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日頃より、温かいご支援・ご声援に心より感謝申し上げます。
最近の活動をご報告いたします。ご意見ご要望など、お気軽にお寄せください。

教育や子育てにお金のかかる日本
経済格差は教育格差に
親 1 人・子 1 人の世帯で約 173 万円が貧困ライン。
この金額では生活に余裕はなく、最低限の衣食住で精一杯。
衣食住をまかなうのにギリギリで、学習塾に通う、ちょっと
した旅行に行くなど、社会の中で「普通」とされる機会を得
られない状態を「相対的貧困」といいます。（日本の特徴）

ひとり親家庭の子どもたちの 2 人に 1 人が相対的貧困
背景の一つには、ひとり親家庭の置かれている厳しい経済状況
があります。厚生労働省が 2017 年に出した「ひとり親家庭等
の現状について」では、ひとり親家庭の相対的貧困率は 50.8%。
OECD（経済協力開発機構）の 2008 年の調査では、
母子家庭の約 6 割はワーキングプアであることがわかります。

子どもの貧困対策に取り組んでいます！
山本みわは、つくば市の子どもの貧困対策、特に学習支援に
ついて一般質問でも取り上げてきました。また、無学年教材
を使用し、週に 2 回の学習会により確実に学力向上している
無料学習会（ＮＰＯ居場所サポートクラブ

ロベ）の支援を

してきました。勉強を頑張る子どもたちにおにぎりの差し入
れをしているグループの
一員として「おにぎらず」
を作って届ける活動もし
ています。

メール📨📨 info@miwatsukuba.com
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つくばセンター地区
西武・イオン撤退でどうなる？
西武筑波店が昨年２月に撤退して、まもなく１年。
つくばセンター地区は、公務員宿舎廃止から、急激に
状況が悪化。センター地区一帯は国家プロジェクトで
整備され、筑波都市整備株式会社が管理運営しています。
クレオの空き店舗対策はうまくいかず、クレオ売却の話も浮上。
デベロッパーによるマンションに建て替えられるのではないかと
いう話も進んでいました。
１２月議会では、市がクレオ一部購入や賃借を検討し始めたこ
とが答弁されましたが、マンション化を止める決め手にはなりま
せんでした。

つくば市議会で決議
国に陳情に

２０１７年１２月１９日国交大臣室

山本みわは、中心地区の役割と活性化を最重要
課題とし、議会に問題提起。つくば市議会として、
この問題に取り組むための「決議」につなげました。
つくばセンター地区は他のまちの「駅前ビル対
策」とは違い、国家戦略の都市づくりの性格上、
UR や国交省などへの働きかけも必要であると提案
し、つくば市長・つくば市議会議長等と共に、
つくば市在住の石井啓一国土交通大臣に、陳情。
筑波都市整備に対し、売却するなどの結論を急が
ないよう、地元自治体の意向を尊重するよう意見し
てもらい、現在、つくば市と筑波都市整備との交渉
が動いています。3 月までには何らかの結論が出る
予定です。

通学路の安全対策
PTA と要望し、歩行者信号時間延長・安全ポール設置
竹園東小の PTA の皆さんと一緒に要望して、通学路の安全
対策が実現しました。
近隣公園前の T 字路と竹園ショッピングセンター前の
T 字路について歩行信号 2 秒延長。
さらに竹園ショッピングセンター前の歩道に安全ポール
の設置をいたしました。ステンレス製のポールで、１８本。
熱心な保護者と、役員さんの動きが実を結んだと思います。
田村県議と共に、市と県のネットワーク力で対応しました。
これからも、子どもたちの安全で安心な通学路の確保に努
めてまいります。
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平成 2９年 12 月議会

山本みわの一般質問より

総合運動公園問題について
Ｑ
市長の公約通り、「つくば市総合運動公園
事業検証委員会」による調査検証が行われ、
４月１７日にその報告書が提出されました。
検証報告書には、「個人的な動機が介在し
た事実や不正の事実等は認められなかった」
とあり、政策の進め方に問題があったと指摘
しています。
その後、ＵＲ都市機構との交渉が開始しま
したが、結果、返還交渉は決裂。
経緯について、６月議会最終日に報告があ
り、広報つくば 10 月号一面にて市民の皆様
に報告がありました。
・前市長が何らかの個人的動機によって事
業を行おうとした疑いや、UR との間に
何らかの不透明な関係、癒着関係の疑い
・UR に返還交渉する
・裁判も辞さない
と言っていた市長の今の考えを問いました。

Ａ 五十嵐市長
私が市長になって最初に行うべきことは、
「いつ、どこで、だれが、何を決めたのか」
ということについて、情報開示がなされてお
らず、大変不透明な状況であったため、これ
を明らかにしていかないと、また同じ過ちが
繰り返され、市政の正常化は図れないと考え
ていたから、調査検証を行った。
調査によって、瑕疵・不正・新たな事実が
見つかった場合、裁判も辞さないという思い
だった。しかし、不正等の事実はなかったこ
とから、UR との返還交渉を行った。
「なぜ事業に着手したのか、どのように意
思決定がなされたのか」が解明され、不正・
違法行為はなかったと私自身思っている。
検証から、市政運営に 7 つの提言をもらう。
今後は、市民や議会への積極的な情報提
供、適切な民意の把握に努めていく。

総合運動公園事業検証に要する経費に１１７４万円かかっています

入札制度について

特定健診の受診率アップ

Ｑ

Ｑ

6 つの大きな変更をする入札制度見直し案
に対し、最低制限価格と同一金額での入札が
増加し、くじ引きによる落札者の決定が行わ
れている現状を懸念、さらに最低制限価格の
適用と予定価格の事前公表がそれぞれ 1 億円
未満の工事に拡大適応されることから、公正
性・透明性・競争性を求める上で、「第三者
の専門家」による意見を聞かないのはなぜ？

特定健診は 40 歳以上の方が対象で、生
活習慣病の予防と早期発見のために受診率
の向上に努めている。
つくば市の受診率は３３．２％。同規模
の自治体と比べても、国、県の平均値より
低いです。自己負担額の無料化や、再通知、
受診機会の拡大など提案。

Ａ 総務部長
今回は大幅な変更なので、議員の皆様にご
意見を伺う方法とした。

Ａ 保健福祉部長
平成 28 年度速報値で３４．５％（微増）
再々通知の発送と未受診者へのアンケー
トを実施して今後、検討する。
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定例会は 3 月、6 月、9 月、12 月
に開催しています。つくば市役所
６階議場で傍聴できます。
※開催日 10 時開会
特に３月議会は新年度予算について
審議します。（各委員会にて）
ぜひ、皆さんの生活に関わる議会の
活動をご覧ください。
インターネット中継・録画配信あり
つくば市議会モバイル

閉会

環境経済委
都市建設委
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http://www.miwatsukuba.com

山本みわプロフィール
つくば市議会議員（3 期）
・観光開発推進特別委員会委員長
・文教福祉委員会委員
・議会活性化推進特別委員会委員
・議会報編集委員会委員
公明党つくば支部副支部長
松代小学校父母と教師の会元会長、手代木中学校 PTA 元会長
防災士、
つくば環境マイスター２級、
自然体験活動指導者
つくば中央ライオンズクラブむすび支部幹事
つくば子育てコミュニティワーク実行委員
若年者社会参加支援普及協会アストリンク（ひきこもり支援）
【生活信条】 「笑顔と感謝」
【趣味】森林浴・文具本屋めぐり
【家族】 夫・一男（高１）・一女（中 1）・実母の５人家族

さくらんぼ通信の
“さくらんぼ”は
『あなたとわたし』
そして
『２人の子ども』
と常に一緒に
そういう思いを込めています

