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くると思われます︒
この夢の実現に向かって
市民ネットは働きかけてい
きます︒

議員と話そう！会

も広がっており︑ひたちな
か市で今年２月から実施︑
マイバッグ持参率が ％を
越えています︒常陸太田市
では５月末︑笠間市でも６
月から実施する予定です︒
循環型社会の形成は︑三
者で協力して取り組むこと
が必要です︒市民ネットは
今回のレジ袋削減を第一歩
とし︑今後も循環型社会を
目指し社会の仕組みを変え
ていきたいと考えています︒

議会の報告、身近な問題について話し合います。
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支所や公共施設の見直し
をきっかけに︑市民活動セ
ンターの拡張や総合福祉会
館など︑十分な広さと設備
を持つ市民活動の拠点を交
通の便利なところに作って
はどうでしょう︒子育て支
援︑男女共同参画︑障がい
者支援︑環境保全など︑い
ろいろな活動に参加する市
民が気軽に交流する場がで
きれば︑自分たちのまちを
自分たちの力で住み良くし
ようという機運が生まれて

つくばエコライフフレンズ
を含む三者約 名が集まり
ました︒会の冒頭つくば市
は﹁環境モデル都市﹂への
立候補をふまえ︑有料化を
含めたレジ袋削減を進めた
いと説明︒事業者・市民団
体から各々のレジ袋削減や
環境活動の取り組みについ
て報告し︑意見交換しまし
た︒第２回懇談会は４月に
開催予定です︒
レジ袋の有料化は県内で
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新市庁舎着工！
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レジ袋削減の懇談会始まる

11

現庁舎はどうするの？
保健センターなどを含めて
現在市役所内部で検討中で
す︒また︑今は庁舎内にあ
る社会福祉協議会などの関
連団体は新庁舎に入れない
ということです︒
しかしこのような情報は
ほとんど市民に知らされて
いません︒検討状況がもっ
と早い段階から市民に提示
されるべきです︒そしてど
の施設がどのような役割を
担っていったらよいか︑地
域の人々が行政とともに考
えることが︑地域の活性化
につながるのではないかと
考えます︒

現庁舎を活用して

つくば・市民ネットワー
クは︑市内で環境問題に取
り組む他団体と﹁つくばエ
コライフフレンズ﹂を立ち
上げ︑昨年 月レジ袋の削
減を考えるフォーラムを開
催しました︒市民・事業者・
行政の三者ともに︑ごみ減
量と循環型社会を目指して
いると確認できました︒
この流れを受け︑つくば
市は３月に﹁レジ袋削減の
ための懇談会﹂を開催し︑

（１）

市民が集う場所づくりを
去る２月 日︑つくば・
市民ネットワークでは﹁市
民活動の拠点づくりの集い﹂
を開催しました︒市民活動
をしているつくば市内外の
十数名が集まり︑それぞれ
の活動で抱えている悩みを
出し合い︑活動拠点の必要
性について話し合いました︒
現在︑多くの市民団体は
公民館や市民活動センター︑
社会福祉協議会︑中央図書
館などで活動を行っていま
すが︑どこも手狭です︒
市民のための利活用が期待される春日庁舎

市政の窓口はどこに？
平成 年オープンを目指
し︑新市庁舎の工事が始ま
りました︒庁舎移転後︑現
在使われている支所をどう
するのか︑各地域の窓口セ
ンターの場所や公共施設の
あり方などについて︑市民
の関心は高いと思われます︒
現庁舎の現況調査の結果︑
春日支所がそのまま使え︑
大穂支所はバリアフリーの
工事が必要︑豊里支所は耐
震工事をしても書庫程度の
使用に限られ︑筑波・桜・
谷田部・茎崎の各支所は耐
震性や老朽化の問題で改修
費用に見合う施設利用は難
しいとのことです︒
各地域の窓口センターを
どこに設置するかは公民館︑
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瀬戸裕美子の議会報告
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体もありますが、議会・議員の役割を果たす
ために報酬の総額はそのままで議員数を増や
す形もあり、議会のあり方が大きく問われて
います。

市民ネットでは広く市民と

議論し求められる議会・議

基準をつくるべきです︒

納得できません！

﹁
後期高齢者医療制度﹂

必要な医療を保障し︑最低
限の負担で安心できる老後
を送ることができるように
整備するべきと考え︑今後
も国や県への意見書提出な
どを働きかけていきます︒

（２）

http://www.geocities.jp/tsukubahotnet/

ホームページアドレス＞

経費削減と銘打って議員定数を削減する自治

学校給食の環境と食育

※なお、３月議会に「後期高齢者医療制度の抜本的見直しを求める請願」が出されましたが、
さらに審議が必要と認められ、閉会中の継続審議となりました。

調査費の４項目の審議をする議員定数等調査

特別委員会が計10回を経て、終了しました。
結論は、費用弁償を今年の改選後、現行の１

そういった意味でも︑地元
産でトレーサビリティが明
確な食材を使ってほしいも
のです︒

＊金子

○:今井

×:塙

このほど、議員定数と費用弁償、報酬、政務

独自の安全基準が必要

75

ゆ み こ
せ と

学校給食の冷凍加工品
一連の加工調理品の事件
を機に︑一般質問で学校給
食の安全性について︑聞き
ました︒つくば市の学校給
食に ％も冷凍加工品が使
われている現状に大変驚き
ました︒冷凍加工品のすべ
てが悪いというわけではあ
りませんが︑輸入時の現品
検査が行われていない点や︑
加工自体は国内であっても
原料加工・調理加工といく
つもの工程を重ねトレーサ
ビリティ︵食品履歴︶が明
らかでない点が心配です︒
たとえば﹁コロッケ﹂の
場合︑たまねぎは国産か外
国産か︑肉は︑小麦粉は︑
パン粉は︑農薬は⁝と︑使
われている全ての素材につ
いて出所や加工過程が追跡
できれば安全性の確認が可
能になります︒生産から調
理まで距離が短いほど安全
確認はしやすくなります︒

＊滝口
橋本

＊飯岡 ＊内田
塙、柳田 馬場
木村
坂本
星田
小野

＊高野
須藤、柳沢
安井、吉葉
古山

＊鈴木、石川
塩田、矢口、沖山
市川、大坪、大久保
（議長：久保谷）

＊永井
瀬戸

歳以上の後期高齢者だ
けを切り離して︑新たな医
療制度が４月から始まりま
した︒市町村ごとの運営で
ある国民健康保険とは別に︑
都道府県ごとに新たに組織
される医療広域連合が運営
することになり︑これまで
夫や子供の扶養となってい
た人も保険料を支払うこと
になります︒介護保険料と
あわせ︑負担はおおむね月
１万円︑しかも一部を除い
て保険料は年金から天引き
されます︒また保険料は医
療費全体がふくらめば値上
げされていきます︒
市民ネットとしては︑高
齢者の安定した老後を脅か
す後期高齢者医療制度には
どうしても納得できず︑関
連する議案には全て反対の
姿勢をとっています︒国が

×

各会派の所属議員
（敬称略）
＊：会派代表

＜つくば・市民ネットワーク

×

○

○

○

○

×

○

×:市川

可決

つくば市後期高齢者
医療に関する条例

＊宮本
田宮
今井
五十嵐

新
社会党

×

日本
共産党

民主党
公明党 ・つくば
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つくば
市民政策
研究会

平政会

つくば
クラブ

つくば・
賛成
反対
：○、
：×） 結果 市民ネット
可決
否決
ワーク

（

項目は現状のままとなりました。

員を検討していきます。

市内６箇所の給食センタ
ーのうち︑５箇所が老朽化
し︑建て替えや改築の必要
性が出てきたため市は今年
度︑学校給食センター整備
基本計画を策定します︒
この策定の過程でぜひ︑
安心安全な学校給食のあり
方も議論し︑どんな給食が
必要なのか︑広い視野で検
討してほしいと考えます︒
毎日の給食は最適な食育
の機会︒市内で多品種の農
作物を目にする機会も多い
子どもたちが︑作物に直接
触れ︑作り手と直接語り合
うことができる環境は温か
みのある食育を効果的にす
すめます︒自校式も視野に
入れ︑くれぐれも︑何万食
を一度に作るような︑機械
的な施設にしないでほしい
と願っています︒

【各会派の賛否結果】

議会のあり方は
市民と議論を！

人１日5000円から2000円に減額、その他の３

大きな問題は︑学校給食
について︑市が深く関与し
ない点と大量調理の仕組み
になっている点だと思いま
す︒
つくば市教育委員会は︑
一年に一度︑﹁学校給食セ
ンター運営審議会﹂を開催
しています︒ここでは給食
の予算と配食日数の協議が
主な内容で︑献立の内容・
食材︑問題点について詳し
く話し合う場は設けられて
いません︒市は国の食品安
全基準に基づいて食材を選
んでいると答えていますが︑
他市では独自の学校給食の
基準を持ち︑安全確保の目
安にしている所もあります︒
つくば市もぜひ独自の安全
建て替え・改築が予定されている谷田部給食センター

つくば市議会議員
文教福祉常任委員

瀬戸 裕美子

１．学校給食について
２．生涯学習課の市長部局
への移行について
３．自立支援法について
４．旧庁舎利活用について

学校給食センターの計画に
安全と食育の視点を

一般質問項目

永井悦子の議会報告

つくば市議会議員
環境経済常任委員

ながい

えつこ

永井 悦子

１．「環境モデル都市」
立候補について
２．風車訴訟について
３．リサイクルプラザの
基本計画策定について
４．補助金制度について
５．中期財政見通しについて

つくば市が
﹁
環境モデル都市﹂
に立候補
地球温暖化が世界規模の
問題となって︑昨年のサミ
ットでは﹁温室効果ガスを
２０５０年までに ％削減﹂
という目標が掲げられまし
た︒また日本は︑今年７月
開催予定の洞爺湖サミット
で低炭素社会の実現に向け
具体的提案をしようとして
います︒
このような動きを受け研
究機関が集中するつくば市
で︑昨年 月３Ｅ︵環境︑
経済︑エネルギー︶フォー
ラムが開催され﹁つくば市
で２０３０年までに温室効
果ガスを ％削減する﹂宣
言を発表しました︒この遠
大な目標を持つフォーラム
は︑つくば市の温暖化対策
の鍵となるべきものでした
が︑残念ながら実態は研究
者の発表の場でしかなく一
般市民には広く知らされな
いまま大きな動きをつくる
には至りませんでした︒
ところが２月市議会の全
員協議会で国が選定する﹁環
境モデル都市﹂につくば市
が立候補するとの報告があ
り︑３月本会議では関連事
業費５１０万円の計上もあ
って質問が集中しました︒
立候補の理由や内容につい
て﹁大学・研究機関と連携
し環境技術を生かしたつく
ばらしいものを行う﹂とい
うだけで︑具体的には﹁立
12

50

どう進めるかについて大学・
研究機関との協議だけでな
く︑市民と共に話し合うこ
と︑そのために開かれたつ
くば市として全ての情報を
市民に知らせ積極的な取り
組みをして欲しいと思いま
す︒
またこれまでほとんど無
かった官学連携が３Ｅフォ
ーラム開催で進み︑モデル
都市事業を民間事業者も含
め文字通り産官学︑それに
市民を巻き込んだ複合的事
業として進めていくことが
必要だと考えます︒

つくば市では新たなリサイクルプラザ建
設のため「リサイクルプラザ（仮称）基
本計画案」を策定しました。しかし、そ
の内容は今の施設の建て替えにとどまり、
リサイクルを積極的に推進するものでは
ありません。そこで、その再審議を求め、
環境問題に取り組んできたネットを含む
10市民団体が請願を行いました。請願は
不採択となりましたが、市は今後、実施
計画の策定にあたり、十分な検討、見直
しを行うと表明しました。啓発施設の充
実、分別収集方法の見直し、つくばに相
応しい先進的なゴミ減量化・再資源化政
策などが確実に実施されるよう、注目し
ていきましょう。

壊れた風車

安全対策について全面撤去
も含め早急に検討しなけれ
ばなりません︒当初市内小
中学校に 基の風車を設置
４月１日の強風で市が設
する計画でしたが︑ 基を
置した風車のうち１基の羽
設置したところで予定の発
根がちぎれて崩れ落ちまし
電量が見込めないため羽根
た︒幸いけが人はいません
を固定して回らないように
でしたが︑部品が約 メー
トル離れた車の屋根を直撃︒ していました︒
そもそも風車は安全性を
考え人気の少ない山間部や
海岸線に設置されます︒し
かしつくば市の場合は︑最
も安全性が求められる学校
の敷地内に設置されたので
す︒だからこそ今回の事故
は非常に深刻です︒風車の
機種選定・設置場所を含め︑
事業計画や進め方について
問題はなかったか徹底検証
し︑市や議会は市民に対し
て説明会開催など丁寧な対
応をすべきです︒

（３）＜連絡先＞ つくば・市民ネットワーク Tel＆Fax：029‑859‑0264 E‑mail：tsukubahotnet@ybb.ne.jp

リサイクルプラザ基本計画見直し
請願不採択に
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インフォメーションセンターにて「公共交通からまちづくり
を考える市民集会」を開催しました。
筑波大学大学院システム工学の谷
口綾子先生からの話題提供では、「車
はとても便利だが、交通事故の確
率は地震や飛行機事故より高い」、
「電気やガスのさまざまな省エネ
に励むより、 １日１０分車を走ら
せないほうが何十倍もＣＯ２を削
減できる」、「マイカー依存度が
高い国ほど肥満度が高い」など、目からうろこの話が盛りだ
くさんで今日からでも車に乗る回数を減らしたくなるような
お話でした。
参加者から「利用者が少ないエリアは福祉タクシーのような
制度を広げたほうが効率的では？」「せっかくノンステップ
バスがあるのに、いつどこで乗れるか分からない」など、利
用者としての率直な声が多く出されました。
市は平成２０年〜２１年につくバ
スなど公共交通の全面的な見直し
を行いますが、当事者参加で検討
してこそ、多くの市民の役に立つ
公共交通体系ができるのではない
でしょうか。

候補すること﹂﹁それに当
たり市長公室に環境都市推
進室を設けること﹂以外説
明はありませんでした︒
モデル都市事業を
市民参加で進めるためには
削減には︑公共交通や
自転車を使い車の利用を控
えることが大変有効ですが︑
そのための交通システムの
見直しには利用者である市
民の意見を生かすことが重
要です︒また環境技術の実
証を市民の協力を得て行う
ことも必要です︒このよう
にモデル都市事業は︑研究
機関はもとより市民の参加︑
協力無くしては成功しませ
ん︒市は︑風車設置のよう
な失態を防ぐためにもモデ
ル都市となって何を行うか︑

つくばは車優先のまちといわれていますが、高齢社会や温暖
化対策に公共交通の充実は不可欠です。そこで、３月２８日

CO2

公共交通優先の
街づくりを目指そう

環境モデル都市を
市民と共に進めよう
一般質問項目
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政務調査費
市議の政務調査費は１人当たり36万円/年が交付
されています。２人分で合計72万円/年です。
科

目

研究研修費

調査旅費

金額（円)

主たる支出の内訳
全国市民政治ネットワーク
交流集会参加、生命特許
31,060 を考えるシンポジウム参加、
東京学芸大学付属世田谷
小学校公開研究会参加
4,920

江戸川区葛西教育プラザ
視察

資料作成費

コピー用紙、印刷機マスター、
52,139 印刷機インク他

資料購入費

新聞購読料、月刊ガバナンス、
93,690 書籍
つくば・市民ネットワーク議会
通信印刷費

広報費

345,450

事務所費

194,040 印刷機リース代

その他の経費
合

計

市民ネット・08年度の政策
１．市民参加ができるまち
・政策立案への市民参加促進
・審議会等公開条例の実現
・税金の使い方を分かりやすく
公開
・議会の公開（議員の賛否公開、
議会中継、開催日の工夫）

３．住みやすい環境のまち
・レジ袋有料化による削減
・給食生ゴミの堆肥化
・ごみ減量とリサイクルの推進
・温暖化対策の推進
・歩行者優先、公共交通の体系
づくり
・自転車駐輪場の整備

（2006年４月〜2007年3月）
報告書・領収書を市に提出し、年度末に
残金がある場合は市に返却します。

２．安全で安心して
暮らせるまち
・学校給食の安全性確保
・災害等の危機管理の見直し
・研究機関の安全確保
・遺伝子組換え作物の監視
・地域の魅力を生かすまちづくり
の推進
・環境保全型農業の推進

４．みんなで助け合い
健やかに暮らすまち
・障がい児・者福祉の整備
・多世代が集う拠点作り
・子育て応援の環境作り
・教育環境の整備（耐震、学校図
書館、食育）
・男女共同参画推進体制の強化

こんなふうに使っています
議員報酬
つくば・市民ネットワークの活動費

議員報酬
７０６万円
費用弁償（※１）
１５．５万円

（2007年1月〜12月）
【収入】
前年度から繰越
会費・寄附など

332万円
628万円

【支出】
事務所賃貸料など 112万円
光熱水費
11万円
人件費
248万円
備品･消耗品費
39万円
ネット通信発行費 48万円
調査･研修費など 105万円

315 振込み代
721,614

つくば・
市民ネットワークの目指すもの

1/ 7 街頭議会報告
22 八ツ場ダム住民訴訟公判傍聴
25 議員定数等調査委員会
2/ 3 大豆畑トラストまとめの会、味噌作り
5・6 議員と話そう！会（5日:ごみ出前講座）
7 生ゴミ処理機見学、３Ｅカフェ参加
16 学校給食全国集会参加
17 つくば･市民ネットワーク第４回総会
18 議員定数等調査委員会
23 茨城有機農業推進フォーラム参加
24 市民活動の拠点作りの集い
24 市景観まちづくり懇談会参加
26〜3/18 ３月定例市議会
3/ 1 ＤＶ被害者支援講演会参加
5 市学校給食センター運営審議会傍聴
6 流山市リサイクルプラザ見学
15 防災と福祉のコミュニティ作りを考
えるシンポジウム参加
17 TX関連まちづくり推進特別委員会
19 市自立支援懇談会参加
23 街頭議会報告
25 市レジ袋削減のための懇談会参加
28 つくばの公共交通を考える市民集会
31 ３Ｅ市民カフェ参加
4/ 3 風車事故現場視察

つ く ば ・ 市 民 ネ ッ ト ワ ー ク は︑
市民活動を通して生活と政治は
切り離せないと実感し︑２人の
代理人を市議会に送り出し︑ま
ちづくりを暮らしの中から提案
しています︒
市民ネットでは︑市政や地域
の課題について調査・研究を行い︑
会員相互の話し合いで政策を決
定しています︒
議員は原則２期で交代︑特権化・
職業化しません︒議員報酬を市
民ネットの活動費とし︵下図参照︶︑
選挙はカンパとボランティアで
行います︒
市民感覚を大切にし︑市民参
加で議会・市政を変えていこう
と活動しています︒皆さんの参
加をお待ちしています︒

つくば・市民ネットワークの
主な活動報告

で活動をお知らせしています︒︶

１.原則２期で新人と交代
２.議員報酬は市民活動へ
３.選挙はカンパとボランティアで

︵ホームページ︑議会速報︑ネット通信

市民ネットワークの三原則

暮らしの中からまちづくり

発行:つくば市議会「つくば・市民ネットワーク」議員団 永井悦子・瀬戸裕美子
つくば市千現1‑18‑5‑101 Tel＆Fax:029‑859‑0264
E‑mail:tsukubahotnet@ybb.ne.jp
ホームページ:http://www.geocities.jp/tsukubahotnet/

【次年度へ繰越】
397万円
（積立350万円を含む）

寄付

304万円
代理人手当 178万円
経費(※２） 239万円

303万円

寄付

代理人手当 178万円
経費(※２） 241万円

議員報酬
７０６万円
費用弁償（※１）
１６万円

※１費用弁償：議員報酬とは別に議員が議会や委員会に
出席するときに、定額支給される旅費・
交通費。(つくば市の場合、日額5,000円）
※２ 経 費：代理人（議員）の共済費、国民年金、
国民健康保険、所得税、住民税など。

（４）

