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議員の海外視察は中止に
神田市議は討論で、
「友好都市訪問で
『現地に精通した者』というあいまいな

市長・議員のボーナスアップ

市民のくらし無視が
明らかに

12 月議会の冒頭で、閉会中に審査さ

基準を設けて、海外視察を正当化するこ

れた「議員の海外視察の中止を求める請

とには同意できないが、請願が求めてい

願」について神田よしゆき市議が賛成の

る海外視察中止の趣旨は、日本共産党市

討論をおこないました。

議団として従来から求めている」
と述べ、

請願では、政務活動費を使った海外視

賛成しました。

察の中止および、友好都市の海外視察で

請願は、日本共産党と無所属の 2 人

は、議会代表と現地に精通した者を除く

の議員を除く会派の反対で不採択とされ

海外視察の中止を求めています。

ました。

した。一方で市長の年収は数百万円も増え
11 月 29 日の本会議で松村としお市議が
12 月議会における市長提出議案に対する総
括質疑をおこないました。
12 月議会では議員および市長等特別職の

た。条例を出すにあたり市長は市民生活を
考慮する検討をおこなったのか。
総務局長 第三者機関である特別職報酬等審
議会からの意見をうかがい、答申を尊重し

松村 駐車場が有料の区役所と、その無料時
間を聞かせてほしい。
市民局長 北区役所 2 時間、
桜区役所 3 時間、
南区・岩槻区役所 1 時間。

期末手当（いわゆるボーナス）を引き上げる

て条例を出した。

条例が出されています。毎年のように 12 月

松村市議が重ねて「市民生活を考慮する検

議会に市長および議員のボーナス引き上げ条

理・運営させる指定管理者制度を採用してい
ます。12 月議会には公立放課後児童クラブ、
市営自転車駐輪場など多くの施設を指定管理
するための条例が出されています。とりわけ

松村 新大宮区役所はどうなっているか。

公立放課後児童クラブ（学童保育）は今後 5

討はしなかったのか」と質したのに対し、総

市民局長 大宮区役所、大宮図書館、北部建

年間、社会福祉事業団を指定管理者とする条

例が出されていますが、党市議団は市民のく

務局長は同じ答弁をくり返し、検討していな

設事務所等で施設利用の認証を受ければ 1

らしの現状をふまえて反対してきました。

いことが明らかになりました。直近の議会で

時間無料。窓口混雑等やむをえない事情で

松村市議はボーナス額の変化を質問し、今

党市議団が指摘してきた市民生活の厳しさを

超過した場合はその時間を無料にする。

改善を求めてきました。市は「指定管理料の

度の条例で議員は 5.9 万円、市長は 9.9 万円

考慮しないままボーナス引き上げの条例を提

駐車場が無料の区役所もあり、無料時間も

見直しのなかで適正な人件費を検討する」と

上がり、5 年前に比べ年収が議員は 46.8 万円

案したことは問題です。

ばらつきがあります。これについて市民局長

答弁してきたことから、松村市議は今回の指

は「立地、併設する施設などの条件の違いか

定管理で処遇改善がはかられたか質しまし

ら生じるもの」と説明しました。

た。市は「実績額や今後の賃金の上昇などを

増、市長は 340.9 万円増であることが明らか
になりました。

新大宮区役所の駐車場料金は

松村 9 月議会の決算審査で納税者の平均年
間給与が 10 年前から 13.8 万円減少し、

例です。
これまで党市議団は公立学童支援員の処遇

踏まえて積算」
「社会福祉事業団からは賃金
2019 年 5 月に図書館などとの複合施設に

高齢者の年間平均所得も 5 年前から 18.5

なる新大宮区役所がオープンします。この駐

万円減少していることの認識を市長に質

車場料金を定める条例が出されました。

公立学童支援員の処遇改善を

改善に努める旨の回答がある」
と答弁。今後、
処遇改善の内容について委員会審査で精査し

さいたま市は多くの公共施設で企業等に管

市議団ニュースは政務活動費で作られています

ます。
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与野中央公園 にアスベスト含有の破片
予定
地内

与野中央公園の整備予定地内にアスベスト
含有の建材が確認され、12 月議会ではそれ
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中央公園予定地の西側に、アスベスト含有の

べきだ」と求めてきたものです。

再生砕石が入っていると思われる多数のフレ

当初、市は「目視で確認したが、アスベス

コンバッグが持ち込まれ、雨風にさらされた

トの存在は確認できなかった」と答弁してい

後、整地に使用したのではないか」という情

ましたが、党市議団の指摘を受け、県環境セ

報が寄せられたことをもとに質問し「安心、

ンターに調査を依頼し、今回の結果につなが

安全のうえからも、事実関係を調査し対処す

りました。

らを撤去するため、1500 万円が補正予算に
計上されました。
今回、確認されたアスベスト含有建材は、
非飛散性アスベスト（レベル 3）で大気中へ

いま、地方自治体が抱える問題は

の飛散性が低いとされていますが、現在、該
当地は防草シートで養生されています。
防草シートで養生された与野中央公園整備予定地

この問題は、2 月議会で党市議団が「与野

12 月 2 日、市民会館うらわにおいて
埼玉自治体問題研究所主催の「地方自治
フォーラム・県民公開講座」が開かれ、
とりうみ敏行、もりや千津子の両市議が

北区

市民の森・見沼グリーンセンターの

トイレの洋式化を要望

北区の土呂地域で活動する新日本婦人の会
大宮支部のいちご班は、北区見沼にある市民
の森と、見沼グリーンセンターにあるトイレ
について洋式化を早急に図るよう要望書と署
名を提出し、市と懇談しました。懇談には神
田よしゆき市議が同席しました。
見沼グリーンセンターには、1 階と 2 階

市民の森にある女性トイレ
①（3 室）
②（4 室）

和式 2 室・洋式 1 室
和式 4 室

見沼グリーンセンターにある女性トイレ
1 階（4 室）
2 階（4 室）

和式 3 室・洋式 1 室
和式 4 室

にそれぞれ女性トイレがありますが、洋式は

40 年経過しており、2022 年までには大規

1 室だけです。市民の森にも公衆トイレが 2

模改修を計画し、そのときにトイレの改修を

カ所ありますが、洋式トイレは１室だけで、

実施する予定。市民の森の公衆トイレは、改

他は和式です。要望書では、洋式トイレの増

善が可能なので検討したい」と答えました。

設を求めました。
市の担当者は、
「トイレの洋式化の要望が
強いのは承知している。
グリーンセンターは、

参加しました。
はじめに「首長の追認機関から住民の
役に立つ議会へ」として、長野県飯綱町

講演をおこなう寺島渉さん

議会元議長の寺島渉さんから、住民のた
めの議会、討議する議会をどうつくる

ました。また、
「公共サービスのアウト

かなど、住民目線での議会改革の経験

ソーシング・産業化の動向と対抗の視点」

報告がありました。次に、
「自治体戦略

として、弁護士の尾林芳匡さんから、指

2040 は何を目指しているか？」として、

定管理制度、地方独立行政法人、構造改

京都大学教授の岡田知弘さんが、国の地

革特区、公務・公共サービスと憲法など、

方制度改革にどう対応するかなどを話し

幅広い問題点が提起されました。

あなたの身近な議員です

この他に、駐車場の出入り口にカーブミラ
ーの設置を求める要望もあり、設置すること
となりました。

市議（中央区）

市議（北区）

市議（見沼区）

市議（浦和区）

市議（桜区）

市議（南区）

市議（緑区）
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