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初夏の砌、市⺠皆様におかれましてはご健勝にてご活躍
のこととお喜び申し上げます。
●3 ⽉ 11 ⽇に起きました東⽇本⼤震災は、国内観測史上最
⼤であるマグニチュード 9.0 という⼤地震であり、お亡く
なりになられた⽅々に衷⼼よりご冥福をお祈りし、被災さ
れた⽅々には⼼よりお⾒舞いを申し上げる次第です。地
震・津波・放射能漏れと複合的⼤災害であり、現在、国難
ともいえる状況下であります。国政におきましては政局に
とらわれず、被災地の早期復興を第⼀とし、また、国⺠の
⼼配が尽きない放射能漏れに対する正確な情報と対処策を
⽰して、安全・安⼼のため早急に諸政策に取り組んでいた
だきたいと願っております。
●三郷市議会では 3 ⽉議会中の出来事でありましたが、災
害時相互応援協定を結んでいる福島県広野町からの被災者
受け⼊れ(瑞沼市⺠センター)等の事情により、各議員が⼀般
質問を取り下げ途中閉会となりました。瑞沼市⺠センター
に多くの物資を届けていただいた⽅をはじめボランティア
に駆けつけて下さった⽅や義援⾦にご協⼒いただいた⽅
等、多くの皆様の⾏動に⼼から敬意を表します。
●4 ⽉ 10 ⽇執⾏の埼⽟県議会議員⼀般選挙では、現職の鈴
⽊義弘⽒がトップにて 4 回⽬の当選、⽗逢澤義朗の後継と
して⽴候補された⼭下勝⽮⽒(前三郷市議会議⻑)が 2 位に
て初当選されました。両県議ともに埼⽟県と三郷市のパイ
プ役として⼤いにご活躍されることを期待いたします。ま
た、初当選された⼭下県議会議員には公認会計⼠としての
経験をフルに活かし、埼⽟県の会計制度改⾰に取り組んで
いただき、近い将来、我が三郷市でも適応出来るものを作
り上げていただきたいと強く願います。
●4 ⽉ 29 ⽇をもちまして⽗逢澤義朗が県議会議員としての
任期を終了致しました。昭和 52 年の市議会当選以来永年に
亘る市⺠皆様の温かいご⽀援、本当に有難うございました。
⻑男である私は、この 7 ⽉で市議会初当選させていただい
てから早いもので 2 年が経過致しました。⽗が地⽅政治⼀
筋で燃やしてきた情熱を引き継ぎ、そして市⺠皆様⽅と共
に三郷市の発展に向け初⼼を忘れず努⼒して参ります。

議案第 28・29・30 号は議会提出議案です
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平成 23 年 6 月定例会の主な概要(抜粋)
●議案第 24 号 専決処分の承認を求めることについて
東日本大震災に伴い市立瑞沼市民センターに設置した避難所の管理
運営を継続するため、平成 23 年度三郷市一般会計補正予算(第 1 号)
にて 3,700 万円の専決処分をした。
原案承認(賛成全員)
●議案第 26 号 工事請負契約の締結について
三郷市立前川中学校校舎耐震補強工事請負契約につき
履行期限 平成 23 年 11 月 15 日
請負金額 143,535,000 円
請負者 前田建設工業株式会社 関東支店
原案可決(賛成全員)
●議案第 28 号 放射性物質に係る市民の安全と安心に関する決議
放射性物質による乳幼児や児童・生徒への影響が心配され、大変多くの
保護者、市民から不安の声が寄せられている。市民の不安を払拭し、子
どもたちの生命と健康を守ることは国・県はもとより市の責務である。
1 保育所・学校・公園などにおける地上 50ｃｍ及び 1ｍの放射線量を測定
し公表すること。
2 上記の測定値から健康被害が想定されるときは国・県への要請を含め
必要な措置を講ずること。
原案可決(賛成全員)
※なお 6 月 13 日より三郷市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて測定結果を公表しておりま
す。
●議案第 29 号 議員の定数の一部を改正する条例
議員年金廃止に伴い一般会計に及ぼす影響を鑑み次回の市議会議員
一般選挙から現行の 26 人から 24 人に定数を削減する。
原案可決(賛成多数)
※なお 2 名の定数削減により年間約 1,500 万円の削減に繋がります。
●議案第 30 号 議員報酬及び費用弁償等に関する改正条例
市税の減少や公務員給与の減額等、また議員年金廃止に伴う一般会計
への影響を鑑み期末手当の減額。
原案可決(賛成多数)
※期末手当減額により議員全員で年間約 250 万円の削減に繋がりま
す。
●請願 2 号 市内放射性物質汚染状況の調査に関する請願書
不採択
※6 月 1 日請願書が上程されましたが、請願の趣旨が放射線調査とのこ
とであり、議会の決議として提出することが実現性等を鑑み妥当であると
議会代表者会議で話し合われる。議会の慣例で同一事項の審議はされ
ないということもあり請願を取り下げて頂くよう働きかけをされたようですが
…。
議会の決議というものは負託を受けてきているそれぞれの議員が、市執
行部に対して議案として提出するものであり、この度の件に関しては
2,000 名超の署名者の心も含め 13 万市民の安全・安心のために、早期
実現を願い決議という形で提出したものです。

一般質問

※橋梁問題と消防問題は 3 月定例会にて震災の影響により通告を取り消したものであり改めての質問です。

教育基本法と中学校教科書採択について

橋梁の長寿命化修繕計画について

●本年は来年度から使用される中学校教科書の採択の年となっており
ます。平成 18 年に教育基本法が改正され教育の目標においては、豊か
な情操と道徳心・公共の精神の尊重・伝統と文化を尊重・我が国と郷土
を愛するなどの言葉が新たに加えられました。また平成 20 年には学習
指導要領におきましても教育基本法に基づき改訂された訳ですので、こ
れらの趣旨を最大限踏まえたものが採択されるべきと考えます。

●国交省では 2012 年から 10 年間で建設後 50 年以上を経過する橋梁は
高度経済成長期 1955 年～1973 年に建設された橋梁であるとしており、
老朽化し使用に耐えない劣悪な状態のものが一気に増加するとしてい
ます。

●今、日本が危機に瀕していることはあらゆる国民が心のどこかで感じ
ていることです。日本人全体が教育の基本に立ち返り人間観・社会観・
自然観・価値観などを再認識すべく教育基本法改正という手が打たれま
した。あとは教育現場がどう対応していくかにあります。自国あるいは
自分の民族の歴史をきちんと振り返り、まっすぐに胸を張って生きてい
く力を子供たちに付けてもらいたい。祖先から受け継がれてきている歴
史・文化・伝統・神話・そして日本人としての誇りを受け継いでいって
もらいたい。そのためには本年採択される教科書が非常に大きなウェイ
トを占めているのです。

●移転計画が出ております北分署管内は、東は三郷駅以北、西は彦倉
1 丁目以北と東西に広いエリアとなっております。現在の上彦川戸に
あります北分署はエリア中心より西に位置しており、北東部に位置す
る小谷堀、前間、丹後、田中新田、後谷、早稲田 7 丁目の一部が放水
開始 6 分の目標値圏内に入っていないという状況であります。

●本市には 70 年を超える建築年数の橋梁もあるようですので、適切に
架け替えをしなければならない橋梁もありますし今後も出てくると思
●特に社会科(歴史・公民)におきましては史実に対しての様々な見解、 われます。しかし基本的な考え方としては、早急に耐震診断等の点検を
近隣諸国条項等もあり依然として自虐史観・階級闘争史観を色濃く残し し、現状を把握して修繕計画を立てる必要性があると考えます。
ているものも検定合格教科書の一部にあるようですが、西暦紀元前 660
年 2 月 11 日の建国から今日に至るまでの我が国日本の歴史・文化・伝 ●今日では行政改革などでスクラップアンドビルドと声高に叫ばれて
統・神話といったものを尊く理解させ、我が国は先人のたゆまぬ努力の おりますが、インフラにおいては逆ではないでしょうか。出来るものな
らば既存のものを活かして補修・補強等で延命し、財政出動を抑制すべ
結果、現在があることを教えていかなければならないと考えます。
きと考えます。
●藤原正彦氏の著書では、御茶ノ水女子大学教授時代日本という国に対
して「恥ずかしい国」「胸を張って語れない歴史を持つ国」といった否 ●国交省では、今後の方針として、橋梁に関しては事後保全から予防保
定的な意見が多かったそうです。
「明治・大正・昭和戦前は、帝国主義・ 全に転換し、健全性を確保しつつ長寿命化、ライフサイクルコストの縮
軍国主義・植民地主義をひた走り、アジア各国を侵略した恥ずべき国。 減を図るとしています。現在では、地方自治体管理橋梁の長寿命化修繕
江戸時代は士農工商の身分制度、男尊女卑、自由も平等も民主主義もな 計画策定に係る費用、橋梁の点検等の費用及び一部の修繕費の約 1/2
く、庶民がしいたげられた国。その前はもっと…」と習い、戦後になっ を国が補助するという社会資本整備総合交付金が交付されております。
てやっと日本は自由平等と民主主義の明るい社会を築くことができた
という歴史観を持ち、祖国への誇りを持てないでいる、と言っています。 ●県内での橋梁点検の進捗状況をみますと、2011 年度末予定ですが県
全くひどい話です。それぞれの時代背景の下で素晴らしい文化・伝統を 下 64 団体中 53 団体が実施している中、本市は進捗率 0％であり未だな
築き、そしてそれを継承し続けてくださった祖先に対しての愚弄です。 んら対策を講じていない状況です。早急に策を講じるべきと考えます。
60 ヶ国を対象に行っている世界価値観調査では「自国民であることの
市長答弁
誇り」の項目で下から 4 番目という結果が国民性を表しています。
東日本大震災の影響を鑑み、橋梁の安心安全を確保するため、橋梁の
本当にそういう教育を続けていって良いのでしょうか。
長寿命化修繕計画策定を指示したところです。
●教育は国家百年の大計と言われます。第二次世界大戦後、東京裁判に
よりＧＨＱ主導で日本国憲法が制定されました。メディア統制などで事
実を歪曲させ、時間をかけて日本を日本人を骨抜きにする手法をとり、
消防北分署移転について
戦後 66 年経過し魂の崩壊へと繋がっています。

●平成 10 年から以前にも増して素晴らしい目標を掲げていながら、歴
史・公民教科書の実態としては全国的に見ても 9 割以上が、分かりやす
く言えば左右のイデオロギーの一方を採択している状況です。そんな中
で改訂された平成 20 年の学習指導要領では新教育基本法に基づき総則
において、伝統と文化の尊重、我が国と郷土を愛すること、公共の精神
を尊ぶことなど力強く明記された訳でして、現状では目標を達成するた
めの教材としてはいささか不適切な表現が検定合格教科書の中にある
訳ですから、そこのところを根本的に見直していくことが教育基本法改
正、学習指導要領改訂の趣旨を踏まえることになると考えます。
●また、採択において重要なファクターとなる専門員の調査報告ですけ
れども、文言であるとか、史実に対しての取り上げ方、捉え方など本質
的な調査に言及していかなければならないと考えます。
●時が経ち 30 年後 40 年後
の国民に日本の歴史の中で
戦後から 100 年の日本の在
り方が自国及び自国民を低
迷させた一番の根源だなん
て言われることのないよう、
真摯に日本の将来を考え社
会科の教科書採択に関しま
しては賢明な判断をされる
ことを強く要望致します。

http://www.aizawa-k16.com

●移転予定地の「さつき平」からですと、早稲田地区の消防力確保に
あたり大きなメリットとなりうると思います。
「さつき平」は市内随一
の高層マンション群であり、その北側には三郷団地が建ち並び高層階
での火災などの処置に対しては、戸建て住居に比して難易度が高いと
思われます。また住民の避難等、消防職員の的確な指揮が不可欠なと
ころであり、1 分 1 秒を争う災害に対してご当地におきましても予定
されている移転は大きなメリットとなりうるものでございます。
●しかしながら、移転予定地は地区計画が定められている場所であり、
移転に際しては地区計画の変更をしなければならないところですが、
幼稚園、保育園、学校等の施設しか建設できない状況にあった当地で
消防署を建設するという大きな変更です。住民説明会も実施されたそ
うですが、どのような意見が出てきているのかお聞かせください。
消防長答弁
出場時・訓練時のサイレン音の問題、サイレン音による小学校の授業
への影響、生活道路の問題等意見が出ている状況で、計画していたス
ケジュールから遅れているのが実情です。
●瑞木小学校と近隣への音の問題ですが、今まで静かだった所では違
和感がでてしまうと思います。一つ提案ですけれども、高速道路など
で使用されている防音壁を設置してみてはいかがでしょうか。北西部
側に取り付けることによりさつき平住民に対して、また北東部側に設
置することにより瑞木小学校に対しての対策となりうると思います。
●生活道路ですが、緊急車両が通行しないという訳にはいかないと思
いますので、夜間のサイレン音・通行に対して細心の注意を払うこと
を前提に、住民との合意に最善の努力をされるよう要望致します。

office@aizawa-k16.com

