政治を市民に取り戻す！精力的に全国を飛
び回る福島みずほさん。「何としても今度も
国会へ！自分1人で3万枚のチラシまく」と、
すでに1万枚ポスティング達成のTさん。
応援をください。ポスター貼れる！チラシ
まけるよ！集会に参加する！駅頭も立つよ!皆
さんでできる協力をお願いします。
佐藤までご一報ください。

弁護士として選択的夫婦別姓、婚外子差別などに取

後援会・会員募集

り組む。1998年初当選。2009年、内閣府特命担

「みずほと一緒に国会へ行こう会」（後援会）

当大臣として男女共同参画・自殺防止・少子化対策

では、会員を募集しています！ご賛同いただ

などを担当。DVや児童虐待、貧困、労働者派遣法

ける方はぜひ、ご入会してください。会報を

改正に取り組む。憲法改悪で戦争する国にさせない

郵送政策の解説・問題点などを、福島みずほ

ため全国を飛び回る。

がズバッと切ります。２～３ヶ月に一回発行

予算要望書を昨年 月区長に提出

社会民主党副党首。参議院議員。東京大学卒業後、

北区議会第1定例会は、２月２４日から２９日間の会期で開催し区長提案５６件の議案全て
を可決・承認して３月２３日に閉会しました。新たに制定した条例等と新年度当初予算の新規
事業の主な内容について以下に報告します。

2016年度(平28)一般会計当初予算の特徴
一般会計 1,489億4,600万円、対前年比
1.4％増で北区史上最大規模の予算額となり
ました。国民健康保険会計、介護保険会計等
の特別会計を含む５会計合計は 2,322億8,2
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94万円で1.4％増です。

１、空き家対策の推進

5月3日憲法記念日は『有明防災公園』で憲法大集会。
昨年は横浜で3万人が結集。「戦争させない・9条壊す
な総がかり行動」の主催。2000万署名も急速に広がっ
ています。署名と憲法集会参加の問い合わせは佐藤の携
帯まで！～090-8810-4809～

3千762万円
８年前から佐藤が取り上げてきた課題がさ
らに進展しました。
①空家の適正管理、利活用を促進し、深刻な
影響を及ぼしている老朽空家の実態把握を行
い、相談窓口の設置、除却支援を実施する。
②密集事業実施してる不燃化特区内で、一定
の要件を満たした老朽空き家の除却に最大50
0万円を助成(現行限度額比約210％増額）

医療・介護の専門職が認知症が疑われる人
及びその家族を訪問し、必要な医療や介護の
導入・調整や家族支援などの初期支援を包括
的、集中的に行い自立生活をサポートする。
各高齢者あんしんセンターに支援チーム設置。
②認知症カフェ事業
557万円
2015年度で9か所設置。16年度4か所増。看
護師、作業療法士、臨床心理士など派遣

２、認知症の人にやさしいまちをめざして

３、子育て応援事業「はぴママ・きたく」

①認知症初期集中支援事業 2千65万円

3千5百万円

４月 日午後９時
分に発生した熊本
地震は二日後の本震
も震度７の激震だっ
たとのこと。阪神淡
路大震災が２度来た
様なものだ。東日本
大震災で東京の私達
が体験した震度５以
上が 回、１以上７
２６回。余震の強さ
と回数の多さは過去
に例がない。今も９
万人の方が恐怖の中
避難を 続けて いる 。活断 層
地震 の 恐ろ し い 一 面を 教 え
てくれて いる が、近くに は
再稼働 し た川 内 原 発 が 、 断
層の延 長 線上 付近 には 伊 方
原 発 が ある 。 自 然 の 脅 威 の
前に 人 類 は 謙 虚で あ る べ き
だ。再 稼働せ ずに 廃炉 の 決
断を求む。
一 刻 も 早 い 地 震 の収 束 と
復興 を 願 い 、 被 災 地 の 方 々
へのお 見舞い を申 し上げ ま
す。
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(4)

(1)

９、不燃化促進区域の建設費等助成

妊娠中の様々な不安を軽減し安心して出産
を迎え、出産後も切れ目ない支援を行う。担
当地域の保健師等の専門職が相談・支援する。

１億４５９１万円
一定の条件を満たす耐火建築物の建築主に
対し、建築費の一部を助成。都市計画道路沿
道では最低でも２百万円。老朽建築物等の除
却費用に限度額１６０万円助成。

４、学力の定着・向上の支援 4.255万円
・英語検定料の支援 中三英検3級 522万円
英検検定料を助成
・学力フォローアップ教室の全校実施 1382万円

10、介護予防・日常生活支援総合事業

小学3・4年生対象に週1、放課後に非常勤
講師が補充教室を実施する。
・夢サポート教室の拡大実施 1,064万円
中学3年対象。土曜日に民間教育機関に
よる受験対策ゼミを開講し希望進路を支援。
・学校図書館運営業務委託対象校の拡大
1,285万円 週2～3回司書資格者を配置
飛鳥中、十条富士見中、桐中の各ｻﾌﾞﾌｧﾐﾘｰ

・介護予防・生活支援サービス事業
７億6,147万円
・全国一律だった介護
予防訪問介護・通所介護サービスが区に移
管し、地域の実需に合わせて既存のサービ
スとNPOや民間法人・ボランティア等地域
の多様な主体と協力して高齢者を支える体
制を整備する。
・生活支援体制整備事業
6,276万円

5,（仮称）赤羽体育館オープニングイベント

11、保育所待機児童解消

343万円

9億1306万円
公立認可保育園の定員拡大 1200万円 私
立認可保育所の建設 3億3470万円（（仮）
さくら荘併設保育園の新設100名。私立宮本
保育園の移転・定員拡大26名：東京バス隣に
来年4月開設） ・私立認可保育園の誘致と
定員拡大214名 5億2500万円。・認定こども
園会背う90名

2017年1月開設予定に伴う経費。

6、女性の活躍支援
①女性の再就職支援事業
9,774万円
結婚・育児・介護等で離職し再就職を希望
する区内女性を対象に、託児サービス付き
の研修・セミナー等を実施し、企業へも人
材受け入れ・活用のセミナーを行いマッチ
ングを図る。
②女性の起業化支援
106万円

12、駅周辺まちづくりの推進
・王子駅周辺まちづくりグランドデザイン
策定 2749万円
・十条周辺まちづくり 4億7,300万円

７、滝野川3丁目国有地取得 都市計画公園、
区営シルバーピア、障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等を整備
◎用地取得費
37億9125万円…1.1ha.
◎2016年度用地取得、地盤調査。シルバーピア
基 本設計、実施設計
◎17年度解体工事
◎18年度 シルバーピア
建設工事、都市計画公園・歩道基本設計
◎19年度 障害者グループホーム建設着手
◎20年度 シルバーピア入居開始。 障害者グ
ループホーム入居開始
◎21年度 都市計画公園及び歩道設置工事完了

13、石神井川地下湧水・導水施設工事
（湧水散水による水質改善）
6,133万円
・地下鉄南北線トンネルに染み出ている湧
水を石神井川まで導水し王子桜橋から散水
する。

14、生活困窮者自立支援法に基づく子ども
877万円
の学習支援
・貧困の連鎖防止のため生活困窮世帯の子
どもに対し、地域において学習支援を行う団
体を立ち上げ実施。社協が委託。

８、荒川関緑地ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｻｲﾄ改修2,047万円

15、中塚貝塚総括報告書作成 437万円

17年度から指定管理者制度を導入して有料
化する。受付ユニットハウスや簡易トイレ設
置等の施設改修工事を行う。

・今後の保存活用計画策定につなげる調査
研究の成果を報告書にまとめる。

(2)

第三者機関への諮問手続の導入、審査請求期
間が６０日から３か月に延長されるなど、使
いやすさが向上します。
「職員の退職管理に関する条例」は、営利
企業等に再就職した元職員が離職前の在職機
関の現職員に対する契約・処分に関する働き
かけを禁ずるというもの。行政と民間企業と
の癒着や不明朗な関係を未然に防ぐ処置とし
て行政機関全体で進めている案件です。

第1定例会では、56件の区長提出案件のう
ち３件が新規の制定条例です。その中の「行
政不服審査法施行条例」は、行政処分に関し
国民が行政庁に不服を申し立てる制度につい
て５０年ぶりに見直しをした法改正に伴うも
の。審査員による審査手続きの導入や不服申
し立ての手続きが「審査請求」に一元化され、

3月23日第1定例会が終了した直後の幹事長会において、自民党幹事長から突然「会派の在り方
について新たに規定すべき」との発議がされ、3月30日に議長案として案文が提出された。趣旨は、
「1名会派の議員は無会派議員とする。くぎかいだよりなどの公文書及びホームページの表記等は
無会派とする。」というもの。
昨年の改選直後の各派代表者会議において、先例に無いイレギュラーな手法で幹事長会から非
交渉会派を排除したことについて「異議を唱えた事」への見せしめとも言われている。「意義が
あるなら議会改革検討会で検討してほしい」と、言われていたにもかかわらず、その検討会を閉
会した直後に持ち出してきたのだから、理解に苦しむ。全会派参加のオープンな議論の場でなく、
幹事長会なる秘密会の協議で審議を短期集中して議運で多数決で決定。これほど重大な案件を1週
間の短時間で、当事者を締め出して強行決定してしまった。民主主義の在り方が根本から問われ
る北区議会の変質だ。なぜ数十年にわたり認め合ってき議会ルールを短兵急に変えるのか？その
説明はなく、権利が制限され不利益を受けることになる当事者の意見も一切聞かないままの異常
な運営だ。多様性を尊重し誰もが住みやすい社会にしていこうとの思いから、マイノリティ（少
数派・者）の声や存在を尊重していこうとする今の時代のなかで、少数者の声も聞かず排除して
物事を決めようとする北区議会はどこに向かうのか。何をしたいのであろうか。自民党が発議し、
公明、民主が引きずられて同意して決まった今回の処置。北区議会の活性化を目指して改革を検
討している「議会改革検討会」をも無視した異常な議会運営。多数派は数を頼みに何をしてもよ
いのか。勝手に憲法解釈を変える“あべ政治“の傲慢さが、地方政治にも波及している。
それにしても不可解なのは議長の存在だ。改選後40名の議員の互選で選出されたやまだ加奈子
議長は、「民主的に、公平・公正な議会運営に努める」と就任あいさつをしたが、これまでの実
績は徹底した少数派排除の議会運営であった。政務調査会長会でも発言を認めず、異常な議会運
営に対して説明と意見交換を求めたが応じようとしない。かたくなに少数会派と向き合うことを
拒否し続けている。議会を代表し、強い権限を持つ議長こそが異常な運営を正常化できる立場に
ある。にもかかわらず、自身が少数派の議員と向き合うことを嫌い、排除の運営をし続けている
のはいかがなものか。会議・打ち合わせの場で聴覚障害議員のために導入した言語変換装置の利
用を求め続けているがそれも許可しない。これでは議長失格と言わねばならなくなる。パワ・ハ
ラが続く偏向の北区議会。
誤った決定はそれをただす努力を続けなければならない。それが有権者に対する信義というも
の。少数会派と言えども、1万5千票近い有権者の付託がある。その存在は認めるべきではないか。
(3)

