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武井 誠 活動報告
武井 誠 を励ます会
〒350-0253 埼玉県坂戸市北大塚 40
TEL 049-289-2527 ｹｲﾀｲ 090-9854-5175
http://www.takei-makoto.org/
E-mail takei@sakado-gr.org

３
１
号

◆新年の抱負・無料法律相談のご案内
◆坂戸市議会 12 月定例会等の報告
◆武井誠の約束
◆２０１６～２０１９年の活動記録
◆武井誠プロフィールなど

２０２０年を希望の年に
「何となく、今年はよい事あるごとし。元日の朝、晴れて
風無し（啄木）」
そんな感じの初日の出でした。市民のみなさまには、い
かがおすごしですか。

●活動の指針は「３つの柱」

坂 戸 市 は 市 長 選 武井誠は、市民みなさまとの対話・議論を元
挙・市議会議員選挙が に活動し、全議会で一般質問を行ってきまし
行われます。４月５日 た。
告示、12 日投開票、 1.地域の声、市民の声をもとにした市民
武井誠は市議４期目
総参加による市政の前進
に挑戦します。すべて
の市民が安全にあた 2.国・県の動きを厳しくチェックし
坂戸市民の幸せにつなぐ
たかい心で過ごせる
坂戸市を！安心して 3.ライフワークとしての平和・教育・人権
坂戸市を！
子どもを産み、育て、 この３つを指針とし、「小さな声が街を変え
安心して子どもを産み、育て、働き、暮らし、老
働き、暮らし、老いる る」を合言葉に、さらに力を尽くします。
いることのできる街をめざします。
ことのできる街をめ
ざします。
大野元裕新知事誕生
埼玉県知事選挙は、
私たち立憲野党４党の
支持・支援する大野元
弁護士、社労士、税理士、心理カウンセラー
裕氏が当選を果たしま が無料で相談に応じます。
した。
13 時から武井誠との市民生活相談、14 時か
８月 14 日、川越駅東 ら社労士さんによる年金相談、15 時から弁護
口前での「マラソン街 士さんによる法律相談。相談時間は 1 回 30 分
頭演説」で真っ黒に日 です。税務、家庭相談は随時(要予約)。
焼けされた大野もとひ
●1 月 25 日､2 月 15 日､3 月 28 日､4 月 25 日､
ろ候補（当時）と固い
会場は、北坂戸の文化施設オルモです。
握手。

無料相談会 好評継続中

◆ホームページの活動日記を毎日更新しています。
「武井誠」
と入力し「検索」
をクリックしてください。
緊急の場合には、
有料となりますが信頼できる
ツイッター、フェイスブックからも発信しています。◆無料メールマガジンも通算
147 号になりまし
弁護士事務所、社労士、税理士事務所を紹介し
た。原則として毎月１日、15 日に配信しています。武井誠ホームページからお申し込みください。
ます。詳しくは、武井誠ホームページ、又は武

井まで直接お問い合わせくださ い 。（ ｹ ｲ ﾀ ｲ
090-9854-5175）

台風 19 号について集中審議 12 月議会報告
甚大な被害を及ぼした台風第 19 号、被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げ
ます。12 月議会では、台風関係について事前に全議員が協力して調整や情報提供・交
換を行い、市政一般質問の初日、代表質問形式で集中的に執行部の考えを問いました。
武井誠は、「避難所の運営」と「防災
備蓄のあり方」を分担して質問しまし
た。国際基準よりもはるかに遅れている
避難所の状況（写真↓）、特に女性、子
ども、障がいを持った方、高齢者への配
慮に欠けているところはないか質問し、
配慮すべき事項があることを確認、改善
を求めました。また、災害ボランティア

堤防決壊による東坂戸団地付近の浸水の冠水

や、防災備蓄等のあり方については、原
発事故被災地との交流の中で学んだ取
り組みについて紹介し、今後研究してい
くとの答弁をえました。

◆
台風被害について、被災されたみなさま
の声を、可能な限り機会をつくりうかがっ
ています。先日は、万年橋と若宮橋の間で
高麗川の岸が大きくえぐられ危険である
との情報をいただき現地を観てきました
（写真↓）。確かに次の台風襲来のときが
心配です。

他に、越辺川決壊の原因、災害対策本
部の位置づけ、避難情報の発信のあり
方、新たな避難所の設置、防災マップの
改訂、被災者支援のあり方等について５
人の議員が質問を行い執行部の迅速な
対応を求めました。
◆
一方、越辺川堤防決壊の原因、状況把
握と周知の遅れた原因については慎重
な検証が必要であると感じました。

◆
執行部には現地調査等に基づく慎重な
検証と早急な対策の両立が求められてい
ます。災害対策費を含む２０２０年度当初
予算案の概要は２月上旬に説明される予
定です。

武井 誠の約束
◆社会が支える子どもたちの成長

◆青い空、豊かな土、澄んだ水を

⚫

「共に生き、共に学ぶ」楽しい学校
づくり ～子どもが主人公の坂戸市

⚫ 消費者と生産者とつなぎ、地産地
未来へ

を～
質、量ともに充実した坂戸市子ども
子育て支援事業計画改定に取り組み
ます。
子どもの貧困対策に取り組み、子ど
も食堂の設立・運営を支援します。

⚫

⚫

⚫
⚫

学校給食の無料化、給付型奨学金制
度の実現を目指します。

◆働きやすく暮らしやすい街へ

市
民
に
寄
り
そ
う
市
政
の
実
現

⚫

ワークルールの徹底により、労働基
準法違反の雇用を無くします。

⚫

企業誘致による雇用創出と、地域産
業活性化の両立を目指します。
障がい者の雇用対策、生活支援を充
実させます。
働きながら子育てのできる環境整
備、学童保育整備事業を推進します。

⚫
⚫

◆安全・安心の快適な街づくり
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

台風 19 号被害の検証を踏まえた、
緊急災害対策に取り組みます。
北坂戸地区の開発等について情報

消の農業政策を推進します。

⚫

農地の持つ保水、環境保全などの
機能を重視し、その維持を目指し
ます。
高麗川、越辺川、飯盛川の整備事
業を推進します。

◆安心して老いることのできる街
へ未来へ
⚫ コミュニティカフェ、サロンの設
⚫
⚫

置・運営を支援します。
段差のない街づくりを進めます。
公営の樹木葬、樹林墓地の設置を
目指します。

◆みんなで育む自治・人権・平和
へ未来へ
⚫ 平和憲法の精神に基づいた政策を
⚫

⚫

推進し、憲法改悪に反対します。
市民コメントなどの記録を残して
市民の知恵を積み上げ、政策に反映
させます。
すべての市民の人権を保障し、差別
根絶のための人権教育を推進しま
す。

の公開と市民参画を求めます。
実態調査を踏まえた、空き家対策と
具体的対応を促進します。
信号機、横断歩道の設置など、通学
路の安全対策や冠水対策を拡充し
ます。
近隣市町と連携し、公共交通を充実
させます。

坂戸市議会 2019 年 12 月定例会、
市政一般質問を行う武井誠

安
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武井誠の４年間の努力と成果
●ゆとりのある学校教育環境を求めて
タイムカードの導入を実現
小学校で平均２時間半、中学校で３時間
という時間外勤務の実態を明らかにし、
タイムカードの導入を実現しました。先
生が、気もちにゆとりをもって子どもた
ちと共に学べる職場環境を！時間外労
働を削減するため、教職員の増員と仕事
量の削減を求めていきます。

●地域包括支援センターを拡大
坂戸市でも急速に進む少子高齢化。公的
なサービスと地域の支え合いが有機的
に結びついてうまく機能する必要があ
るとの立場から、地域包括支援センター
の拡充、スタッフの充実、システムの改
善を提言、支援しました。

●祝日の月曜日に図書館を開館
職員の労働条件を悪化させないという
前提条件のもとで、図書館の利便性を高
めるために開館時間の延長、月曜日が祝
日・休日と重なった場合の開館について
見解を質し、検討の結果、月曜日が祝
日・休日と重なった場合の図書館の開館
が実現しました。

●保育園民営化にあたって
ガイドラインの作成を実現
安易な民営化に反対し、旧北坂戸幼稚園
跡地を活用した新保育園の開設につい
ては、保育の質、雇用条件等の基準を定
めたガイドラインを作成することを求
め、実現しました。
2．祝 2．祝日の月曜日に図書館を開館日の月
曜日 2．祝日の月曜日に図書館を開館に図書

●競輪場、場外車券売り場
（サテライト坂戸）の建設を阻止
2017 年、片柳地区に競輪場外車券売り場
（サテライト坂戸）を建設しようという
動きに反対する地域の意向を踏まえ、市
議会で質問、この建設計画は中止させる
ことができました。

●同性カップル等のパートナーシップ
公的認証請願採択を実現
2018 年９月定例会で、坂戸市における
同性パートナー等のパートナーシップ
の公的認証を求める請願の紹介議員と
なり、全会一致で採択をされました。
さらに、市の性的少数者人権保障のた
めの教育・啓発、公的認証制度実施を
求め、いくつかの改善を実現しました。

●子どもの貧困についての
実態調査を実現
経済的困窮について多くの相談が寄せ
られていることを踏まえ、坂戸市におけ
る子どもの貧困等の実態把握、貧困対策
について市の見解を質し、状況と実態の
把握が進められることになりました。
レインボー埼玉の会 石川市長に請願提出

●平和行政の推進の取り組み

●工場排水を公共下水道へ

市民有志ではじめた「被爆アオギリ２
世」の植樹運動が、市の事業として引き
継がれ、現在市内小学校への植樹がすす
められています。また、核兵器禁止条約
署名用紙を市のホームページに掲載、市
役所 1 階ロビーにも配置することがで
きました。

2017 年、岡野毛呂山町議と連携協力し
て、農業用水への工場排水流入をスト
ップさせることができました。

岡野町議の「メダカ通信」

２年前に植樹された勝呂小学校のアオギリ

活 動 記 録
7 月 郡山の子どもたちと遊ぶ会
高麗川で川遊びと
バーベキュー

3 月 さようなら原発集会

８月 ヒロシマ市民の描いた原爆絵
画展。昨年から城西大学の学生さ
んがスタッフに加わってくれました

郡山市役所前で

７～８月 地域の子どもたちと
「夏休みラジオ体操の会」を続
けています
12/25 クリスマスには、サンタ
クロースにもなりました

■市議会での役職
前期： 予算決算常任委員会副委員長
議会だより編集委員会委員長
総務文教常任委員会委員
水道企業団議会議員
後期： 予算決算常任委員会委員
市民福祉常任委員会委員
広報委員会（副委員長）
水道企業団議会議員（副議長）

■プロフィール
1954 年 11 月
1979 年 ３月
1979 年 ４月
1988 年 ７月
2007 年 ３月
2008 年 ４月
2012 年 ４月
2016 年 ４月
この間

東京都練馬区生まれ
東京大学教育学部教育学科卒
鶴ヶ島町立藤中学校に赴任
坂戸市に転居
鶴ヶ島市立富士見中学校を退職
埼玉県坂戸市議会議員（1 期）
埼玉県坂戸市議会議員（2 期）
埼玉県坂戸市議会議員（3 期）
埼玉教職員組合中央執行委員長
鶴ヶ島市教育審議会委員
連合埼玉執行委員などを務める。

ほか

社民党埼玉県連合代表
入間教育フォーラム代表

家族
妻と二人暮らし。子ども３人はすでに独立
趣味
ギター弾き語り 温泉旅行
ウォーキング（特に高麗川沿いを歩くこと）

武井誠さんを推薦します
白石 俊夫

花田 勝夫

武井誠を励ます会会長（元坂戸市議）

武井誠地元後援会会長

「小さな声が街を変える」をモ
ットーとして東奔西走をし、市
民の声を政策化し議会で取り
組み各課題を実現しています。
を
行動力のある武井誠議員が活動経験を活か
し、少子・高齢化対策等、住み良い街づくり
に取り組んでいくことを期待しています。

小笠原

小さな声ほど大切にして迅速
な行動で結果の報告をしてく
れる武井さんは、地元の信頼も
厚く、私が応援を続けている
理由でもあります。4 期目は、今まで 12 年か
けてまいてきた数多くの種が様々な形となっ
て実りを迎えるときです。そのひとつひとつ
を武井さんに収穫していただきたいと強く考
えています。

間仁田 香代

崇

このまちで安心して老いる会

連合埼玉川越・西入間地域協議会議長

教員時代から、働く者とその家
族の生活と権利を守るために
頑張ってきた武井誠さんを応
援しています。
党を超えた人間的な魅力があふれる武井誠
さんが、今後も坂戸市議としてご活躍できま
すよう、みんなで応援しましょう。

武井さんとは高齢者介護の問
題などを一緒に取り組んでき
ました。かけがえのない「いの
ちとくらしを守る」―この政治
の原点を踏まえ３期 12 年、小さな声もしっか
り受けとめ労を惜しまず活動してこられた武
井さんです。東大卒という経歴も内に秘めス
ポーツ万能、ギターと歌もプロ級で名実とも
に誠実なお人柄です。

私たちも武井さんを推薦します
玉之内明徳（北大塚）
・安田佳子（北大塚）
・野口巳義
（北大塚）
・池辺悠子（伊豆の山）
・須藤祐子（塚越）・
高比良怜子（にっさい花みず木）・田中」昭子（元坂
戸市議：三光町）
・倉富嘉幸（溝端町）
・依田彦三郎（県
環境アドバイザー：清水町）
・服部富雄（西坂戸）
・越
川求（関間）
・佐藤公子（千代田）
・田中重仁（弁護士）
・
林真由美（弁護士：日の出町）・福島みずほ（社民党
副党首：参議院議員）

武井誠を励ます会規約
第１条
第２条
第３条
第４条

以下 略

本会は「武井誠を励ます会」と称し、事務所を坂
戸市内におく。
本会は、武井誠の政治活動を支援するとともに、
研究・講演・座談会等必要な事業を行う。
本会は、目的に賛同する会員をもって組織する。
本会につぎの役員をおく。
会長 １名 副会長 若干名 会計 １名 事務局
長 １名 幹事 若干名

