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予算内訳

総合政策①

設計・建設
374.5 億円

市民の暮らしは
改善していない

東部環境センター

西部環境センター

サーマルエネルギーセンター
クリーンセンター大崎

納税者の平均給与は 10 年前より 14 万円減

桜環境センター

いて質疑をおこないました。

維持管理運営費
（15 年間）
257.4 億円
総額 654.7 億円

9 月 28 日、9 月議会の決算特別委員会で、
とりうみ敏行市議が総合政策委員会関連につ

東部環境センター
解体工事
22.8 億円

れていないと感じる」と答弁しました。
また、とりうみ市議は土木債など開発関係

南区
さいたま市内には 4 つのゴミ処理施

になっています（内訳別表）
。

の市債が年々増え続けており、それにともな

76%
設があります。市は 3 カ所（図参照）

て質し、2017 年度の納税義務者 1 人当た

って市債残高が 4552 億円に上ることから、

に整理するため、東部環境センター（見

ー（桜区）で「シャフト式ガス化溶融炉」

りの平均給与額が約 369 万 7000 円で、10

審査意見書でも「後年度への負担の先送りで

沼区）と西部環境センター（西区）を統

が採用されましたが、補助燃料を多く必

年前より 14 万円減、65 歳以上の年金に係

ある」と指摘されていることを厳しく質しま

廃合し「サーマルエネルギーセンター」

要とするため温室効果ガスが大量に出る

る平均所得も 5 年前より 18 万円も減ってい

した。

として計画を進めてきました。

など、さまざまな課題があります。

とりうみ市議は市民のくらしの現状につい

3 年前から稼働している桜環境センタ

ることが市の答弁で明らかになりました。一

その他、市税滞納者に対する債権回収課職

計画がまとまり、今度の 9 月議会に

また「ガス化溶融炉」は全国で故障や

方で、法人市民税の金額は度重なる法人税の

員の「暴言問題」を改めて取り上げ、重大な

はサーマルエネルギーセンターの建設・

爆発事故がおきています。処理方式は今

減税によって、2011 年以来、合計で 182

人権侵害問題であると指摘。党市議団として

運営等のため約 654.7 億円の補正予算

後の入札で決まります。施設の更新は必

億円の減税となっていることも明らかになり

も警告を続けてきたが、解決されていないこ

が出されました。施設の設計・建設・運

要ですが、環境や安全性に配慮した施設

ました。

とから、庁内だけの調査にとどまらず「外部

営を一体に発注することから巨額の予算

になるよう求めていきます。

以上をふまえ、とりうみ市議は「市民の暮

調査機関」を設置することを求めました。今

らしは依然として苦しい状況にあり、改善が

年 1 月に党市議団が視察した滋賀県野洲市

図られていない」と質すと、市は「景気回復

は、市民のくらしと人権を尊重し、滞納者の

納税意欲を再構築するという目的で債権回収

の役割を果たすよう、党市議団として今後も

基調にあるとはいえ、市民の生活には反映さ

くらしの再建を第一に考えることで、新たな

業務をおこなっています。本市も自治体本来

厳しい監視と対応する決意を述べました。

市議団ニュースは政務活動費で作られています
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996 世帯が基準額内に転居。

議案外質問（9 月 18、19 日）

税の非課税基準や保育料など 47 の制度で

戸島 今年 10 月からの削減は。

影響が出る。

市 生活扶助、母子加算、児童養育加算の削

保健福祉

市 生活費、期末

生活保護費の連続的
削減でくらしは限界

住宅、各扶助費が

一 時、 冬 期 加 算、
削減された。

減など。

ていく。

戸島 2 回連続削減による各世帯での影響
は。
市 生活扶助、住宅扶助、冬期加算、期末一

戸島 3 年間の削

時扶助などの合算額は、世帯別では、①

減影響額は。住宅

40 代夫婦 : 子 2 人 4 人世帯で 2 万 9962 円。

戸島よし子市議は、安倍政権になって 2 度

の移転を余儀なく

② 40 代 : 子 2 人母子世帯で 2 万 5944 円。

目の生活保護基準額が引下げられる問題を取

された世帯数は。

③ 75 才単身で、7806 円、各減額となる。

り上げました。

市

戸島 2013 年から 3 年間の削減の内容は。

市全体とし

て は、3 年 間 で 2 億 7000 万 円 の 減 額。

市 影響が出ないように所管に通知を配布し

戸島 利用者にとっては大きな痛手だ。子ど

市政シンポジウム
教育問題に関する市政シンポジウムを
予定しています。

11/17 日（土）13:30 ～ 16:00
ときわ会館 5F 大ホール

詳細は追ってお知らせします。

もの貧困の連鎖の解消にも逆行する。住民
PHOTO NEWS

文教

国の制度も活用して
体育館にエアコン設置を

市教委 やはり普
通教室と未設置
の特別教室への
設置を優先に考
える。
もりや 避難した
体育館で熱中症

文教委員会の議案外質問で、もりや千津子

になっては元も

市議は学校へのエアコン設置について質しま

子もない。体育

した。

館は緊急避難所に指定されているため、国

もりや 特別教室へのエアコン設置をどう進

の防災・減災の補助制度を活用できる。市

めるのか。
市教委 普通教室のエアコン設備更新といっ
しょに、未設置の特別教室も設置に向けて
検討する。

9 月 22 日さいたま地区労働組合の定期大会が
開かれ、山崎あきら、とりうみ敏行の両市議が
参加しました。山崎市議があいさつをおこない
ました

は 3 分の１の負担で設置できる。本市で

9 月 9 日さいたま市産業文化センターで、さい
たま市母親大会が開かれ、戸島よし子、もりや
千津子の両市議が参加しました。戸島市議があ
いさつをおこないました。

あなたの身近な議員です

20 億円あれば、全体育館に設置できる。
もりや市議は、2020 年までの国の制度を
活用して、早急に体育館にエアコンを設置す

もりや 猛暑によって体育館で授業や部活が

ることを強く求めました。また、もりや市議

できない状況が起きている。体育館は住民

は「9 条俳句」問題で、さいたま弁護士会が

の避難場所。エアコン設置は喫緊の課題と

市に「人権救済を求める」勧告をおこなった

考えるが、見解を。

ことについても質問しました。
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