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ご意見をお寄せください。

Voice

ૼ࠰

どのような新年をお迎えに
なられたでしょうか。本年も
お体にはくれぐれもお気を
つけください。昨年は災害
の多い年でしたが、新潟の
震災で被災された方々は、
この寒い中でつらい思い
をされている、
と思うと心
が痛みます。一日も早い復
興を祈るばかりです。
さてこの度、活動の記録を
まとめた
「さいたま市政レ
ポート」
をお届けします。
ご参照いただき、
ご意見・
ご感想をお聞かせいただ
ければ幸いです。現実政治
と理想とのハザマで、試行
錯誤をしながらの毎日で
すが、一歩一歩地道に進ん
でいきますのでご注目い
ただければ幸いです。
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土井

（さいたま市議会議員

裕之

無所属の会）
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議員となって通算 3 年半の任期が経過しているが、
「市民は市政に関心がない」という職員の嘆き混じりの言葉をたびたび聞く。
合併や介護保険の説明会では、当初見込んだ参加者数とのギャップがあった。
市議・市長選挙では、いずれも投票率が約 50％ 。
2 人に 1 人が貴重な選挙権を放棄していることになる。
たしかに「関心がない」という言葉も事実の一面を表している。
しかし、その言葉を安易に発していいものだろうか。
議会や行政が、すべき努力を怠っている、
とまずは真摯に反省し、やらねばならないことがあるはずだ。
努力が全くなかった、と言うつもりはない。
現に 3 市合併・政令市の荒波を乗り越えて今日まで至っているし、
さいたま市政が大きな変化の渦中に身を置いていることも承知している。
ただ、政策立案・決定に関わる特別な立場に立っていることを、
改めて自問自答すべきである。
どんな時代に、誰のために、何のために仕事をしているのか、と。
先日、ある自治体主催のシンポジウムに参加した。
約 50 0 人の会場は立ち見でも入りきれず、参加者が廊下にあふれ出す光景を見た。
職員によると「ほとんどは地元住民です。ただし、動員はしていません」。
内容は、改革派の首長たちが自らの構想や実績を語る、という地味なもの。
特別な仕掛けがあるわけではなかった。
冷静に考えれば、この自治体の市民が特別に高い意識を持っているというよりは、
さいたま市でもこうした試みを心待ちにする市民は少なくない、
と捉えるべきだろう。機は熟しているのだ。
「公共」の担い手を行政が独占する時代は終わった。
これからは「民」（市民・ＮＰＯ・企業）が活躍する時代だ。
生活の多様化や財政の逼迫など、社会の変化からの要請、という背景はあるが、
人の役に立つこと、公に貢献することを生きがいとする人たちが増えており、
この現実を、前向きに積極的に捉え、新しい公共の姿を描くことが必要だ。
これからの行政職員は、より一層広報・広聴能力を向上させ、
「民」による主体的行動を引き出す戦略が必要だ。
また、議員は自分の支持者だけを活動の対象とするのではなく、
全体の奉仕者として、自らの責任を果たしていかなければならない。
私自身も政策決定の責任を負う議員という立場に立つ者として、
以上のことを念頭に置き活動していきたい。
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4.8 ― 10.31

4月

   ᣣޣᄛޤήᚲዻߩળวኋ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤήᚲዻߩળวኋ
ޣޓޓޓޓᄛⴕޤ⚻༡ࠬࠢ࡞
   ᣣޣඦ೨ޤጤᮎᏒⷞኤޣඦᓟޤၮࡀ࠶࠻ቇ⠌ળ

ޣᄛޤว૬Ꮢ᳃⺑ળ㧔ධ㧕
   ᣣޣᄛޤว૬Ꮢ᳃⺑ળ㧔✛㧕
   ᣣޣඦᓟޤ⚻ᙣ⺣ળޟᐕ㊄ޠ
   ᣣޣඦ೨ޤว૬․ᆔޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ⥄ޤᴦ⼏ળ╷ቇળ
   ᣣޣᄛޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦ೨╙ޤੑ↥ᬺ〝ߦ㑐ߔࠆ⋧⺣
   ᣣޣඦᓟޤᣣ⚻ࡒ࠽ޟᎺޠ
   ᣣޣඦ೨ޤว૬․ᆔޣඦᓟ⼏ޤળౝว૬ද⼏ળ㧛
ήᚲዻߩળળ⼏ޣᄛⴕޤ⚻༡ࠬࠢ࡞
   ᣣޣඦ೨ޤήᚲዻߩળળ⼏ޣඦᓟ✚ޤോᆔຬળ


５月

http://doih.net/

   ᣣޣඦᓟޤᏒ᳃ᙣ⺣ޣᄛⴕޤ⚻༡ࠬࠢ࡞
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤᏒౝⷞኤޟᣉ⸳ޠ

ޟേ‛ᗲ⼔ࡦ࠲੍ቯઁޠ

ޣᄛ᧲ޤᶏᄢޟઍ᳃ਥਥ⟵⺰ޠ
Ԙ
   ᣣޣඦ೨ޤว૬․ᆔޣඦᓟޤ⚻ᙣળޟ㘩ߩోޠ
   ᣣޣඦᓟޤᣣ⚻ࡒ࠽ޟၞഃㅧࠪࡦࡐޠ

ޣᄛޤ᳃㙚⻠ᐳ߹ߜߠߊࠅᜰᮡ
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣᄛ᧲ޤᶏᄢޟઍ᳃ਥਥ⟵⺰ޠ
ԙ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޟ࠽ࡒߥߘࠅޤᄾ⚂ޠ

ޣᄛޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦᓟޤછᗧද⼏ળற⡬
   ᣣޣඦ೨ޤว૬․ᆔ
   ᣣޣඦᓟޤၞක≮․ᆔ㧛ήᚲዻߩળળ⼏

ޣᄛⴕޤ⚻༡ࠬࠢ࡞
   ᣣޣᄛ᧲ޤᶏᄢޟઍ᳃ਥਥ⟵⺰ޠ
Ԛ
   ᣣ
ޣඦᓟޤ
ว૬․ᆔ
ޣᄛޤ
᭴ᗐᣣᧄࡈࠜࡓ
ޟ㘩ߩోޠ
   ᣣޣඦᓟ㨪ᄛޤᣇ⥄ᴦቇ⠌ળޟ↰⍮⻠Ṷޠ
   ᣣޣඦ೨⼏ޤ᩺⺑ળޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣඦ೨ޤว૬․ᆔޣᄛ᧲ޤᶏᄢޟઍ᳃ਥਥ⟵⺰ޠ

   ᣣޣඦᓟޤㇺᏒౣ↢ࡈࠜࡓ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ⼏ޤળೋᣣ
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣᄛⴕޤ⚻༡ࠬࠢ࡞
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ⼏ޤળ৻⥸⾰

ޣᄛ᧲ޤᶏᄢޟઍ᳃ਥਥ⟵⺰ޠ
ԛ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ⼏ޤળ৻⥸⾰
   ᣣޣඦ೨⼏ޤળㆇ༡ᆔ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤᢎ⢒Ꮢ᳃ᆔ

６

   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤᢎ⢒Ꮢ᳃ᆔ

ޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣᄛ᧲ޤᶏᄢޟઍ᳃ਥਥ⟵⺰ޠԜ
   ᣣޣඦ೨⼏ޤળㆇ༡ᆔޣᄛޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ⼏ޤળᦨ⚳ᣣ
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏ޣᄛⴕޤ⚻༡ࠬࠢ࡞
   ᣣޣඦᓟ⥄ޤᴦ⎇
   ᣣޣඦᓟޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣᄛ᧲ޤᶏᄢޟઍ᳃ਥਥ⟵⺰ޠԝ
   ᣣޣඦᓟޤว૬․ᆔ
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળ⎇ୃ߹ߚߐޟᏒߩ⽷ޠ
㧛ήᚲዻߩળળ⼏ޣᄛޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦ೨ޤᄢ㒋ᔕౖ㒮ⷞኤ

ޣඦᓟޤᣣ⚻ࡒ࠽ޟ᥊ⷰᴺޠ
   ᣣޣඦᓟޤว૬․ᆔޣᄛޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦᓟޤᏒ᳃ᙣ⺣ޣᄛޤ᭴ᗐᣣᧄࡈࠜࡓ↸ޟฬޠ

７月

   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣඦᓟޤሶ⢒ߡࡈࠜࡓ
   ᣣޣඦ೨ޤ㘩⢒Ⴖ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤ㨁㧲㧶ࡒ࠽ޟ▚ᦠޠ
   ᣣޣඦ೨ޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޓᣇ⼏ຬ⽷⥄ਥ⎇
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޟ࠽ࡒ߶ߕߺޤᢥᦠࡈࠔࠗࡦࠣޠ

ޣᄛޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦᓟޤᢎ⢒Ꮢ᳃ᆔᏒౝⷞኤޟᄢ⍾᧲ዊޠ
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣ⥄ޓᴦ⼏ળ╷ቇળ╙ᦼ⻠ᐳ
   ᣣޣᄛ⥄ޤᴦഃㅧࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓ
   ᣣޣᄛޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦ೨ޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ⼏ᤨ⥃ޤળ
   ᣣోޓ࿖⧯ᚻᏒ⼏ߩળ┻ਛᄢ⤿⻠Ṷ
   ᣣޣඦ೨ޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣඦᓟ␠ޤળ↢↥ᕈᧄㇱޠࠣࡦࠠࡑ࠴ࡦࡌޟ

ޣᄛ߁ࠈ߫ࠎ߇ޤᣣᧄ␠ޟળ㓚ޠ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ␠ޤળ↢↥ᕈᧄㇱޟ▚ᦠޠ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ␠ޤળ↢↥ᕈᧄㇱޟ▚ᦠޠ
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣඦᓟ⥄ޤᴦ⼏ળ╷ቇળ⼔ޟ㒾ޠ
   ᣣ    ᣣޓᏒ᳃┙ᴺᯏ᭴

６月
８月

   ᣣޣඦᓟ㨪ᄛޤᄢࠟࡃ࠽ࡦࠬࠪࡦࡐ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ⋉ޟ࠽ࡒ߶ߕߺޤㅢႎᐲޠ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤᢎ⢒ࡒ࠽
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤᢎ⢒ࡒ࠽
   ᣣޣඦᓟޤว૬ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣඦᓟ⥄ޤᴦ⼏ળ╷ቇળⅣႺ⚻ᷣࡒ
   ᣣޣඦ೨㨪ᄛޤήᚲዻߩળⷞኤ


ޟጘ㒂⋵⋵᳃೨ಣℂᐲޠ
   ᣣޣඦ೨㨪ᄛޤήᚲዻߩળⷞኤ

ޟ㊄ᴛᏒ㊄ᴛᏒ᳃⧓ⴚ㧛߹ߜߠߊࠅ᧦㧛ᣥ↸ฬᓳᵴޠ
   ᣣޣඦ೨㨪ᄛޤήᚲዻߩળⷞኤ
ޟᣂẟᏒⴕ⹏ଔᐲ㧛ᧅᐲᡷ㕟ޠ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ⥄ޤᴦ⼏ળ╷ቇળ⼔㒾ࡒ
   ᣣޣඦ೨ޤว૬․ᆔ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޟ࠽ࡒ߶ߕߺޤᄾ⚂ޠ
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣඦ೨ⴕޤ⺞ᩏޣᄛޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦᓟޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦ೨⼏ޤㆇற⡬
   ᣣޣඦ೨⼏ޤ᩺⺑ળ
ޣඦᓟޤᄢࠗࡦ࠲ࡦቇ↢ฃߌࠇ
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏ޣᄛⴕޤ⚻༡ࠬࠢ࡞
   ᣣޣᄛޤᄢ⼱ญ⚦㊁⑂ࠅ
   ᣣޣඦ೨⼏ ޤળೋᣣ

   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤ㑐ቇ㒮ᄢޟᣇઃ⒢ޠ
   ᣣޣඦᓟ⥄ޤᴦ⼏ળ╷ቇળ⼔㒾ࡒ
   ᣣޣඦ೨㨪ᄛޤᄥ↰Ꮢⷞኤ

ޟ⒢ᧂ⚊⠪ⴕࠨࡆࠬ㒢㧛㓚ኂ⠪ࡄࡦደ
㧛ቇᩞ⚻༡㧛 +51 ዉޠ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤ㐳㊁⋵ⷞኤ

ࡒࠧޟኻ╷㧛Ⴚว૬㧛࠳ࡓޠ

ޣᄛ᧲ޤᶏᄢᐔᚢ⇛
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤ㊁ࡒ࠽ޟੱᖱႎ⼔ᐲޠ
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏ޣᄛⴕޤ⚻༡ࠬࠢ࡞
   ᣣޣᄛޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦᓟޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣඦ೨ޤᶖ㒐ࡈࠚࠕޣඦᓟޤ㓚ኂ⠪߹ߟࠅ

ޣඦᓟ㨪ᄛޤήᚲዻߩળ⎇ୃળ⼏ޟળㆇ༡╬ޠ

会派「無所属の会」の紹介

９月

   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣඦᓟࡓࠜࡈߩ✛ޤ

ޣᄛޤᄢࠗࡦ࠲ࡦቇ↢ᛂߜߍ
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ⼏ޤળઍ⾰
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ⼏ޤળઍ⾰
   ᣣޣᤤޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣඦᓟ⻠࠻ࠬࠚࡈ࠾ࡑ࡞ࠞࡠޤṶ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤᢎ⢒Ꮢ᳃ᆔ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤᢎ⢒Ꮢ᳃ᆔޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
   ᣣޣඦᓟ࠻ࠬࠚࡈ࠾ࡑ࡞ࠞࡠޤᆔຬળ
   ᣣޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏ޣᄛޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣᄛޤᏒ᳃ᙣ⺣
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
ޣᄛⴕޤ⚻༡ࠬࠢ࡞
   ᣣޣඦᓟޤ㜞ᰴ⣖ᯏ⢻㓚ኂࠪࡦࡐ
   ᣣޣඦ೨ޤ▚ᆔற⡬ޣඦᓟᤨޤㅢାޟᜰቯ▤ℂ⠪ޠ
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤ▚ᆔற⡬
   ᣣ
ޣඦ೨㨪ඦᓟޤ▚ᆔற⡬ޣᄛ᧲ޤ੩ߨߞߣ⸽ޟᐲޠ

10 月

   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤ▚ᆔற⡬
   ᣣޣඦᓟ⥄ޤᴦ⼏ળ╷ቇળޟㇺᏒဳ␠ળߩෂᯏ▤ℂޠ
ޣᄛ⽷ޤ⥄ਥ⎇
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ⽷ޤ⥄ਥ⎇
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤ▚ᆔற⡬
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤ▚ᆔற⡬
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟޤ▚ᆔற⡬
   ᣣޣඦᓟ⥄ޤᴦ⼏ળ╷ቇળⅣႺ⚻ᷣࡒ
   ᣣޣඦ೨⼏ޤળᐢႎᆔޣඦᓟޤήᚲዻߩળળ⼏
ޣᄛⴕޤ⚻༡ࠬࠢ࡞
   ᣣޣඦᓟޤว૬ᆔޣᄛ᧲ޤᶏᄢᐔᚢ⇛
   ᣣޣඦ೨㨪ඦᓟ⼏ ޤળᦨ⚳ᣣ



私が所属する「無所属の会」は、
現在 5 人の議員で構成されています。
単なる無所属議員の集まりではなく、
「政策集団」としての色合いを
濃くしていきたいと考えており、
会議を週に一度もち、議論を尽くし、
それぞれが責任ある判断を行なっています。
議会内で「与党」「野党」という振り分けが
なされる場合がありますが、
二元代表制（議員も市長も住民から選挙される制度）
の下では、議会は行政に対し、政策決定
チェック機関という側面も当然なくてはなりません。
このような観点を重視し、私たちは行政に対し、
あくまで「是々非々」の立場で対応していきます。
今後とも、「無所属の会」の活動に、
ご注目いただければ幸いです。
詳しい活動の状況は「無所属の会ＨＰ」をご覧ください。

tel

http://www.mu7.org/
ginga@mu7.org
048‑829‑1818
fax

048‑825‑6963

‑‑‑会派所属議員 ‑‑‑
・斉藤建二（副代表）
・添野ふみ子
・土井裕之
・細川邦子（代表）
・森永留美子
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事業ごとの予算がつくため、岩槻市域で行なわれる事業

■指定管理者制度について

に予算がつけられる。ここで考えるべきは政治力学だが、
これは圧倒的に現在のさいたま市域のほうが強い。是非

200 3 年 9 月、地方自治法の改正により、

はともかく、現実政治の中での予算の綱引きにおいては、

「指定管理者制度」が導入された。公の

岩槻市が優位に立つことは数の上からもありえない。ま

施設（公民館・文化センターなど）の

た合併により岩槻側は｢自治｣をさいたま市に譲り渡すこ

管理の担い手を、民間に拡充する制度

とになる。合併が岩槻側の要請に基づくものであり、岩

である。行政（もしくは選定委員会）が、

6 月定例議会
・議員・市長等の報酬増額等の議案
・指定管理者の指定（児童養護施設）
・廃棄物の処理及び再利用に関する条例
（ゴミの持ち去りの禁止）
・岩槻市との合併・法定協議会の設置

６月 2 日〜 16 日

（３）地下鉄 7 号線

により指定する。
●これまで公の施設

「合併により地下鉄 7 号線の延伸に強い責任を負わねばな

は、法令により「行政の直営」か、行

らない」という意見もある。それを否定はしないが、あ

政に準じた団体しか管理できなかった。

くまで埼玉県の事業で、主導権はさいたま市にはない。

行政の硬直的・画一的サービスの限界
に加え、多様な主体による公共経営に
より、サービスの質を落とさずに合理
化を図る、という行革の流れに制度導
入の背景がある。また、競争を前提に

などを審議

【教育市民委員会の議案外質問】
私の所属する教育市民委員会の議案外質問では、
「特別支援教育」への対応状況について質問した。
生徒個人に合わせて教育の機会を提供する制度が導入される。
さいたま市は調査・研究段階である。

７月臨時議会
・合併に伴う電算システムの補正予算を審議。

7 月 22 日

９月定例議会

して外郭団体を改革する、という側面
も含まれている。
●この制度は「地方分
権の流れを汲んでいる」ともいえる。
今後は自治体の意思で管理者を指定す
ることとなる。つまり選定・指定する
立場の自治体議会・行政の責任、そし
て選挙する市民の責任がそれぞれ重く
なる、ということである。
●課題として
は、導入の理由である「市民サービス
の向上」と「経費削減」がしっかり行
なわれること、選定の際の「透明性の
向上」と「公正・公平性の確保」など
が挙げられる。また、管理者の管理状
況やその団体の運営状況のチェックも
課題である。

【教育市民委員会の議案外質問】
市民の自主防犯活動における保険制度導入について質問。
活動で死亡した場合、見舞金 10 0 万円のみが支給される。
市行政が市民の自主的な活動の促進を目標とするならば、
活動意欲をそがない程度の現実的な保険制度を早期に確立するべき、
との質問に対し、市民活動推進委員会で検討されていくとの答弁。

http://doih.net/

12 月定例議会
12 月 8 日〜 22 日（予定）

・
【専決】市議選南区の補欠選挙
・法律に基づく個人情報保護条例の改正
・保険衛生会館（仮称）の建設
・タワー建設用地取得の補正予算
２

などを審議

1
１．これまでの経緯と合併に対する判断

---------- さいたま市での指定状況 ---------【2 月議会】指定管理者の
基本条例の設置
【6 月議会】カルテット（児童養護施設）
【9 月議会】年輪層（養護老人ホーム）
／原殿園（デイサービス）

ち切りとなる。「延伸先は大宮駅」との意見もあり、まっ
たく玉虫色。さいたま市が主導するにしても、市内の中

との合併」が選択されたことが発端。岩槻市からの

心部を走っているわけでもなく、政治力学からみても、

要請に基づき、任意の合併協議会が 200 3 年 7 月に

そこに財政支出を集中するのは困難だろう。●延伸するな

設置され、任意協議会、法定協議会、合併特別委員

ら建設費約 70 0 億円＋周辺整備約 130 0 億円の合計約

会等で議論が積み重ねられた。●200 4 年 4 月には

200 0 億円の事業費は、埼玉県とともに現在のさいたま市

市行政による市民説明会や関係団体役員への意向確

と岩槻市が分担することとなると言われているが、地方

認のアンケートが行なわれた。これに対し、無所属

交付税額の削減により、合併特例債による国の補填は事

の会では、正確な意向確認のため不特定 50 0 人の

実上当てにならない。よほどの好条件と決断がないと進

市民を対象として調査した。市実施アンケートと同

まないだろう。●延伸の話よりも、運営主体の㈱埼玉高

じ設問を用意したが異なる傾向もあった（当会ＨＰ

速鉄道の経営のほうが問題だ。この会社は埼玉県と東京

参照）
。私はこの結果を最終的な合併の判断の参考にした。●6 月

メトロの共同出資でできた第三セクターだが、さいたま市も他人

議会の法定協議会設置の決議は、「議論を積み重ねることは否定

事ではない。さいたま市議会では損失があった場合の補填を約束

しない」という考えから「賛成」。●7 月臨時議会には、「4 月 1 日

している。つまり破綻した場合には税金から一定の支出をしなけ

の合併に間に合わせるためには、正式な合併の決定（9 月議会）

ればならない。すでに多額の出資もしている。「県の仕事」と任

を待っていては間に合わない」との判断から、電算システムの整

せきりにするのではなく、さいたま市が積極的に経営に関与する

備に関する補正予算案が提出される。職員の大変さも理解するが、

仕組みづくりを提案するなど、リスクを回避する努力をすべきだ。

「正式な決定がなされる前に合併を前提とした増額予算を組むべ
案ほか 3 議案と関係補正予算の議案が審議された。私は「合併は
必要ない」
「3 市合併・政令市化の残務整理に支障をきたす恐れが
ある」の 2 点を理由に「反対」
。結局、議会全体では賛成多数で
合併が決議された。
●今後、埼玉県議会の決議に基づき、知事に
より決定され、総務大臣が告示して効力を発する。こうしたプロ
セスを経て、来年4月1日から岩槻市が行政区として加わることとなる。

6

※法の規定により、2006年までに公の施設の
うち対象施設（約400施設、岩槻市域を含める
と約500施設）について、直営か指定管理者か
に振り分けられる。

県が「岩槻駅までの延伸をしない」といえば、構想は打

200 3 年 1 月の岩槻市の住民投票で、「さいたま市

きではない」との判断から「反対」。
●9 月議会では、廃置分合議

８月 31 日〜 10 月 13 日

・平成 15 年度決算（普通会計・企業会計）
・岩槻市との合併議案
・議員報酬を元に戻す議案
・指定管理者の指定（養護老人ホーム・デイサービス）
などを審議

槻側から強い主張をするのは難しいだろう。

総合的評価により選定し、議会の議決

３．プロセスの中での市民の意向反映について
3
今回の合併の協議過程における市民の意向反映の特徴は、①選挙で
争点になっていない、②特定の市民（区民会議・市関係団体役員）へ
の意向確認に終始、③行政によるＨＰや市民説明会は任意協議会の
最中に行なわれた、④マスコミも含め的確な情報は不足していた、⑤
市民からの声も賛成・反対を問わずほとんどなかった、
といった点が挙げられる。②についてはさいたま市の「市民との
協働」の限界を表していると言える。●合併は、最も住民投票が

２．合併によるさいたま市への影響について
2
（１）概要

なじむものだと考えている。もちろん最後は議会が決するという
法的ルールは重んじているが、合併は「まちづくり」に大きく関
わるもので、行政主導のトップダウンではなく、ボトムアップで

●これまで理解を深めるために参加し

217.49 k ㎡となる。●岩槻市議会議員は、3 月 3 1 日付を持って

決定されることが望ましいと考えている。●ただ、住民投票はタ
イミングや導入の仕方、内容によっては怖いものだとも言える。

た研修会は以下の通り。

2 7 人全員が失職。5 月 1 5 日（予定）の市長選・市議浦和区補選

住民投票は万能ではなく、「何を」「どのタイミングで」「どのよ

7 月 10 日

全国自治体議員財政自主研

と同時に、7 人の議員を選出する選挙が「岩槻区」で行なわれる。

うに」実施するのか、慎重に検討しなければならない。

8 月 27 日

無所属の会・研修会

●事業は全面的に岩槻市がさいたま市に合わせる。さいたま市民

合併後、さいたま市は行政区 1 0 区、人口約 11 8 万人、面積

9 月 27 日 時事通信社主催
1 1月1 0日 時事通信社主催

＃

＃

＃

＃

＃

にとってはほとんど変化はないが、岩槻市民にとっては「給付や

何も反対することはない、と思われるかもしれませんが、議会で

負担」の面で大きな変化に見舞われる。
（２）財政

の判断においては、周囲の雰囲気には流されず、たとえ一人であっ
ても自分の考えにより判断していくという姿勢で臨んでいます。

●この制度を肯定的に捉えているが、

「合併でさいたま市の財政を岩槻市に持っていかれる」との声が

その考えに基づいた判断であることを、ご理解いただければと思

公の施設が、市民サービスの向上など

あるが、私はそうは考えていない。岩槻市の予算規模は年間約

います。今後についてですが、合併の意思決定がなされてしまっ

の目的に沿った管理になるよう、しっ

60 8 億 135 0 万円（平成 1 6 年度）であるが、この予算はさいた

た以上、考えを切り替えて合併後のスムーズな行政運営に向けて

かりと注視していきたい。

ま市の財布に入る。この財布から確実に岩槻区に配分される予算

提案・監視をしていきたいと考えています。

は、各区に配布される「まちづくり交付金」の約１億円。さらに
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さいたま市議会で昨年一年間議論され実現した議会改革、
今後着手されるであろう改革の内容は以下のとおりです。

議会改革の現状と今後
●すでに導入された議会改革の状況

●検討されている改革内容（議会広報委員会）

・常任委員会（６つ）での議案外質疑
・政務調査費の領収書の公開（5 万円以上）
・予算・決算委員会での一問一答方式の導入

・議会のインターネット放送
・委員会会議録の公開
・議会のインターネット中継

など

さいたま市は埼玉県内でも犯罪件数が多く、
ご存
知
自主防犯活動も行なわれていますが、
まず です
毎日のように犯罪が起きています。
は足 か？
防犯
元
何よりも自分の身は自分で守ることが基本ですが、
対策 から
を
情報を事前に得ることにより、犯罪に遭う可能性を
低くすることも大切だと考えます。
ぜひご活用ください。

●埼玉県：防犯マップ
http://asp.netmap.jp/sp/

●埼玉県：防犯住宅診断
埼玉県県土整備部住宅課（048‑830‑5571

http://www.cao.go.jp/
http://www.soumu.go.jp/

http://www.nippon-net.ne.jp/
・全国津々浦々、話題の自治体を検索！
■一

）

私は、さいたま市議会を舞台にして、
「防犯に特化した所管の設置」や「犯罪被害者の支援」、
「防犯活動従事者を対象とした保険制度の実施」を提案しています。
犯罪対策は警察組織を持つ都道府県が先行しているのが現状です。
ご提案などありましたら、ご連絡ください。

http://doih.net/

●内閣府
●総務省

●全国自治体マップ検索

。

※ご連絡いただく際には、できれば
お名前とご連絡先をご明記ください。
プライバシーには充分に
配慮することをお約束します。
追って返信いたします。

●さいたま市広報 月一回配布
●市議会だよりさいたま 月一回配布
●さいたま市ＨＰ

http://www.keizai-shimon.go.jp/

空き巣に強い住宅かどうか、診断を行なっています

㧲㧭㨄ޓ㧦

048-829-1111

・受付に用件をお伝えください。

・日本の改革に向けた争点・議論の掲載

。

㧱ࡔ࡞㧦FQK"FQKJPGV

●さいたま市政の代表電話

●経済財政諮問会議

国でも犯罪被害者支援法が成立し
、
被害者支援にも光が当てられつつあります

気兼ねなくご連絡ください

■さいたま市の基本情報 -------------------------------

電子会議室、 公共施設予約、
例規集（条例・規則等）、他
■行政情報 -------------------------------------------------

埼玉県警察本部警務課
犯罪被害者対策室（048‑832‑0110
）
http://www.police.pref.saitama.jp/kenkei/

ご質問

情報ファイル

http://www.city.saitama.jp/

●埼玉県：犯罪被害者給付金制度

ご意見

ふだん活用している各種情報を掲載しました。

・市政一般、区行政、議会会議録、

埼玉県は防犯マップを作成し、
、
ＨＰ上で
現在の犯罪発生状況を伝えています
。
自分の地域の状況をぜひご覧ください。

ご提案

など

般 ----------------------------------------------------

●借金時計
http://www.takarabe-hrj.co.jp/takarabe/clock
・一秒ごとに借金額が増える !
200 4 年 11 月 10 日 20 時 50 分現在
≪日本の借金≫

70 3 兆 915 8 億 742 9 万円

≪家庭の負担≫

149 5万 696 7 円

日ごろ、市政に関する提案や意見を市民の方々から伺います。
私は「全体の奉仕者」という観点での議員活動を心がけていますが、
切迫した生活上の課題や市政改革への提案等、
個人的な連絡にも、できる限り対応させていただいています。
ご連絡いただいてから調査し、解決の方向を模索します。
気兼ねなくご連絡ください。

ご連絡いただいた主な項目
Ꮢ᳃⢒㙚ߩᐔߥ↪
ቇ┬⢒ቶߩల
ਅ᳓ߩᷡ
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6 月のさいたま市議会において、議員報酬の増額が決定されました。
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1

増額までの経緯とその判断

考えに考え、判断を積み重ねてきました。ご参照ください。

3

（ 無所属の会の判断 ）

３市合併時の約束に基づき、昨年 1 2 月の議会で、議会か

いたま市ＨＰで公開されている。4 月末に「答申書」が市

ら増額する・しないに関わらず、
「早期にさいたま市特別職

長に提出され、市長が 6 月議会に議案として報酬等の増額

報酬等審議会（以下、報酬審議会）を設置し、政令市の議
員としての報酬等を議論すべき」という提案がなされた。
今年 2 月の広報で公募委員 2 名が募集され、3 月から 4 月

Ａ
Ｂ
Ｃ

6 月議会
議員報酬
値上げ議案
6 月議会
〔Ａ〕に対する
減額議案
9 月議会
報酬を元に
戻す議案

Ꮢ㐳

್ᢿ

②主体性ある議会への改革（土井の見解）

案を提案した。増額などの内訳は、報酬審議会の答申通り

議員報酬を議員自身が決めていた昭和 3 0 年代、のきなみ増

誤解を恐れずに言えば、私は報酬が高いか低いか、は本質的

であった。
●6 月議会に提出された議案、また 9 月議会に議

額されていくことに世論が厳しい意見を投げかけ、第三者に

な議論ではないと考えている。そもそもさいたま市議会はど

員から提出された議案に対し、表の通り判断した。

決定を委ねる、と報酬審議会が設置された。無所属の会では、

んな議会であるべきなのか、また、地方分権の時代にふさわ

この歴史的経緯を重視。その待遇を受ける者が、その額を決

しい議会とは何か、という観点からの議論こそ必要である。
●

定するというシステムは、市民に理解を得にくい。当面は、

報酬増額議案に対する世論の反応は、「議員がきちんと仕事を

報酬審議会による決定が妥当だろう。こうした考えから、
「答

していない」という感情が根底にあるように思えてならない。

申は尊重する」こととした。
●報酬審議会の開催自体が増額を

なぜ市民からそう見えるのか、といえば、私は議員が行政職

前提としたお手盛りではないか、という意見については、先
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員に依存しているからではないか、と考えている。議会は「政

日の埼玉県の報酬審議会が、助役等の報酬額の「減額」を答

策決定」
「行政監視」機関という要素を持つ。行政と故意に対

申した例もあり妥当ではない。ただ報酬審議会が不定期開催

立する必要はないが、近すぎて緊張感を失ってもいけない。

で、委員が非常勤となっている点が「恣意的な開催ではない
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適切な関係性があるはずだ。議会が行政を向いて運営されて

か」疑いの余地を与えている。そこで無所属の会では、報酬
、
」

いるのではないか、という印象持つことがしばしばある。政

審議会の「常設化」
「定期開催（年1回）
」
を提案している。●実は、
地方議員の報酬とは何か、が明確にされていない。議員報酬の

策立案や行政のチェックを積極的に行なうなど、住民に対し
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根拠は、人口規模や自治体の財政状況などであり、全国の地

てはならないのは、選挙を通じて有権者から選ばれた議員が

方議員の報酬ががそれぞれの規模に応じて決められているの

構成する議会という場で、議員報酬増額の件が決定された、

が現状である。さいたま市は他の政令指定都市の議員と同規

という事実である。議員を選ぶのは有権者であり、有権者こ

模の報酬にするべき、という話はここから来ている。来年の

そが改革の鍵を握っている。とすれば、選挙の機会は有効な

年明けに「地方制度調査会」
（首相の諮問機関）では、地方議

議会改革の場であるといえる。有権者による大局的な見地か

員の報酬についての議論を行なう予定だが、さいたま市でも

らの判断・行動こそが、主体性ある議会への改革を進める原

報酬審議会で「議員報酬とは何か」という議論も行なうべきだ。

動力となる。
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報酬審議会の答申は尊重するが、現議員の任期中の
増額は控えるべきであり、
「政令市となったから増額
する」と言うだけでは説明不足という考えから反対
〔A 〕が議案として通ってしまった以上、
報酬審の「特
段の措置」の形として、減額する姿勢を示す必要が
ある、と〔Ｂ〕には賛成
6 月議会で減額の決定に賛成しており、
一貫性から反対。

１ヵ月の支出内訳（例：200 4 年 10 月）

２．減額条例について
2
（ 無所属の会の判断 ）

議員共済掛金
¥80,600
10%

増額前が 6 2 万 100 0 円、増額の本条例が 85
万円、それを減額する条例で 8 0 万 750 0 円と
推移して現在に至っている。反対した
「本条例」
が決定され、残された選択肢として、報酬審
議会の言う「特段の措置」としての減額を、
どの位の金額でどのくらいの期間行なうのか、
この点が焦点となった。議会内で議論を繰り

その他
コピー機購入費等
議員報告印刷
郵送費
変動費
¥165,260
23%

返し、結論として「約 5 万円の減額」を「来
年 3 月まで（今年 7 月〜）」行なうことに落ち

貯金
¥50,000
6%

報酬
¥807,500

所得税
¥56,540
7%

市・県民税
¥21,000
3%

国民年金
¥13,300
2%

結果として、議会全体の意思としては、増額
をするということが決定したことに変わりな
い。とすれば、私自身が自分の増額分への姿

①私の増額分は、「プール金」（仮称）に入れる。
②「プール金」は、 原則として任期終了後に市政に貢献する形で使用。
③使用については、公選法等に配慮しながら、
ＨＰなどで公開を前提として行なう。

に対応することを決めた。
ずれにしても「プール金」の状況は随時、ＨＰなどで公開し

考慮するとともに、今後、厳しい財政運営の中で、大胆な行

ていくことをお約束したい。
●「供託をしたらどうか」という

9 月の「元に戻す議案」に反対をする根拠と

財政改革を提案していくという議員活動を念頭に置いた判断

意見も伺っている。供託とは、法務局に一時的に預ける行為

なる。
「減額議案も反対すべきだ」との意見も

によるものである。
●「プール金」は、自由に使用できる費用

で、全国の地方議員の中には費用弁償等で供託制度を利用し

ではなく、市政に貢献するという一定の縛りの中で使用する

ている議員が実際に存在し、供託ができないわけではない。

という位置づけのもので、原則的に任期中には使用しない。

ただ、供託したお金は、法務局が２年間管理した後に時効が

し、これに責任を負う立場となった。これが

あったが、議会は合議機関であり、考えの異
なる議員同士の議論の中でなるべく減額を引

生活費
¥200,000
23%

報酬増額ストック分
¥159,800
19%

き出すというのが、私たち無所属の会の立場
であり、
①減額幅は元の額、もしくはそれに近
い額、
②今任期中なるべく長い期間、という考

http://doih.net/

４．土井自身の増額分についての対応
4

勢を問われることとなる。私は右枠内のよう
国民健康保険
¥61,000
7%

責任を負う、主体性ある議会に変わらねばなならない。
●忘れ

選挙時に「議員は身を削るべき」と掲げた立場であることを

着いた。
●このような経緯から減額条例に賛成

えで議論の場に臨んだもので、会派を挙げて
努力をしてきたことを記したい。
●今後、無所
属の会では議会で積み残された協議内容の、
減額期間の 3 月以降の延長について、任期中

プール金のこれまで 【費用弁償＋期末手当＋報酬増額分】
費用弁償：議会や委員会に出席すると１日 500 0 円支給される。
期末手当の加算措置：民間のボーナス支給割合を役職段階別に
区別するしくみを、公務員の期末手当の算定においても適応さ
れ、議員についても 20％相当の加算が行なわれている 。
計算式：
（月額＋ 月額の 20％ ）×3.3 月数

の減額の延長を念頭に協議に臨む予定だ。

４

今後の課題

①報酬審議会の常設・定例化（無所属の会の見解）

にかけて、5 回の報酬審議会が開催された。その模様はさ
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私自身の待遇にも関わることであり、今後の活動への影響を踏まえ、

プール金合計額：1 4 2 万 2 31 9 円（200 4 年 1 1 月 1 日時点）

ただ、先日の新潟中越地震に対し、さいたま市の募集する市

成立し、
「国の財政に没収」されることとなる。私は、さい

民義援金として「1 0 万円」を拠出した（さいたま市選挙管理

たま市民の税金で私に支出されたお金は、さいたま市民に還

委員会に「公選法の寄付行為には当たらない」との確認済み）。

元するのが筋であると考えているので、「プール金｣に組み入

今後も、このような緊急時には支出したいと考えている。い

れるという方法をとっている。

以上が私の報酬増額に対する態度です。私自身の力不足をお詫びするとともに、今後については、地道ではありますが、上記の方向
で議会改革を提案していくことをお約束し、皆さんのご意見に応えていくことを記して結びたいと思います。
ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡ください。
さいたま市政レポート V OL .1
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