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◆福島を忘れない
◆坂戸市１２月議会報告
◆武井 誠の一般質問（教育、雇用）
◆無料法律相談ほか、イベント案内
◆今日まで､そして明日から 冬の日程
◆無料法律相談・教育フォーラム案内

そして福島を忘れない！

昨年秋、坂戸市の震災ボランティアチームの一員として、わ
ずか 0 泊 1 日でしたが福島県南相馬市に行ってきました。
様々な方たちからお聴きしてきた震災被害、特に放射能被害
からの復興が、いかに困難であるかということを、改めて実感
してきました。特に数年後の、子どもたちの健康が心配です。
安倍新政権の経済政策は、原発事故を引き起こした利権構造
を温存し、ミニバブルで、参院選までの時間稼ぎをしています。
経済格差はさらに拡大。社会的弱者は切り捨てられ、参院選
で再び多数派となれば、一気に改憲、国防軍設置、原発新設・
再稼働へとアクセルが踏み込まれることになるでしょう。
正念場です。私たち社民党は「命を大切にする政治」を対置
し、衆院選の反省を踏まえ、さらに頑張り続けます。
坂戸市も新市長就任後初めての、予算概要が間もなく明らか
になります。いち早く市民みなさんにお知らせするとともに、
国政と同じく「命の観点」からしっかりチェックしていきます。

↑坂戸市のヘルメットを着用して
←急斜面を市民みなさんと伐採・除草

ホームページを毎日更新しています。
「武井誠」と入力して、
検索をクリック。ツイッター、フェイスブックからも、発信して
います。

↑休憩時間中に測定。0.659μ㏜/h。
途中の車中では、バスの座席で１μ㏜
/h を超えていました。

電力料金値上げ､市財政に影響
３千万円余の補正予算可決､PPS への切り替えも視野に
清掃施設・小中学校が負担増

研究を急ぎ、実施に向け努力

補正予算における光熱水費の増額分は 3280
万円、その中での東電の電力料金改定の影響を
質疑したところ、市施設全体への影響額は、年
間で換算して 3000 万円程度、高額なのは西清
掃センターをはじめとする清掃施設で約 1574
万円、小中学校で約 946 万円との答弁でした。

事業者側は、夏場や平日の昼間のピーク
時における電力供給量を圧迫しない範囲で
の契約を望んでいることから、夏休みのあ
る小中学校などの契約が先行している事情
があります。
「震災直後には、事業者の発電・供給能
力自体に不確定な要素も多く、不安定な状
況であったと承知しておりますが、経費節
減につながることでありますので、直近の
状況を重視し、リスクや可能な施設などに
ついて研究を急ぎ、実施に向け努力してま
いりたいと考えております。」という、従来
よりも、かなり踏み込んだ答弁を聴くこと
ができました。
◆
鶴ヶ島市では、メガソーラーシステムの
建設が進んでいます。電力・エネルギー問
題については、自治体レベルでも、まだま
だ取り組めることがありそうです。

PPS 切り替えによる経費節減
PPS とは、一般電気事業者、例えば東京電力
以外の特定規模電気事業者のことです。ほかの
自治体では電気料コスト削減のために PPS から
の電力供給に切り替える動きがあるが、坂戸市
も考えるべきではないかと質疑しました。
執行部の答弁によると、たとえば、所沢市で
は小中学校 47 校で年間 1300 万円、三芳町では
小中学校など 14 施設で年間 250 万円、川口市
では 74 校で年間 2000 万円の節減が図られると
のことでした。

交通指導員通常勤務報酬 33%削減

2000 円とする修正案､実らず
児童・生徒の登校時における交通指導員通常勤務に対する報
酬 2400 円を、一気に 33%削減し 1600 円にするという条例改正
案が提出されました。他市他職種との比較、外部評価委員の評
価、社会経済情勢がその提案理由でした。交通指導員の方たち
の、目に見えないところでのご努力や仕事への誇り、制服を身
に着けて行う業務に伴う責任の重さなどを総合的に判断し、複
数の会派と協議・調整の上、一致できるラインとして、報酬額
は 2000 円が妥当であるという修正案を本会議で提案しました
が、僅差で否決となりました。
市長の給料もそうですが、昨今の、身近なところで賃金や報
酬を比較しあい、競うように下げれば下げるほど良しとされる
ような風潮を懸念するものです。生活保護水準の切り下げに通
底する危険な流れに抗していかねばならないと考えます。

教育長島田知良氏
12 月議会において全議員
の同意を得、教育委員として
任命された島田和良氏が、こ
のたび教育長に選任されま
した。
公教育現場においては「い
じめ」「体罰」などに起因す
る深刻な事件が相次いでい
ます。また、新政権において
は「教育再生会議」が設置さ
れました。
これらの状況を踏まえ、坂
戸市の教育は、どうあるべき
か、新教育長の見解をぜひう
かがいたいと思います。
それにしても、再三指摘し
てきたところですが 8 か月
に及ぶ教育長不在は、失政で
あると言わざるを得ません。

武井誠の
一般質問

今回は、14 人の議員が一般質問を行いました。武井は①官製ワ
ーキングプア対策について。②学校における児童・生徒の安全確
保について質問し、いくつか前向きの答弁を得ることができまし
た。公契約条例、非常勤職員の待遇改善、人権オンブズマンの設
置など、先進自治体に学びながら継続して提案していきます。

公契約条例について検討
石川市長は発言に責任を！
公共工事、物品の購入、業務委託などで、
市が結ぶ契約を「公契約」といいます。その
際、入札基準や落札者決定で契約先の労働者
の賃金や、男女共同参画、障がい者雇用、環
境、地域貢献など社会的価値を評価すること
を定めるものが、公契約条例です。
昨年 11 月 27 日、地域の労働組合協議会の
みなさんと制度政策要望を提出した時に、石
川市長は「公契約条例については検討しま
す」と回答。しかし私の質問に対する執行部
答弁は従来の域を一歩もでないものでした。
「それはないでしょう！」というやり取り
の後「国の動向や他の自治体の情報収集に努
め研究する」という答弁を得ましたが、そん
なことは当たり前です。ただ、隣の川越市で
は議員提出で条例制定に向けた取り組みが
進んでいるとのこと。しっかり「情報収集」
し、取り組むよう、求め続けたいと考えます。

事務処理スタッフ増員を検討
一方、公教育についての質問にはいくつか
前進的な答弁がありました。
教員に子どもと向き合う時間を、という私

の質問に答えて「教育委員会の指導主事も事
務的な業務を多くこなしている実態がある。
本来の業務に専念できるような体制となるよ
う、必要な対応について検討する」と答弁。
それが、子どもたちの悩みに寄り添える学校
づくりにつながることを期待します。

非正規職員賃金見直し検討等
そのほか、大項目①については「県内の最
低賃金の上昇や近隣市町との比較から、現状
賃金単価の見直しを検討」
「定年退職者の再任
用制度の活用」
「臨時職員の任用、勤務条件等
の条例化を検討」などの答弁がありました。
大項目②については「社会において許され
ないことは学校においても許されない」
「いじ
めアンケートの際の配慮」
「子どもの人権を守
る第三者機関の設置について検討」
「メールな
どによるいじめの問題（坂戸市で誹謗中傷の
書き込み 4 件発見）について、大変大きな課
題であると認識」といった答弁がありました。
本市で起こった爆破予告事件という非常時
の対応は適切であったと評価しました。ただ
市長も学校で、不審物を探していたとのこと。
行動力は認めますが、任せるところは任せて、
次に起こりうるあらゆる状況への判断を準備
することが、市長の仕事かとも思います。

キューバ・フェスティバル VOL.2
「キューバ・フェスティバル ＶＯＬ．２」を開催することになりました。アレキサンダー＆プーロスアバー
ノスのライヴ演奏をメインに、キューバ関連の催しを計画中です。乞うご期待！！
前回以上に多くのみなさんのご来場をお待ちしています。
日時
場所
入場料
主催
後援

２０１３年７月２７日(土） 開場 午後１時 開演 午後１時４５分
坂戸市文化会館大ホール 文化会館第一会議室
※ロビーにて、キューバの子ども絵画展、キューバ物品販売など計画中。
当日一般１９００円 実行委員扱特別前売券１５００円 学生１０００円
キューバ・フェスティバル実行委員会
外務省 在日本キューバ大使館 日本キューバ連帯委員会 など
※埼玉県、近隣市町及び教育委員会に後援申請中
※午前１０時 キューバ視察報告・稲作支援報告 資料代５００円

今日までそして明日から～冬の日程～
議会以外の活動も含めた武井誠の冬の日程をまとめてお知らせします。どこかの場面で、
市民みなさんとお会いできるのを楽しみにしています。お気軽に声をおかけください。
武井誠を励ます会「新春の集い」
教育を語る会定例会
都市計画審議会
社民党埼玉県連合「新春の集い」
けやき作品展 (ふれあ 27 日まで)
無料法律相談・市民相談・年金相談会
学童にこにこクラブまつり

2.01
2.05
2.06
2.10
2.11
2.13
2.15

1.27.オスプレイ配備反対東京行動
日比谷野外音楽堂
午後 3 時から 4 時、集会後銀座パレード

2.16
2.18
2.19
2.21
2.23
2.24

1.20
1.21
1.23
1.25
1.26
1･26
1.27

1.28
1.31

議会改革推進委員会視察（久喜市）
坂戸市予算案概要説明

環境審議会
老人クラブ 50 周年式典・歌謡ショー
越辺川・高麗川改修促進期成同盟会視察
入西区長会研修旅行（11 日まで）
建国記念の日を考える集会
消防組合議会
四市合同研修会
学童保育保護者みなさんとの懇談会
無料法律相談・市民相談・年金相談会
教育を語る会定例会
坂戸市 3 月議会開会（予定）
キューバフェスティバル実行委員会
人権教育講演会 高坂市民活動センター
坂戸市「くらし」展

