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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 
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７
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◆原発推進・解釈改憲で｢戦後が戦前に｣  

◆坂戸市３月議会 2014年度予算案可決   

◆３月議会、武井誠一般質問 

◆無料市民生活・年金・法律相談案内 

◆活動日程・イベント・活動団体紹介 

◆無料法律相談・教育フォーラム案内 

武井 誠 活動報告 

 

  ｢｢積積極極的的平平和和主主義義｣｣本本当当のの意意味味はは  

 

 

 

 入西地域の町内会定期総会。安倍

首相を先頭にがんばると話す国会議

員さんのあとで「言いにくいことも

言い合って地域の為には協力しまし

ょう」と前置きし、原発反対、改憲

反対を訴えさせていただきました。 

 坂戸市民の幸せが、根底から奪わ

れかねない事態が進行しています。 

 原発推進への政策転換、特定秘密

保護法強行採決に続く、平和憲法の

解釈改憲による集団的自衛権容認。 

「戦争をさせない 1000人委員会」

事務局の清水雅彦さんは「本来、積

極的平和主義とは、ただ戦争をしな

いという消極的平和主義(憲法 9 条)

から一歩踏み込んで、憲法前文で言

及されている構造的暴力(貧困、飢

餓、差別など)のない状態を国家が何

かをすることによって実現しようと

する平和主義のこと。安倍首相の、

あたかも戦争に参加することによっ

て平和を手に入れるかのような、意

味をねじ曲げた使い方は、あきれる

ばかり」と述べられました。 

「戦争をする国になる」と国際社

会に宣言しようとする日本政府。私

たちは今、たいへん危険な分岐点に

います。子や孫たちが、戦争も原発

もない世界で生きられるよう、みん

なで力をあわせましょう。 

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）。 
 

東京で開催された第 14 回社民党全国大会、埼玉県連

合の代議員として、原発問題などを発言してきました。 

  

無料法律・生活・年金相談 
弁護士、社労士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～社労士による年金相談、15 時～弁護

士による法律相談となります(要予約) 
 

次回開催日は 4月 26日（土） 

次々回は 5 月 24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） 
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坂戸市 14年度予算規模、膨らむ 

斎場問題、広域静苑組合加入へ 
広域静苑組合への加入に向けて、炉を増やす

前提で本市の組合への加入が検討されていま

す。現在の火葬業務を継続しながらの工事なの

で、供用開始まで 4年もかかりますが、今から

市内での単独設置を目指す場合は、最短でも 8

年かかることを考えると、私は妥当な選択であ

ると判断しました。 
 

 

西清掃センター長寿命化改修 
西清掃センターの老朽化に伴う改修工事を、

国の補助金も受け入れ、ＣＯ２の大幅削減を可

能にする本格的な長寿命化工事（15年以上の使

用可）とすることが決まりました。市民全体の

問題として、引き続き当該地域をはじめとする

住民への、ていねいな説明を求めていきます。 
 

関間･千代田線､森戸橋､着手 
若葉駅手前の東武東上線を立体交差でくぐ

る道路｢関間・千代田線｣工事、森戸橋の架替整

備工事がスタートします。 

どちらも長年の市民の願いであり、歓迎すべ

きことではありますが、それぞれ多額の費用が

かかります。国からの支出金もありますが、予

定通りの進度で進めることが可能か、財政面か

らのチェックも必要です。 

学校エアコン整備は 9月に 
市内小中学校へのエアコンの整備は、リー

スで行うことにより、今年の 9 月に間に合う

ことになりました。 
 

その他の主な新規事業 
  

小さい字ですみません。虫眼鏡をご利用ください。 

葉酸プロジェクト 糖尿病等の生活習慣病予防 要援護者支

援マップ見守り強化 民間団体生活サポート事業支援 福祉

タクシー事業 自動車燃料購入費の助成 自主防災組織の結

成・訓練等への補助 地域防災計画に基づく災害用備品整備 

駅施設のバリアフリー ノンステップバス補助 こども医療費

支給事業 入院医療未熟児自己負担分医療費給付 言語発

達遅延児への臨床心理士指導 学童保育所整備 たけのこク

ラブ移転工事 子ども子育て支援計画策定 幼稚園型認定こ

ども園補助 幼稚園預かり保育支援事業 読書活動支援員増

員 外国語活動支援 中学校交通安全対策スタントマンの交

通事故実演 城山中学校施設改修（小中一貫校平成２７年度開

校） 小中学校の非構造部材の耐震補強 UR都市機構施設の

太陽光発電売電・空き店舗借り上げ にぎわい再生拠点施設

運営 使用済み小型家電リサイクル事業 入西地域仮称「地

域づくり協議会」結成めざす 新潟県南魚沼市と友好都市協

定締結目指す 新規就農者・青年農業給付金 ６次産業化農

産物加工施設ファーマーズマーケット基本構想策定 産業活

性化アドバイザー派遣事業 ラジオ体操普及 障害者スポー

ツ推進事業 ふれあいスポーツ大会開催 片柳土地区画整理

事業早期完了方策検討 公共施設老朽化対策白書 公立保

育園改修・耐震診断 トイレ洋式化 市民健康センター耐震診

断 休日急患診療所の夜間診療実施 本会議場の音響カメラ

システム改修 公共施設空き状況確認サービス事業（インター

ネット利用） マイナンバー法システム改修 国の消費税増税

に伴う施策 臨時福祉給付金 子育て世帯臨時給付金 

 (市長施政方針より) 

＜予算案全体に関する議論＞  消費税値上げに反対だから反対という主張 

 ３日間にわたる予算委員会の最終日、私は  については、国政と市政の問題は分けて考え 

市債の増額、基金の繰り入れを指摘し、身の  るべきと判断し、私はくみしませんでした。 

丈に合った予算についての考え方を総括的に   公約違反の、身の丈に合わない予算で将来 

質疑しました。               の財政負担増を懸念するという反対討論は、 

 市債については世代間の負担の公平化を期  聴くべきところがあると思いました。 

するものであること、基金については計画的   採決において、私は賛成票を投じましたが 

な活用が行われている、との答弁。消費税の  予算案と併せて示された中期的財政計画など 

増税をはじめとする来年度に予想される様々  を精査して行く必要性を感じています。 

な厳しい状況については、経済動向を見て慎   今後、公債費は増加に転じ、多額の経費を 

重に取り扱っていきたいとのことでした。   要する事業が本格化し、老朽化した公共施設 

 最終日の本会議では、２つの会派が予算案  の改修も必要。健全な財政状況を維持するた 

に反対しました。              めの努力が引き続き求められています。 

 

 

 

 一般会計当初予算額は２６６億８７００万円で前年度比５．９％増です。これまで石川市

長は「福祉や教育など、市民サービスを充実させ、なおかつ財政健全化を図る」ことを表明

してきました。結果的に後者に配慮しつつ、前者を優先させた予算編成となりました。 
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武井誠の 

一般質問 
 

 

 

若者向けリーフレットを検討 

実態調査については、前向きの答弁を引き

出すことができませんでしたが、実態把握の

必要性については執行部と認識を共有するこ

とができました。 

就労者の権利侵害に係わる市への相談状況

は年にわずか数件とのこと。若者就労者への

情報提供、啓発について、若者向けのリーフ

レットの作成を含め、積極的に取り組んでい

きたいという答弁を得ました。 
 

学校でも未来の労働者教育を 

労働者として知っておかねばならない事柄

は、中学校ではどのように教えているかと質

問しました。「業績を上げるだけでなく従業員

などの生活を安定させ、向上させるといった

企業の社会的責任や役割、また、非正規労働

者が増加するなど、現代日本の労働や雇用に

係わる特色や課題、関連付けて、労働組合の

意義、労働基準法の精神も学習している」と

の答弁。人権侵害については「大人でも子ど

もでも人権は尊重されねばならない。正しい

と信じる意見が表明できること、一人一人の

意見が尊重されることが大切。学力の一つの

要素である思考力、判断力、表現力の向上に

取り組んでいきたい」との答弁でした。私は

テスト漬けの教育が子どもたちからこういう

学力を奪う危険性についても指摘しました。 

 

 

 

 

 

 

３月議会では、私を含む１１人の議員が一般質問を行いました。 

私は、①市内施設の老朽化対策とファシリティマネジメント、

②若者の雇用の権利保障と労働教育、２点について質問、前向き

の答弁を引き出すことができました。どちらも、実態調査に基づ

く議論が求められていると思います。 

 

予算の増大をどうおさえるか 
 人も施設も 1年ごとに歳をとっていくこと

はわかっているのに、その対策が先送りされ

てきた反省を踏まえ、公共施設の維持管理に

ついての基本的な考え方を問う武井の質問

に対して「今後、施設の老朽化への対応に係

る予算の集中的増大に直面することが予想

される。施設の情報管理を一元化し、庁内横

断的に検討する指針となるファシリティマ

ネジメント策定業務を、市内１０５施設を対

象に実施している」との答弁がありました。 

道路や橋の維持管理も、劣化の少ない段階

から計画的な補修。補強を行うことによって

工事費が 77％（50 億円以上）節減できると

ともに、支出の平準化が図られます。なぜ、

もっと早くできなかったかと感じました 
 

実施計画策定への市民参加を 
 

今後予想される、ファシリティマネジメン

ト策定業務、特に具体的な施設統廃合計画策

定時における市民参加・参画について質問し

たところ「市民アンケートや市民コメントを

実施する」との答弁。それだけでは一方通行

で不十分。情報公開を徹底したうえでの議論

が必要と再質問し「意見交換の場を適切に設

けていきたい」という答弁をえました。 
 

深刻な若年労働者の権利侵害 

私たちの実施する法律相談・市民生活相談

会には、市内在勤・在住の方から多くの相談

が寄せられますが、近年、深刻な労働現場で

の権利侵害の相談が増えています。不当解

雇、セクハラ・パワハラなど。特に若年労働

者を中心に、被害者意識が希薄であること、

不当な人権侵害を、人権侵害であると認識で

きず「自分の努力不足」と思って心身を壊す

まで働き続けてしまう。あるいは、ひどい仕

打ちを受けているという自覚はあっても、救

済や、異議申し立ての仕組みについての知

識・情報がなく、いわゆる「切れて」しまう

状態となってしまうこと・・・これらの実態

調査の必要性と対策について質問しました。 

 

 

 

坂戸市議会報告会を開催 
坂戸市議会として、３月議会の報告を中心

に議会報告会を開催し、併せて「安心・安全の

まちづくり」をテーマに、市民みなさんとの意

見交換会も行います。 
 

日時 ５月１７日(土)午後２時～４時 

場所 北坂戸公民館 城山公民館 

    ※武井は北坂戸公民館に出席。 
 

※議会全体としての報告なので議員個人の

活動報告や意見表明は、それぞれの議員

が、別に場を設けて行うことが申しあわ

されています。武井誠の活動報告会につ

いては次ページをご覧ください。 
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今日までそして明日から～春の日程～ 

4.16 連合埼玉地協 チャリティボウリング 

4.17 部落解放人権政策確立要求幹事会 

4.21 教育を語る会定例会 

4.23 坂戸市議会臨時議会(予定) 

4.25 介護サロン「結・結」 

4.26 連合埼玉メーデー 

   無料市民生活・年金・法律相談会 

4.29 坂戸市スポーツフェスティバル 

5.01 地区労メーデー 

武井誠メールマガジン発信 

5.03 憲法記念日集会 

5.04 憲法フォークジャンボリー 

5.10 社民党埼玉県連合定期大会 

5.14 自主研修（社会保障、地域包括支援） 

5.17 坂戸市議会 議会報告会 

5.18 連合埼玉地域協議会「いちご狩り」 

議会以外の活動も含めた武井誠の春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。 

4.01 武井誠メールマガジン発信 
 

    月 2回、無料メールマガジンを発信 

しています。購読申し込みは、武井 

誠ホームページからどうぞ。 
 

4.03 福島から埼玉への避難者交流通信 

「福玉便り」発送作業 

   社民党埼玉県連合常任幹事会議 

4.04 入西区長会総会  

4.05 「さよなら原発」川越パレード 

4.06 消防組合辞令交付式 消防団送別会 

   坂戸ギタークラブ シャローム訪問 

4.08 入西小学校、若宮中学校 入学式 

4.09 連合埼玉 春闘統一行動 

4.14 学校給食を考える会定例会 

4.15 建設ユニオン学習・交流会 

武井誠メールマガジン発信 

坂戸ギタークラブへのお誘い 
 初級のクラシックギターアンサン

ブルを楽しむ音楽サークル。代表は

私。ゆったりやっています。入西地域

交流センターの定期登録団体として

隔週日曜午後、素晴らしい防音室で練

習してます。あなたもいかがですか？ 

＜私的通信＞大阪の義父が癌で他界。｢老老介

護｣から｢独居高齢者｣となる義母は早晩、坂戸市

民になります。一方、年度末で育児休業の終わる

娘二人は、いわゆる「保活」に四苦八苦でした。

安心して子育てができ、安心して老いることがで

きる市政・国政を求め、さらに頑張ります。 

憲法を守り「戦争のできる国」にしないために 

2014.5.3あなたも｢新聞意見広告｣で訴えませんか 
 安倍政権が進める改憲に向けた動きに強く反対するとともに、世論を盛り上げる目的で 5

月 3日の朝日新聞埼玉版に意見広告を掲載します。ご理解と積極的なご協力をお願いします。 

 賛同金は 個人:一口 1000円 団体：一口 5000円 です。 

 締め切り 2014年 4月 18日（武井までご一報ください。一口からいただきに伺います。） 
 

平和憲法を守り世界に広げる埼玉の会 

 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-37-5埼玉県平和運動センター気付℡048-825-9898   

武井 誠 活動報告会のお知らせ 
 

 市議会議員 4 年任期の折り返し点を過ぎたところで

活動報告会を開催します。どうぞ、おいでください。 
 

日時 5 月 25 日(日)午後 2 時～ 

場所 入西地域交流センター 

特別ゲスト 福島みずほ副党首 
参加費 無料 

 


