の会を行っています。
放射能にかかわる、学習会、映画会、講演会などを主催、後援しています。
必要が生じた時は、行政に働きかける取り組みをしています。
多くのみなさまの入会をお待ちしております。
http://www.sakado-gr.org/mamoru-kai/ （会の名前で検索できます。）
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