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　初当選からの３年間、障が
い福祉については現場で働い
てきた経験を活かして取り組
んできたこともあり、坂井の
提案がきっかけに進んだ施策
もありました。
　今年は、さらに高齢者福祉
にも力を入れていきます。政
治とは困りごとをなくすため
の仕組みづくりです。あなた
の声を聞かせてください。

●1980年大阪生まれ。緑町に転入、現在
は桜町在住。緑小、緑中、小金井北高、日
本大学法学部卒業 ●日本福祉教育専門学
校入学 ●2015年市議補選で初当選 ●
2017年再選。建設環境委員会、行財政改
革推進調査特別委員会（副委員長）、広報
協議会委員 ●三多摩上下水及び道路建設
促進協議会 第３委員会（道路）、小金井市
土地開発公社評議員会 ●全国フェミニス
ト議員連盟、緑の党、市民自治をめざす三
多摩議員ネットワークなどに参加。

困りごとをなくすのが政治の役目！

2019年スタート！
今年12月は市長選 !!

昨年12月のある日、
小金井市役所前をひ
とり歩くこきんちゃ
んを発見！思わずパ
チり（坂井撮影）
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異常気象で予備費 9200万!!
障がい者雇用問題、小金井市は?
難病者を切り捨て?! 福祉手当改正条例
職員のボーナスアップは妥当 ?
どうなっているの?庁舎福祉会館　ほか

　国会で審議不十分なまま、出入国管理
法が強行採決されました。低賃金や劣悪
な労働環境など技能実習制度による人権
侵害や、ずさんな入管行政も明白に。外
国人労働者を生活者として迎える策が必
要です。改正法の撤回と技能実習制度見
直しによる人権回復を求める意見書を作
成しました。

　伊方原発３号機再稼働に抗議する意見
書を作成し、賛成多数で可決しました。
福島原発事故を経験した日本こそ脱原発
の実現を！
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外国人労働者にも人権を!

原発再稼働にNO!

賛成
しました

議会報告＆意見交換会
坂井えつ子

2月7日（木）19時～21時

事前申込不要。途中入退室自由
初めての方歓迎です。お気軽に !

会場：坂井事務所
 （本町2-19-6 I -105号室）
JR武蔵小金井駅北口徒歩5分
主催：緑・つながる小金井 【連絡先】

事務所：本町 2-19-6  I -105
TEL ： 090-1796-7652　
Mail ： info@sakaietsuko.com

Information

坂井えつ子の収支報告 2017年 4月～ 2018年3月

1/15（火） ※新庁舎建設における議会施設の
 在り方検討会

1/16（水） ※広報協議会

1/21（月） ※庁舎及び福祉会館建設等調査特別委員会

1/22（火） 行財政改革推進調査特別委員会

1/23（水） 議会運営委員会

1/28（月） 総務企画委員会

1/29（火） 厚生文教委員会

2/1（金） 新庁舎建設における議会施設の
 在り方検討会。午後、議員研修会

2/4（月） 建設環境委員会

2/15（金）議会運営委員会

※13時～　時刻の表示がないものは 10時～

閉会中の委員会日程（予定）

議員報酬
税・国民年金・健康保険
市民自治こがねい
坂井えつ子とつながる小金井の会
活動費・生活費
支出合計
審議会報酬※ 1
政務活動費※ 2

8,202,599
1,791,870
360,000
840,000

5,210,729
8,202,599

40,000
360,000

※１　議員が市民の諮問機関である審議会の委員になることには
反対です。審議会報酬は受取拒否、市が法務局に供託しています
※２　１人３万円を会派に交付。条例やマニュアルに沿って運用
し、支出概要や領収書を市HPで公開しています。

やります!

今年も！

出入国管理法の撤回＆技能実習制度見直しを求める意見書

収入
支出

その他

17回目の



　支給対象83疾病を、国と都指定の343
に増やすので40人ほどが新規受給になる
けど、経費抑制のため軽症者や他の手当受
給者には制限をかけ、600人ほどが対象外
に。市は年度内に制度変更の説明会を予定
しています。根本的な治療法がないのが難
病です。種類や程度に関わりない支援策を! 

　2022年度末にジャノメ工場跡地に竣工
予定。この１年あまり、市議会では施設配
置について議論を重ねてきたのですが、西

　昨年、国や自治体における障がい者
雇用水増しと、応募要件に“自立通勤
が可能”など欠格事項があったことも
判明しました。小金井市では水増し雇
用はなく、法に則った採用をしていま
す。欠格事項もこの数年で削除してい
るので、明確な欠格事項は全廃したこ
とになります。試験時のみならず採用
後も、申し出があった際には個々に応
じた対応もしています。

　酷暑に大型台風…など異常気象が続いた
2018年。倒木や遊具の修繕で、9200万
というこれまでにない位の予備費を使いま
した。異常気象を引き起こす原因は温暖化。
その温暖化を招いているのは温室効果ガス
の排出です。
　市公共施設こそ削減すべきなのに、市が
自ら定めた目標に反して増加しています。
削減の具体策を打たない限り、排出量増加

“辺野古の基地は、全国の自治体を等しく
候補地としたうえで、要否について国民的
な議論を求める陳情書”を昨年９月議会で
可決。国に意見書提出を求める内容でした
が、調整を要したため12月議会で、陳情
意志を汲んだ新たな意見書を議員提案で可
決しました。

　条例は委員会採決では可否同数となり、
委員長が判断した結果、否決するなどあり
ましたが、市議会の最終意思を決定する本
会議では逆転可決。坂井は、この間求め続
けてきた非常勤職員の待遇改善について、
対応していただけそうな答弁が出たので、
期待を込めて賛成しました。

既存清掃関連施設は暫定移設しない
複合施設として整備してスケールメリットを
追求。施設規模縮減を目指す
福祉会館機能の早期回復を優先
免震採用の場合は、地下は駐車場利用など
有効活用する
災害時に活用できるように緑地や広場を確保
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緑・つながる小金井①
共産④ みらい③ こがおも①
情報公開① ネット① 
こが明日① カエル会①

※会派名は略称。議長（自民・信頼①）は可否同数の場合のみ採決に参加
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対象

自力通勤

介護者なしの
職務遂行が可能

通常の勤務時間に対応

活字印刷文による出題及び
口述面接に対応可能
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3障害、雇用促進法 2条 1
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小金井市公共施設の温室効果ガス排出量

初任給 1000 円＆ボーナス 0.1 月アップ条例

沖縄基地について国民的議論を求める意見書

難病者福祉手当改正条例

5 つの条件

障がいのある方の募集要項

難病者 600人
切り捨て?!

なんとか前進！

庁舎福祉会館建設
みんなで考えよう！

沖縄の基地問題

職員ボーナスアップ
紆余曲折のすえ

障がい者雇用、小金井市は不正なし

基準年
約468万kg

目標
約399万kg
14.7%減

約640万kg
36.7%増

反対
しました

賛成
しました

賛成
しました

坂井えつ子の 2018 年第 4回議会報告

岡市長は配置案をひとつ
に決めることなく、５条
件でもって建設基本設計
に入ることを表明。

→温暖化→異常気象→対策費増の悪循環が
懸念されます。再生可能エネルギーの導入
促進など抜本的な見直しを！

異常気象対策で予備費9200万円!


