埼玉県市民ネットワークは︑﹁
変 えなきゃ 議!会２００７自治体議会改革フォーラム﹂
に賛同しています︒

多 く の 国 民 が老 後 の 不 安
を 抱 え な がら 暮 らし て い ま
す︒
埼 玉 県 市 民 ネッ ト ワ ー ク
は 公 的 年 金と ダ ブル に 給 付
さ れ る 議 員年 金 は議 員 自 ら
が手放し︑国民誰もが十分に
生 活 で き る年 金 の一 元 化 の
実 現 に 向 けて 力 を合 わ せ る
べきと考えます︒
運( 営委員会 )

︿議員アンケートより﹀

３万５ 千人 の三芳 町︑ 寄居町
で７５０万円でした︒
今後の 制度 のあ り方 につい
ての選 択結 果は次 のよ うでし
た︒
①﹁
国の検討会Ａ案↓１人
②﹁
国の検討会Ｂ案↓０人
③﹁
国の検討会廃止案↓１人
④﹁
議長会見直し案↓３人
⑤﹁
議長会廃止案↓ 人
回答なし↓４人

１１

やっぱり

http://sai‑
net.cool.ne.jp
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■もともと無理な制度設計

２０

﹁
我が国 は現在多くの貧困 層が存 在し︑各種の共済

２５

組 合 ︑船 員保 険等と関 係な き人 が４７００万 人 以 上

１６

あります ︒この現存 する 状況で︑立 法者 である 私ど

２０

もが︑先憂 後楽の立 場を 忘れて︑年 金制度 を法 制化

１２

することは賛成できない﹂ ︵１９５８年 ４月﹃国会 議員

埼玉県市民ネットワーク

互助年金法﹄制定時に唯一反対討 論に立った八木幸吉参 議院

す︒
埼玉県 市民 ネッ トワ ークで
は直接 議員 へアン ケー ト用紙
を送り ︑税 金の使 い道 を決め
る立場 にあ る議員 とし て︑ま
た自分 自身 の問題 とし て︑議
員年金 制度 をどう 考え るか聞
きました︒
アンケ ート 内容 は年 齢︑議
員期数 ︑議 員年金 のほ か加入
してい る年 金︑自 分の 市町の
年金手 当て 予算額 ︑年 金制度
の今後 につ いては ﹁国 の検討
会の見 直し 案と全 国市 議長会
の独自案﹂︵※︶から賛同する案
を選択していただきました︒

■アンケート結果から

（※）

国民年金が 年以上掛け金
を払わ なけ れば受 給資 格を得
られず 掛け 金も戻 らな いのに
対して ︑地 方議員 年金 は３期
年で受給資格が得られ る上
に︑国 民年 金や厚 生年 金との
ダブル受給も出来ます ︒ 年
未満で 議員 を退職 の場 合でも
掛け金の
％以上が戻るな
ど︑議 員が 非常に 優遇 された
制度です︒
本人が 亡く なっ ても 同居の
子供や 孫に まで受 給資 格が発
生する など ︑もと もと の制度
設計に 無理 がある 上に ︑１９
９９年からの﹁平成の大合併﹂
により 当時 約６万 人い た地方
議員も 半数 近くに 激減 ︒この
ため市 町村 議員の 積み 立て金
が２０ １１ 年度に は枯 渇する
事態になっています︒

12

５０

■議員へのアンケートを実施

県内４ 市２ 町約 ２０ ０人の
議員へ郵送︑ 人から回答が
ありま した ︒回答 者は １期目
３人︑ ２期 目９人 と期 数の若
い議員 から の回答 が半 数を超
えまし た︒ また議 員年 金のほ
かに加 入し ている 公的 年金は
人中
人 が 国 民 年 金 でし
た︒
市町 村税 から議 員年 金に投
入され てい る年間 予算 は︑人
口１２ ０万 人のさ いた ま市で
７８６０万 円︒ 万人の川口
市で４９００万円︒ 万人の
所沢市で３ ８００万 円︒ 万
人の鴻 巣市 で２３ ００ 万円︒
３０

１２

２００ ６年 ︑国 会議 員の年
金は廃 止さ れまし たが ︑地方
議員年 金に ついて は国 の検討
委員会 で︑ 昨年初 めて 廃止を
含めた 見直 し案が 議論 されま
した︒
初めて俎上に上った﹁廃止﹂
案です が︑ 議員へ の配 慮が大
きいと いう のが市 民の 実感で

50

47
NO.

議員の討論より︶

２０１０年６月１０日発行

２０１０年６月１０日発行

所沢市議会

議 会 基 本 条 例 の取 り 組 み
第 １回

全国の地方議 会 で議会 のあるべき姿 や責務
を定 めた﹁
議 会基本条例 ﹂の制定 が盛 んになっ
ています︒全国 では１０４自 治体︑埼玉県内 で
も久喜市 ︑所沢市 ︑鶴ヶ島 市︑大利根町 ︑とき
がわ町 ︑三芳町 ︑昨年 月にはさいたま市 な
どで制定 されています︒

年３月制定の議会 基本条例は︑ 議員が

す︒
調査に必要な松葉 の一部は小学 生が

高い濃度︒今後も調 査を続けなが ら︑
きれいな空気を取り 戻す努力を続 けて
いきたいと思います︒
越谷市民ネットワーク 武井

生活者ネットワークさいたま市 下川

に伝えることで︑より早い対応を得ること
ができました︒

今回︑個人の意見をまとめ具体的に行政

トで危険であると指摘された交差点には︑
ガードレールが設置されました︒

には難しいが︑出来ることについては取り
組みたいとのことでした︒また︑アンケー

行政からは︑幅員を広げることは用地確
保に地 域の 理解 や費 用が 必要 なの ですぐ

ークで把握した危険箇所を地図に落とし︑
写真と共に提示しました︒

行政についての説明会︵ミニフォーラム︶
を開催し︑アンケート結果とフィールドワ

その後︑市道路管理課課長を招いて道路

る産業 道路 でフ ィー ルド ワー クを ２回行
いました︒

ンケート﹂を実施し︑アンケートで指摘の
多かっ たさ いた ま市 の東 側を 縦断 してい

さいたま市ネットでは昨年﹁危険な道路ア

﹁危険な道路アンケート﹂
ミニフォーラムで成果に

地域ネットワークの活動から

松葉を使った
ダイオキシン調査を
実施
越谷市民ネットは 昨年︑松葉を 使っ
た大気中のダイオキ シンの調査を 行い
ました︒市は年に４ 回の測定を行 って
いますが︑測定日に よって結果が まち
まちです︒毎日空気 を吸っている 私た
ちからすれば毎日で も測定して欲 しい
ところ︒
そこで考案されたのが松葉調査で
す︒松葉が呼吸した ときに葉の組 織に
吸着されたダイオキシンを測定しま
す︒松葉も私たちと 同様に毎日呼 吸し

事録のＨＰ公開﹂が進み︑今後︑年に２回の

環境教育の授業で集 めてくれまし た︒

ていますから︑より 私たちの生活 実態
に近い結果が得られ るといわれて いま

﹁議会報告会﹂を行います︒公聴会︑専門的

測定結果は大気中の ダイオキシン 類が

深める仕組みも活用されはじめています︒
改革を推 進し た大き な支え は何よ り市民
の関心です︒インターネット中継のアクセス
数増加や委員会の傍聴などが活発に行われ︑
議会改革が加速化したのです︒
市民の監視と関心でさらに﹁眠れる議会﹂
の目を覚まさせよう！！

０．１９
Ｔ- ＥＱ／㎥︒市の年間平
均の数値よりも高め です︒法定基 準値
以下ですが︑全国平 均の約４倍と いう

知見の活用︑委員会での自由討議など議論を

設置﹂
﹁全議員の議決賛否の公表﹂
﹁委員会議

答弁を明確にする﹁一問一答﹂﹁質問席の

前文から条文まですべて作り上げました︒

０９

第１回 は所沢市議会 の報告 です︒

するか︑議 員同士 の自由討 議 が実 現 できるか
ではないでしょうか︒

ようです が︑ポイントは住 民 との対 話 をどう

議 会 と議 員 のあるべき姿 ︑住 民 や首長 との
関係の明 確化 の宣言 などが盛 り込 まれている

１２

市民ネットワーク所沢 末吉
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