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民主党さいたま市議団 く ま が い 裕 人

            議会改革進行中です。平成 23 年度、あっと言う間に駆け抜けました！

昨年４月の統一地方選挙から、あっと言う間に１年が過ぎました。

２期目の議会活動は、「議会を市民にもっと身近な存在にするために議会改革をさらに推進する

と共に議会の情報公開（議会の見える化）も推進する！」を基本目標に取り組んできました。

議会改革推進では、「さいたま市の事業を総点検することで予算の無駄遣いを無くしたい」との

思いで提案していた議会による『事業仕分け』の手法導入が、決算特別委員会に行政評価の機能を

持たせた決算・行政評価特別委員会へと衣替えすることで、予期せず早々に実現となりました。

一方、議会の情報公開（議会の見える化）推進では、「議会主催の議会報告会の開催や議会広報

誌への質問者氏名の記載と賛否状況の公開などを推進したい」と提案してきましたが、残念ながら

多くの賛同を得られず、実現には至っていないのが残念でなりません。

さて、改選後の５月定例会で、図らずも保健福祉委員長の大役を担うことになりました。

6 月定例会以降は、中立・公平な立場で委員会の議事運営に責任を持つ立場になってしまい、定

例会毎に行っていた委員会での議案質疑や議案外質問を、残念ながら私自身は行うことが出来なく

なってしまい、またさらに本会議質問でも、委員会所管の保健福祉局と子ども未来局関連の議案質

疑や一般質問を行うことが、出来なくなってしまいました。

質問に制約を受けることが若干不満ですが、市民生活に

広く直結する分野を所管する保健福祉委員会の委員長とし

て、質問以外のアプローチの方法で、市民生活の福祉向上

に努めて行きたいと考えています。

また今期の議会活動の基本目標である議会改革と情報公

開の推進にも、市民の皆さんの声に真摯に耳を傾けながら、

全力で取り組み、早期の実現に努めてまいります。

今後も私 くまがい裕人 に対しましてのご理解、ご支援

をお願いいたしますと共に、活動にもぜひご注目ください。

                  

         

                  

                       

民主党さいたま市議団からのお知らせ

私たちは、会派結成以来、議会改革や政策提言などに精力的に

取り組んでまいりました。昨年は、こうした取り組みが認められ、

「マニフェスト大賞」地方議会部門グランプリを受賞しました。

毎年開催している「市政報告会」を下記の通りに開催いたしま

すので、皆様のご参加を心からお待ちしております。

日 時 ４月１４日（土）１４：００～１６：００

場 所 さいたま共済会館 第１ホール（６０１号室）
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タウンミーティングの出前を承ります！

定例会毎に市民会館で開催しているタウンミーティングに加え、ミニタ

ウンミーティングを皆さんのご家庭や職場まで出前いたします。

ご家庭でのお茶飲み会やＰＴＡの集まり、老人クラブでの集まり、職場

の同僚の飲み会などなど、少人数でＯＫですので、くまがい裕人 と膝を

交えて、市政に関する意見交換をしてみませんか？

くまがい裕人事務所までご連絡いただければ、日時を調整の上、何処に

でも伺いますので、どうぞ気軽にお声掛けください。

くまがい裕人事務所 ☎ ０４８－６４０－５９７７

くまがい裕人事務所

民主党さいたま市議団大宮区事務所

さいたま市議会議員

くまがい裕人
議会／保健福祉委員会委員長、議

会運営委員会委員、大都市行財政

制度特別委員会委員

市 ／都市計画審議会委員、社会

福祉審議会委員、防災コーディネー

ター（防災士）     

産業道路と旧 16 号の「堀の内交差点」の角に在る大きなガラス窓の

事務所が、くまがい裕人事務所です。

相談事や聞きたい事、ちょっと話がしたい、雨宿りなどなど、理由は

何でも構いませんので、気軽にお立ち寄りください。

発行 ／ 民主党さいたま市議団大宮区事務所

〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町 2-69-10

Phone 048-640-5977 / Fax 048-640-5966

E-mail ： office@kumachan55.jp

定 例 市 議 会 報 告 活 動 ／ お早う 7 時、くまがい裕人です！
くまがい裕人 さいたま市議会議員が、毎月第２週と第４週の平日の朝７時から８時半までの時間帯で、曜日と場所を定例化して、

駅頭での市議会報告活動を初当選以来ずっと続けて行っています。

駅頭での活動を見かけたら、皆様のご意見やご要望などをぜひ直接お聞かせください。

月曜日：大宮駅東口 トトちゃん広場 ／ 火曜日：大宮駅西口 アルシェの角 ／ 水曜日：新都心駅東口（大宮公園駅）

木曜日：大宮駅東口 市民ロータリー ／ 金曜日：大宮駅西口 デッキ上のそごう側南口

※雨天中止。議会日程等で、中止や変更、スライド実施になる場合もありますので、予めご了承をお願いいたします。

本会議での委員長報告
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≪トピックスⅠ≫ 平成 23 年度の市議会活動報告 ～ 臨時会・定例会からピックアップ

◆平成 23 年 5 月臨時会（５月２日～11 日）

・改選後の初議会であり、正副議長選挙や６常任委員会の正副委員長選挙がおこなわれ、くまがい裕人議員 は、委員による互選の結果、

保健福祉委員長に選出されました。

・岩槻区選出議員の議員辞職により、高野秀樹議員が繰り上げ当選。第２会派の民主党さいたま市議団は、所属議員数 14 名に。

◆平成 23 年６月定例会（6 月 8 日～7 月 1 日）

・市長提出議案 29 件、議員・委員会提出議案５件の合計 34 件が議会提案され、審査。くまがい裕人

議員 は、保健副委員長として、適切な委員会運営や本会議での委員長報告などを行いました。

・わが会派が提案した「災害に強いまちづくりを推進する議員連盟」が全議員参加で発足し、防災・減災

をテーマの調査・研究が始まりました。

◆平成 23 年９月臨時会（9 月７日～10 月 27 日）

・くまがい裕人議員、改選後初の本会議一般質問に登壇。

① 防災・災害対策 … 防災拠点としての大宮区役所の整備、防災士の活用方法など

② まちづくり … 大宮駅東口の整備を防災の観点からどうとらえるか？など

③ スポーツ振興 … 若年女子サッカーへの支援策、中学校へのフットサル部の設置など

④ 節電 … 冬の節電計画、電灯の間引き点灯の見直しなど

について、原稿無しの質問スタイルで、清水市長の考えと取り組みを質しました。

※民主党さいたま市議団として閉会後直ぐに、平成 24 年度予算・政策提案 55 項目の申し入れを清水市長に対して行いました。

◆平成 23 年 12 月定例会（11 月 30 日～12 月 22 日）

・市長提出議案 41 件、議員・委員会提出議案３件の合計 44 件が議会提案され、その内、

条例議案 3 件について くまがい裕人議員 が、議案に対する本会議質疑に登壇しました。

・保健福祉委員長として、委員会調査研究テーマである「災害弱者対策について」本会議で

中間報告を行い、執行部が取り組む「地域防災計画改定」への反映を提言しました。

◆平成 24 年 2 月定例会（２月７日～３月 26 日）

・平成 24 年度予算をメインに市長提出議案 88 件、議員・委員会提出議案 11 件の合計 99 件が議会提案され、予算議案の内、一般会

計予算の一部分の使途を修正の上、可決成立となりました。議員提出議案 1 件は否決、1 件は継続審査となっています。

・議員の報酬と政務調査費の減額期間を延長する特例条例も可決され、平成 24 年度末までの減額延長が実施されます。

☆☆ 提出された議案の詳細は、市議会ホームページ http://www.city.saitama.jp/gikai.html から

議案と請願に対する賛否等は、会派ホームページ http://www.minshu-saitamacity.jp/ にて、ご確認ください。☆☆

南三陸町、伯母等が逃げた      あの防災無線の建物も        志津川高校サッカー部へ

高台から地盤沈下の港を臨む        そのままの状態でした      支援物資のピステジャージを

≪トピックスⅢ≫ 実現しました！

くまがい裕人議員  が２度、本会議質問で

取り上げてきた小型バイクのオリジナルナン

バープレートが、各区の花のデザインを入れ

て、新市誕生 10 周年記念事業の一環として

実現しました。

既に本年１月から交付が開始され、新規登録は全て新しいナン

バープレートのデザインの物に変更され、既存のナンバーも、

各区役所にて無料で交換することが可能です。

詳しくは、各区役所課税課にお問い合わせください。

※大宮区のナンバーは、さくらの花とヌウのデザインです。

Ｃｈｉｌｄｒｅｎ Ｆｉｒｓｔ！

    すべては子どもたちのために！

子どもたちの笑顔が輝くまち・笑顔の絶え

ないまちは、子どもたち自身にも、子どもた

ちの親世代にも、そのまた親の世代にも、き

っと暮しやすく住みやすい、そして魅力的な

まち「さいたま市」であると思います。

市民の様々な願いを市政に的確に反映し、

市の大切な宝物である子どもたちの夢と希望

を大きく育み、それを実現して行くためには、

市政運営の責任の一翼を担う議会を構成する

議員一人ひとりの『議員力』の、さらなる向

上が今、強く求められています。

私自身の『議員力』もさらに高め、市民か

ら信頼と期待を集める議会を目指し、より一

層の議会改革に全力を尽くしてまいります。

くまがい裕人 の 改革派 宣言 !!

≪トピックスⅡ≫ 被災地支援活動  がんばろう！南三陸町 !! がんばろう！志津川高校サッカー部 !!

私の伯母一家が津波の被害に遭った南三陸町の志津川高校サッカー部の皆さんと縁ができ、10 月下旬に支援物資を届けに行って

きた折に、伯母の家を含めて何も無くなってしまった街の中心部と瓦礫の山を見て、継続的な支援の必要性を痛感しました。

これからもボランティア活動による人的支援と義捐金や支援物資などの経済的支援活動を継続して行きたいと思います。


