「小さな声が街を変える」第２１号

2015 年秋

武井 誠 活動報告
武井 誠 を励ます会
〒350-0253 埼玉県坂戸市北大塚 40
TEL 049-289-2527 ｹｲﾀｲ 090-9854-5175
http://www.takei-makoto.org/
E-mail takei@sakado-gr.org

２
１
号

◆国・県・市・町がそれぞれの責任を
◆市議会９月定例会武井誠の一般質問
◆広げよう小さな輪２０１５in 坂戸
◆武井誠「秋の日程」とイベント案内
◆無料法律・年金・市民生活相談

国･県･市町がそれぞれの責任を
去る 9 月 9 日の集中豪雨、雨雲の位置
がもう少し西であったら、坂戸市も大き
な被害を受ける危険性がありました。
地域の気になる箇所を巡回しました。
右の画像は高麗川の若宮橋です。完全に
水没しています。他にも早急な浸水・冠
水対策の求められているところが、いく
つもあります。
しかし、河川や県道の管理は埼玉県、
水路の管理は隣の毛呂山町、というとこ
ろもあります。
武井誠はこの問題について９月議会
で一般質問を行い、前進的な答弁を得る
ことができました。
◆
また 10 月から始まる「マイナンバー
制度」と、
「地方創生」に関わる「まち・
ひと・しごと創生法」についても質問し
ました。私はどちらも、大変問題の多い
ものであると考えますが、国の施策への
反対を表明するだけでは、市議会議員と
しての責任を果たしたことにはなりま
せん。
坂戸市に与える影響、懸念されるリス
クや混乱を回避するために、市としてで
きることは何かについて、質問しまし
た。
◆
概要を 2 面に掲載しましたので、どう
ぞご覧下さい。

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。会場は北坂戸の文化施設オルモです。原則と
して 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 １０月１７日（土）
次々回は１１月１４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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武井誠の
一般質問

9 月議会では 14 人の議員が一般質問を行いました。武井誠は、
①本市の直面する課題を踏まえた来年度の予算編成、②「マイナ
ンバー制度」の市民への周知、セキュリティ、自治体にとっての
メリットと負担、③市内の浸水・冠水の現状と対策、県・近隣自
治体との連携について質問しました。

「まち･ひと･しごと総合戦略」
国の掲げる「地方創生」は、自治体消滅と
いう危機感を煽りながら、補助金によって国
策方向への自治体間の競争を強いる、地方自
治の本旨から考えて、問題の多い戦略だと、
私は考えます。
しかし、少子高齢化と公共施設の老朽化対
策は、坂戸市にとっても「待ったなし」です。
市の適正な予算規模、今後の取り組みや情
報公開と住民参画のあり方などを質問し、い
くつかの点で具体的な答弁も得ました。たと
えば「北坂戸団地では今後も人口減少と高齢
化が進むと見込まれる。UR 団地の医療福祉拠
点化と併せ、北坂戸小学校の跡地を活用した
地域の活性化策などについて一体的に検討
してまいりたい」とのことでした。
議会最終日に、市から「人口ビジョン」と
「総合戦略」の案が示されました。11 月 2 日
まで市民コメントが募集されています（市の
ホームページ等に掲載されています）。

｢マイナンバー｣は全員｢強制｣
概算で 2000 億円もの国費を使うマイナン
バー制度導入にも、私は大反対です。
そこまで国に個人情報をゆだねていいの
か、という根本的な危惧を持っています。し
かし、すでにすべての国民への通知が始まっ
ており、1 月から制度開始、仮に受け取りを
拒否しても、マイナンバーは指定されます。
市民への周知、セキュリティ、事業所の負
担など、様々な側面から質問し、改めてこの
制度の問題点を明らかにしました。

ＤＩＧ(災害図上訓練)を推奨
私は 2 年前、自主研修に参加して以来、災
害図上訓練（DIG）に注目し、一般質問で取
り上げてきました。地域で大きな災害が発生
する事態を想定し、地図と地図の上にかける
透明シート、ペンを用いて危険が予測される
地帯または事態をシートの上に書き込んで
いく訓練のことです。昨年の坂戸市区長会の
全体研修会でも、入西の堀込区の訓練の模様
が報告され、大変、勉強になりました。
2

これらを踏まえて自主防災組織の重要性と組
織に対する研修について質問し「自主的な訓
練を行う際、DIG の実施を積極的に促し防災力
の向上を図ってまいりたい」との答弁を得ま
した。

道路冠水、県･市･町で協議開始
善能寺地内の県道ときがわ坂戸線の道路冠
水対策について、質問しました。

道路管理者の飯能県土整備事務所、水路管
理者の毛呂山町、並びに坂戸市の三者で、昨
年度 2 回、本年度 1 回打ち合わせ会議を実施
しているとのことでした。
さらに、今後の対策について質問し「県道
横断部分の対策工事を施行する予定であっ
たが下流域の長岡地区で冠水している状況
から、排水先等の検討を早急に調整していき
たいと、飯能県土整備事務所から協議があっ
たので。現在三者で早期改善に向けて協議中
である」との答弁を得ました。

下水道料金は、値上げ？ 値下げ？
◆９月 30 日、下水道組合議会が開催され、昨年度
の決算が認定されました。議員の意見が分かれたの
は、下水道料金についてです。５年前に、料金が大
幅に値上げされ、下水道利用者の負担率が５０数％
から、８０％近くになりました。◆不足分は坂戸市、
鶴ヶ島市からの負担金です。下水道の恩恵を受けて
いない人たちは、浄化槽等の設置、維持を自己負担
でやっているのだから負担率１００％を目指すべ
き、という見解と、事業は黒字なのだから値下げを
して利用者の負担軽減をという見解。みなさんは、
どう考えられますか。◆私は、さらに、下水道が市
全体の環境浄化や災害対策に役立っている度合い、
景気の動向と利用者の経済状況、料金体系などを検
討する必要があると思います。

広げよう小さな輪 2015in 坂戸
住みやすいまち、あたたかい地域は「人の輪」から。そして、子どもたちに、核も戦争も
原発もない明るい未来を。武井誠の、地域での取り組みの一端を、報告します。

｢ラジオ体操の会｣進化
５年前に始めた「夏のラジオ体操の会」が３
年前に地区の行事となり、子どもたちを中心
に、多いときには老若男女１００人近い方が参
加してくださるようになりました。
夏休みの初めと終わりの１週間、朝６時３０
分に北大塚「公園」に集合して体操をした後、
６年生がリーダーとなってチームを作り、大人
たちの声援を受けて「リレー」をします。子ど
もたちの全力疾走はなかなか感動的。私は世話
係をしています。「速い遅いは関係ない、全力
で走ってバトンを渡すことが大事。人生と同じ
です。」なんて話をしています。
広島から持ち帰って発芽させ移植した
「被爆アオギリ２世」(下写真)の前で、平和の
お話をしたり、歌をうたったりもします。
夏の終わりには、焼きそば、ミニ運動会、ス
イカ割、花火などの「お楽しみ会」も企画(残
念ながら今年は雨で中止になりました)。
こういう積み重ねの中で、「子ども会」の復
活にたどりつくことを期待しています。

郡山市の子どもたちと

震災・原発事故の影響で、今も不安な生活を
余儀なくされている福島の子どもたちに、４泊
５日のすてきな夏休みをプレゼントする取り組
みを、昨年から有志で始めました。
坂戸市・教育委員会等の後援・協力をえて、
福島県郡山市の小学５、６年生１６人を無料で
坂戸市に招待。入西地域交流センターに宿泊し、
川遊びやプール、環境学館「いずみ」での学習、
調理実習などをして過ごします。
（写真は、食事
後の交流会、私の歌を聴いてもらっています。）
第２回の今年は、学童保育ちびっこクラブの
子どもたちとの交流も実現。筑波大附属坂戸高
校の生徒さんや、大学生、若者も加わりボラン
ティアはのべ７０人近くになりました。市民み
なさんからのカンパもたくさんいただき、来年
度も継続して実施できるめどがつきました。
低線量被曝の不安は長く続きます。
「震災・原
発事故を忘れない」というメッセージを発信し
続ける必要性を感じています。

議会報告会を地域で
市議会として取り組む「議会報告会」今回は市内３カ所
で平日の夜に行うこととなりました。武井誠は、下記の報
告会に参加します。ご来場をお待ちしています。
とき
ところ
内容

２０１５年１１月７日（土）１９時
入西地域交流センター
坂戸市議会９月議会の報告 意見交換
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地域交流センター
文化祭
１０月２５日(日)１０時～
於 入西地域交流センター
定期利用団体である私たち、
坂戸ギタークラブも発表をしま
す。ご一緒に楽しい、秋の１日
を過ごしましょう。

武井 誠と共に～秋のイベントご案内～

1.

10 日

キューバ・ラテンフェスティバル 13:30 川越南文化会館
坂戸よさこい ※9 日前夜祭 ※11 日まで ※11 日交通安全防犯パレード 14:15～
13 日 議員研修会 14:00 市役所
原爆絵画展県実行委員会 18:30 浦和
14 日 都市計画審議会 14:00 市役所
17 日 無料年金・市民・法律相談会 13:00 北坂戸文化施設オルモ
18 日 連合埼玉川越・西入間地協クリーンキャンペーン 9:30 川越市街
19 日 学校給食を考える会、坂戸市と意見交換 14:30 市役所
教育を語る会定例会 19:00 福祉センター
23 日 人権政策確立要求 県知事・県議会要請行動 10:40 浦和
25 日 学童っ子祭り 9:45 千代田公園
入西地域交流センター文化祭 10:00
29 日 下水道組合県外視察研修 千葉・茨城方面 ※30 日まで
11 月 01 日 入間教育フォーラム教育研究集会 13:40 ウエスタ川越
06 日 連合埼玉 教育フォーラム 13:30 浦和
07 日 坂戸市議会報告会 19:00 入西地域交流センター
08 日 坂戸市産業まつり 福祉出会いの広場 9:30 運動公園 勝呂公民館
14 日 無料市民・法律相談会 13:00 北坂戸文化施設オルモ ※県民の日
15 日 坂戸市民チャリティマラソン 運動公園
北大塚地区自主防災組織防災訓練

坂戸市政･市議会への
ご意見・ご要望をうかがいます
武井誠は、１０月を「市内行脚月
間」と位置づけました。
どこにでも、すぐにお伺いして、
市政、議会、武井誠へのご要望を、
受けとめさせていただいています。
2 期８年間「お話をうかがったら
すぐに動く、わかった情報は、でき
るだけ早くお返しする」ことを心が
けてきました。どうぞ、お気軽にご
連絡ください。
自宅電話 ２８９－２５２７
ケイタイ 090-9854-5175
メルアド takei@sakado-gr.org
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映画｢日本と原発｣上映会､他
原発と原発事故の真実に迫るドキュ
メンタリー映画「日本と原発」の上映会
を 2016 年 1 月 24 日（日）午後、入西地
域交流センターにおいて開催します。
去る 4 月に、オルモで行われたこの映
画の上映会をご覧になった方たちから、
さらに多くの坂戸市民みなさんに観て
いただきたいという声が上がり、実行委
員会の準備会が立ち上がりました。
映画の案内は、「日本と原発」のホー
ムページからご覧になれます。
◆
その前の週 1 月 17 日(日)午後にはオ
ルモで武井誠「新春の集い」も開催しま
す。どうぞ、今からカレンダーに〇印を。

<私事短信>

車からから降りるときに
転倒、大腿骨にヒビが入り、1 ヶ月ほど
入院していた義母（83 歳）が、無事退
院できました。ケアマネさん、福祉用具
の業者さん、デイサービスのみなさんた
ちに大変お世話になっています。
期せずして、市の福祉行政サービス
を、具体的にチェックできる毎日です。

