今年も︑地震︑台風︑

土石流や土砂崩れ︑河
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川の氾濫︑浸水など非常
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どがされず危険との声も

地域住民を守る対策を講
くることが︑政治の大き

上がっていました︒早く
手がうたれていれば︑被
害の拡大を抑えることが
できた可能性もありまし
た︒
いくつかの地域で︑事
前につくられたハザード
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危険が予測されたにもか

７、市は、平成30年1月11日に、3月30日までの
工期で大河原観光公衆トイレ新築工事契約を締
結した。しかし工期内には工事は終了せず、年
度を超える6月15日まで実に2ヵ月半も工期を延
長した。このような事態になることは容易に予
測できたにもかかわらず、市は繰越明許の処理
を怠り、事故繰越として処理した。これは予算
あって予算なし、工期あって工期なしの工事の
実態が市民や市議会に知られるのをおそれた行
政の不作為行為であり、その責任は厳しく問わ
れるものである。しかも工期を大幅に延長した
にもかかわらず、工期内には終了せず6月26日
になって完成検査即引き渡しとなった。
８、地方自治法221条は予算の執行に関する長
の調査権を定め、同第２項では予算の執行の適
正を期すため工事の請け負い業者から報告を徴
することが出来ると規定している。大河原観光
公衆トイレ新築工事及び割岩橋観光公衆トイレ
改修工事設計業務委託契約は予算原則を逸脱し
て、予算の適正な執行を妨げたものといわなけ
ればならない。自らが提案した予算内容とは全
く別のものに変え予算執行をするということは
市議会の審議権、議決権を無視し、住民自治の
市政の土台を破壊するものであり、これを了と
した市長の責任は極めて重大である。
９、以上、市長に対してこのような経過に至っ
た全ての内容を市民と市議会に明らかにし、こ
のような暴挙を二度と繰り返さないようにする
ため、その謝罪と特段の利益を受けたフインテッ
ク社に応分の負担を求めるべきである。地方自
治法242条第１項の規定により別紙事実証明書
を沿え、必要な措置を請求します。
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作家の飯嶋 和一
さんは﹁雷 電本
紀﹂のなか で雷
電が日でり と︑
飢え︑重い 年貢
に苦しむ村 で疫
病退治の土 俵入
りを行ったときのことを
﹁神を怒り︑天を怒り︑
人を怒り︑この土俵を囲
んだ人々を打ちのめした
一切に︑一人素手で立ち
向かっているようだった﹂
と書いています▼雷電は
強かった︒負けたのは僅
かに 回︑通算勝率が９
割６分２厘という江戸時
代の天下無双の力士です︒
その雷電が脚光をあびて
いるのは︑同じ長野県出
身の御嶽海が夏場所で︑
同県出身者としては雷電
以来２０８年ぶりに優勝
するという快挙をなしと
げたからです︒御嶽海は
﹁力を貸して欲しい﹂と
雷電の墓を墓参したとも
語っています▼圧政に苦
しむ江戸時代の人々は雷
電の強さと優しさにある
いは社会変革への希望を
感じていたのかもしれま
せん︒礼節を重んじ︑ま
わし一本の裸で勝負する
相撲は︑暴走︑腐敗の極
みの政治とは無縁です︒
胸のすくような力と技の
ぶつかり合いをみたい秋
場所です︒
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りは︑重要な課題として︑ 不特定多数の人が集まる
都市計画マスタープラン 施設が多く︑災害発生時

いては実質的な防火措置

て以下かつ延べ床面積が
５００㎡以下の建物につ

現の証拠︵ゲンノショウコ︶

金子 敏江

﹁川の国埼玉はつらつプ
ロジェクト﹂から
①入間川吾妻狭〜矢久橋間
の飛び石橋・遊歩道等の整
備について
②協議会とは別に住民説明
を

１︑県水問題
県との協定書の見直しを
２︑環境問題

９月 日︵金︶

･〜

一般質問
内容と時間

建てなどの一部を除いて︑
鉄筋コンクリートなどの 日本共産党
耐火建築物とすることが
求められます︒また︑準
防 火 地 域 エ リア で は 防
火地域のような厳しい基

に被害の拡大が想定され

は現在建てられているよ

心市街地ゾーンの中でも︑ 準は求められず︑２階建

ら守るために︑建物を構
造の面から規制する﹁防
や地域防災計画にも防火・
る事などにより指定され

など災害に強いまちづく

火・準防火地域﹂が飯能
準防火地域を指定するこ

市 街 地を 火 災 の 危 険 か

市でも始めて指定される

の防火性を持たせること

うな住宅では︑網入りサッ
シガラスやダンパー付の

央通りまでの北口駅前線

で基準を満たすことにな
ります︒ 月 日から

ます︒計画案のうち防火
地域に指定するのは飯能

沿い︑東飯能東西口で︑
それ以外の多くの部分が

日まで指定エリアの住

とが位置付けられており
調査が進められてきまし

準防火地域の指定となり

民説明会が開催され 月
７日から 日まで個別相

事となり︑８月 日に開
催された都市計画審議で

ます︒防火地域・準防火
地域に指定されると︑建

談なども行われます︒本

換気扇など開口部に一定

今回指定となるのは︑

築基準法に基づいて制限

格的指定となるのは２０

駅構内とその近接地︑中

飯能駅︑東飯能駅周辺の
商業地域で面積 ・７

が生じ︑防火地域の指定

２０年度からを予定して

た︒

︑総戸数１６２３戸に

エリアでは︑延べ床面積

います︒
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報告がありました︒火災

なります︒この地域は中

が１００㎡以下かつ２階

読者の文芸
短歌

･〜

治水対策
過去の災害を教訓に飯能河
原の堆積した砂利の浚渫を
３︑福祉問題
①酷暑から命を守る高齢者
世帯へのエアコン購入費等
の助成を
②重度心身障害者グループ
ホームへの市独自の補助制
度の創設を
４︑住民要望
①﹁清川橋﹂架け替えはで
きるのか？
②南高麗﹁間野黒指﹂行き
国際興業バスの運行時間の
変更について

新井たくみ
９月 日︵火︶

太陽光発電の全国的被害を か
どのように受け止めている ③全国知事会が採択した日
か
米地位協定の抜本的改定を
③阿須山中でのメガソーラー 含む﹁米軍基地負担に関す
設置によるサッカー場建設 る提言﹂の見解について
は問題が多い
④市民の不安が払拭されな
④当初の取得目的の自然公 いままの配備は許されない
園として整備して︑身近な ２︑放課後児童クラブにつ
里山を守ることが求められ いて
る
①大規模クラブの分割︑施
２︑頻発する豪雨災害と対 設整備を計画的に
策について
②放課後児童クラブについ
①豪雨災害に強い森林整備 ての見解と学校の余裕教室
を
などの利用について
②河川の葦等の除去と土砂 ３︑企業立地奨励金制度の
の浚渫を
改正について
③青木地域の整備方向につ ４︑精明地区などの公共交
いて
通について
④避難勧告が出されたまま ５︑家具の転倒防止や個人
の杉の木台について
宅のブロック塀改修につい
３︑小中一貫校の考え方と て
奥武蔵創造学園について
①奥武蔵創造学園の基本的 山田とし子
な考え方と課題について
９月 日︵水︶
･〜
②推進体制と財政的保証は
③他の小中学校における小 １︑保育所問題
中一貫校ついてはどのよう ①待機児童ゼロ対策につい
に考えるか
て
④跡地利用の進め方と考え ②公立保育所の保育体制に
方︑住民が主人公︑住民主 ついて
体で望む方向に
③児童一人ひとりの育ちを
４︑国道２９９自動速度取 保障するための職員配置・
締装置︵オービス︶の設置 保育環境になっているか
で迷惑走行を繰り返す﹁走 ④保育士の労働条件の悪化
り屋﹂対策の徹底を
にならないか
⑤臨時保育士の処遇改善に
ついて︑保育士不足解消の
滝沢おさむ
９月 日︵水︶
ためにも市独自に改善を
･〜
２︑聴覚障害者の支援策と
１︑ＣＶ︲２２オスプレイ︑ して︑移動式磁気ループの
正式配備について
活用を
①現状の飛行実態の認識つ ３︑飯能河原の崩落防止策
いて
について
②正式配備後はどうなるの
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(1)

(2)

１︑阿須山中土地有効活用
事業について
①進捗状況と今後の推進ス
ケジュールについて
②この間の豪雨災害による
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10

11

10

大正と昭和平成生き抜いて四〇年待つ父のところへ
桑の葉に木苺摘んだ母のこと漢字の苺見て思い出す
たくみ

俳句
風薫るうまい野菜は吾妻峡
神仏け正しき者に実り有り
汗をかき登る下るも人の道
政光
秋の寺華やか四方の紅葉色
百足でる幾多の仕末暑き夜
枯色に広まり秋の庭になり
由治
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漢方薬は︑じわじわ効き目が表れるが︑﹁現の証拠﹂
は︑読んで字の如く︑﹁現に証拠が現れ﹂即効性の
民間和漢薬として古くから親しまれています︒
薬効は︑下痢止めや胃薬として︑飲用し過ぎても副
作用が無い優れた健
胃整腸剤です︒
花は ︑２ 程で ︑白
花と赤花があり︑飯
能周辺は白ですが西
日本では赤い花が多
い様です︒
昔は沢山あったが︑
最近群生しているの
を見る事が少なくな
りました︒
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