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武井 誠 活動報告
武井 誠 を励ます会
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◆「戦争法案」に反対します。
◆坂戸市議会 6 月定例会報告
◆武井誠の一般質問
◆武井誠「夏の日程」イベント案内
◆無料法律・年金・市民生活相談

我々は｢戦争法案｣に反対します
テロや戦争に巻き込まれ、坂戸市民の
安心・安全が根底から覆される危険性の
極めて高い「戦争法案」が、大幅に会期
延長された今国会で、強引に成立させら
れようとしています。日に日に高まる反
対の世論を恐れる自公政権によって、７
月中旬にも衆議院で強行採決が行われ
かねません。市民の力で何としてもこれ
を、食い止めましょう。
◆
坂戸市議会にも、平和や戦争に関わる
様々な要請、陳情、請願が出され、議論
されました。武井誠は、憲法９条の精神
に則って、積極的に発言をしてきまし
た。（詳細は２面）
◆
教育、環境、福祉などを中心とした、
市の事業への提案的な一般質問（詳細は
３面）、様々な平和・人権運動への取り
組みへの参加・参画（詳細は４面）など、
バランス感覚を忘れずに、頑張ってまい
ります。
◆
来年は選挙の年、７月には、参議院議
員選挙もあります。社民党は吉田ただと
も党首と、福島みずほ副党首を、全国比
例区の公認候補として擁立することを
決定しました。子や孫たちの世代に平和
な未来を残せるよう、武井誠も全力を、
尽くします。
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無料法律･生活･年金相談
弁護士、社労士、税理士、心理カウンセラーによ
る無料相談会を実施しています。どうぞご利用くだ
さい。会場は北坂戸オルモ、13 時～武井誠との市民
生活相談、14 時～年金相談、15 時～法律相談、税
務、教育相談は随時となります(要予約)。
次回は ７月２５日（土）
次々回は９月１９日（土）です。
緊急の場合には、有料となりますが信頼できる弁
護士事務所、社労士、税理士事務所を紹介します。
詳しくは、武井誠ホームページ、又は武井まで直接
お問い合わせください。（ｹｲﾀｲ 090-9854-5175）

ホームページを毎日更新し、私の活動をお知らせしています。
「武井誠」と入力して、検索をクリックし
てください。ツイッター、フェイスブックからも発信中。メールマガジンも始めました（月 2 回配信）。
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戦争と平和をめぐる議論､白熱
｢空襲等被害者援護法｣制定を
求める意見書､請願を一部採択

れてきました。被爆者を勇気づけた「被爆ア
オギリ」の種を持ち帰り、発芽させ、２０年
かけて市内全中学校に移植、市教育委員会も
これに協力して、表示板をつけてくれました。
市は、戦後・被爆７０周年の取り組みとし
て、この「被爆アオギリ２世」を市内の小学
校にも植えていくことを答弁、市の事業とし
て継続していくことを約束してくれました。

太平洋戦争末期に疎開先で戦災孤児となられ
た市民の方から、昨年１２月議会に請願が提出
され、継続審査となっていた｢空襲等被害者援護
法｣制定を求める意見書案が一部採択、３月議会
において全会一致で国に送付されました。
「補償」に関わる問題について盛りこむこと
ができなかったのは残念でしたが、実態調査や
慰霊碑の建立など「戦争の実態を語りつぎ、私
たちの味わった苦しみを再び繰り返さない」と
いう請願者の願いが、全議員に受け入れられま
した。紹介議員としての責任を、１００％では
ありませんが、果たすことができ、ほっとして
います。

戦争法廃案の請願は不採択
残念だったのは請願「平和安全法制整備法
案、国際平和支援法案の廃案に関する意見書
提出を求める件」が不採択となったことです。
「廃案」ではなく「慎重審議を求める」と
いう意見書ならば、あるいは採択される道が
開かれたかもしれません。しかし、あまりに
も危険かつ杜撰、なによりも憲法解釈をねじ
まげた虚構の上に虚構を重ねたこの２法案に
ついては、廃案を求める意見書として提出す
べきと考え、紹介議員の一人となりました。
総務文教常任委員会での採決では、採択に
賛成する議員と反対する議員が同数、委員長
の１票で、不採択となりました。
本会議では、賛成・反対、各２人の議員が
討論、武井誠は採択に賛成する討論を行いま
した。採決の結果、賛成する議員は６名、反
対１４名で不採択となりました。
私の賛成討論原稿は、武井誠ホームページ
の活動日記に掲載しましたので、どうぞ、ご
覧ください。

要請書を全会一致で取り上げ､
核兵器廃絶を求める意見書提出
６月議会には、坂戸・鶴ヶ島地区原爆絵画展
実行委員会から「核兵器廃絶に向けてＮＰＴ再
検討会議などで世界各国に積極的に働きかけて
いくことを求める意見書」の提出について要請
(陳情)が出されました。
ＮＰＴ（核拡散防止条約）再検討会議におい
て最終文書案が採択できなかったことを受けた
ものです。私は今、非核・平和を求める意志を
市議会として表明する意義は大きいと考え、議
会運営委員会で取り上げるよう求め、各会派に
説明に回りました。
政府の対応の問題点についてまで盛り込むこ
とはできませんでしたが、核兵器の速やかな廃
絶を全世界の人々に訴える坂戸市の「平和都市
宣言」を引用しながら、政府に被爆者の声と願
いを受けとめて努力することを求める意見書を
提出することができました。

被爆７０年 第２３回

ヒロシマ市民の描いた原爆絵画展
＠坂戸市文化施設オルモ(北坂戸駅東口前)
８月１日(土)１１時～１９時
８月２日(日)９時３０分～１８時

｢被爆アオギリ２世｣小学校に

特別企画(８月２日１３時３０分～)
沖縄戦・福島原発事故写真展
語り部「特攻隊員の体験」
平和の紙芝居

３月議会、武井誠は、坂戸市の平和行政につ
いて市政一般質問で取り上げました。
私は、埼玉平和センターの取り組みとして、
「ヒロシマに学ぶ埼玉子ども代表団」を引率し
て１３年間、８月６日を中心とする広島を訪

※入場は無料です。
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武井誠の
一般質問

３月、６月定例会で武井誠は、市民みなさんからの声をもとに、
○坂戸市の平和行政（２面で報告）○学校におけるフッ化物洗口
について○学力テストの問題点○片柳地区の区画整理○非常勤職
員の勤務条件○「ミツバチ」によるまちづくり、などについて一
般質問を行いました。
て市町村や学校間の序列化や過度な競争が生
じる恐れがあることである」
「学校にとって大
切な新学期当初に、各調査が集中することは
好ましいことではない」
「入間地区学力検査等
については日程調整等、考えてまいりたい」
「超過勤務がある場合には、適切に対応する
よう校長に指導してまいりたい」など、いく
つか記録に残すべき答弁を得ました。

フッ化物洗口の危険性を確認
これは、学校などで劇薬であるフッ化ナト
リウムを薄めた薬品を使い、「ぶくぶく」う
がいをさせることによって、子どもたちの虫
歯を予防するというものです。
全国的にも、県内においてもこれを行う自
治体が増え始めていますが、その安全性につ
いては専門家の中でも意見が分かれていま
す(私は大変危険であると考えます)。
また、すでに様々な事業で多忙な学校現場
において、強制的に行うことへの見解をもと
め、「学校現場や保護者、歯科医師等関係者
の理解と合意が重要となる。学校の実情も勘
案し、慎重に対応してまいりたい。」との答
弁を得ました。

市民サービス維持のための
適正な職員構成を
非常勤職員数は、総務省も認めるほど全国
の自治体で急増しています。常勤職員の減少
が行政改革の成果として強調されることもあ
りますが、一方で低賃金や不安定な雇用形態
の労働者を増加させているという側面もあり
ます。技術・技能の継承も懸念されます。そ
こで、本市の状況と課題、適切な職員構成に
ついて質問をしました。
「一時的に短期の非常勤職員を補充するこ
とだけでは市民サービスが向上しているとは
言えない。今年度末には４６人の職員が退職
予定。適切な任用、人材育成が重要である。」
との答弁でした。

片柳地区土地区画整理の本格化
開始から既に２０年以上経過している中
で、一昨年、片柳土地区画整理事業区域内の
地権者に対して、意向調査が実施されまし
た。これを踏まえ、市長も施政方針の中で事
業の早期完了に向けた方策を調査・研究し、
事業計画の見直しを進めていくことを表明
しました。
事業早期完了のための調査・研究計画の見
直しへの決意を質問し「まちづくりの進捗が
遅れ、地権者の生活設計に影響を与えている
ことは大変申し訳なく思っている。一日も早
く事業が完了できるよう取り組む決意であ
る」との答弁を得ました。

ミツバチ､産業振興と環境保全を
市長の発案によるこの事業の全体像が、ほ
とんど周知されていないことを指摘しつつ、
事業自体の可能性について、全体像、現時点
での進捗状況、ネオニコチノイド系をはじめ
とする農薬の影響などについて質問しまし
た。
「ボランティアが養蜂技術を習得する段階
から、事業転換を検討する段階に移行すると
ころであり、将来は、製品の開発、花のまち
づくりなどの事業展開を目指している」
「費用
及び採取できたはちみつは３年間の合計で約
３８万円、５５ℓ。ネオニコチノイド系をはじ
めとする農薬の与える影響は現時点では特に
ない。ミツバチは環境指標生物であり、自然
環境保全は常に意識してまいりたい。」との答
弁でした。

学力調査の連続する状況を改善
今年度から、小学校４年生から中学校３年
生までを対象に、埼玉県が学力・学習状況調
査を実施しています。学級担任にとって、４
月は、児童、生徒とともに「学級づくり」を
進めていく大切な時期です。その時期に、全
国学力調査や県の学力調査などを立て続け
に行うのはなぜか、子どもたちの成長に役立
つ取り組みとなりうるのか質問しました。
「懸念される問題点は、本来の目的に反し
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武井 誠と共に～夏のイベントご案内～

1.

戦後７０年、国会状況も相まって、今年は例年にも増して平和・人権に関する様々な取り組み
も行われます。皆さまとお会いできるのを楽しみにしております。老若男女、みんなで力をあわ
せ、戦争を防ぎましょう。
7 月 13 日(月)
7 月 14 日(火)
7 月 15 日(水)
7 月 17 日(金)
7 月 18 日(土)
7 月 19 日(日)
7 月 20 日(月)
7 月 23 日(木)
7 月 24 日(金)
7 月 25 日(土)
7 月 26 日(日)

学校給食を考える会定例会 10 時 北坂戸にぎわいサロン
戦争法案反対集会(仮称) 18 時 30 分 日比谷野外音楽堂
緊急街頭宣伝・署名行動 18 時 若葉駅東口
埼玉西部地区憲法講演会 18 時 30 分 坂戸市文化施設オルモ(詳細下段)
反核・非核交流会＆埼玉県非核平和行進 9 時 30 分 さいたま市民会館おおみや
郡山プロジェクトボランティア説明会 14 時 入西地域交流センター(詳細下段)
北大塚 夏休みラジオ体操 6 時 30 分 北大塚公園 ※26 日まで
「狭山事件」再審請求アピール行動 8 時 30 分 東京高等裁判所前
介護者サロン「結・結」 13 時 30 分 坂戸市福祉センター
無料市民生活・年金・法律相談会 13 時 坂戸市文化施設オルモ(詳細 1 面)
埼玉県原爆死没者慰霊式 10 時 埼玉会館小ホール
「止めよう戦争法案 集まろう国会へ」７．２６国会包囲行動 14 時 国会周辺
7 月 27 日(月) 集団宿泊活動「広げよう小さな輪 2015in 坂戸」 ※31 日まで (詳細下段)
7 月 30 日(木) 「反核・平和の火リレー」市への要請書提出 15 時 30 分 坂戸市役所前
8 月 01 日(土) ヒロシマ市民の描いた原爆絵画展 11 時 坂戸市文化施設オルモ ※2 日まで

埼玉西部地区憲法講演会２０１５

郡山の子どもたちと遊ぶ会

日本の政治状況と報道の役割

震災・原発事故の影響で、今も不安な
生活を送っている福島県郡山市の小学
生に、坂戸の夏を思い切り楽しんでもら
いたい！私たち「遊ぶ会」が企画した第
２回集団宿泊活動「広げよう小さな輪２
０１５ in 坂戸」は、坂戸市・坂戸市社
会福祉協議会等の全面的な協力をいた
だき、今年も順調に準備が進んでいま
す。７月２７日から３１日の４泊５日、
宿泊場所は入西地域交流センター（３０
日は小川げんきプラザ）です。
賛同金カンパと支えるボランティア
スタッフを募集しています。次の実行委
員会は 7 月 19 日１４時＠入西地域交
流センター。問い合わせ、申込は「郡山
の子どもたちと遊ぶ会」ホームページ、
または、直接、武井までご連絡ください。

東京新聞編集委員 水野泰志 氏
日時
会場
参加費

７月１７日（金）１８時３０分～
坂戸市文化施設 オルモ
（東武東上線 北坂戸駅 東口前）
５００円（資料代）

戦後最大の憲法の危機です。
まるで、この講演会にタイミングを合わせるかのよ
うに、自民党内の勉強会「文化芸術懇話会」において
「報道機関に圧力をかけよう」という発言が相次ぎま
した。あの作家、百田尚樹氏が最も嫌いな新聞の一つ
である東京新聞の政治部記者として長く仕事をされ
てきた水野泰志氏をお招きし、今の政治状況とその背
景、報道機関の役割等について、存分に語っていただ
きます。
実は、水野氏は武井誠の愛知県立旭丘高校時代の同
級生です。（彼はサッカー部、私は陸上競技部。）
以前から、一度、市民みなさんに話をしてもらいた
いと願っていたのですが、ついに実現できました。本
人の希望で、客席からの質問・発言に、ていねいに応
答しながら講演を進めたいとのこと。私が司会進行を
務めます。ご来場をお待ちしています。
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<私事短信>

友人と２人で始めた坂戸
ギタークラブ。会員数も２０人となり、
楽しく活動しています。先日の「童謡・
唱歌を歌う集い」もおかげさまで大盛
況。第２回を８月２３日（日）午後１時
１５分から、入西地域交流センターで開
催します。お気軽にどうぞ。

