
市長の退職金を無くして

　過去の質問で、「市長は退職金を受け取ら
ないでよい」と発言していたことを石阪市
長自身に明らかにさせました。今期議会の
質問で、「それでは、その発言は公約なのか、
それともマニフェストなのか」と尋ねまし
た。市長答弁では、そのどちらでもなく、
単に、そのように言っただけとのことでし
た。また、「この市長の退職金制度を現在ど
のように考えているか」と尋ねました。こ
れにも、「考えはなにもない」という返答で
した。思うに、これからも市長は、自身の
退職金制度を維持したいと考えているよう
でした。
　今度の私の質問によって、石阪市長が、
１期目の退職金を既に受け取っていたこと
が明らかになりました。わずか１期４年間
でなんと 1 4 8 4 万円もの退職金を支払っ
たことを総務部長が答弁しました。市長が
自分で答弁しなかったことが残念です。
　今後、町田市は市長の退職金を制度的に
無くす（条例の本則改正）か、あるいは市
長が受け取れないようにする（附則の改正）
ことを、私の政治的主張の中に取り入れ、
実現を目指して行きたいと思います。
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議員定数削減請願は委員会で
採択するも、本会議で不採択
　市議会の第４定例会最終日には議案･請願
の採決がありました。議会改革調査特別委
員会で議員定数削減の請願を採択すべきと
決していましたが、本会議で逆転されまし
た。それも１票差で不採択と決しました。
この間、私はこの定数削減の課題に大きな
力を傾注しており、とても残念な思いです。
　なお、私は委員会において賛成討論を行
っていましたが、この本会議では反対討論
を行う議員が３人も続きました。他方、賛
成討論は１人もありませんでした。もちろ
ん、それぞれ討論の前に自分の態度を決め
ていたかも知れませんが、やはり、委員会
は委員会であり、別途に本会議の賛成討論
がほしかったところです。こうした結果で
は、行政に改革を求めてもパンチ力が弱ま
ることでしょう。
　マイナス点を云々しても事態が変るわけ
ではなく、次の改選期の争点（定数を下げ

る立場と維持
する立場が正
面からぶつか
り合う）にな
る可能性も起
きてきました。

＊委員会で発
言を求める吉
田つとむのイ
メージ写真で
す。

双方向の情報交流
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★マルチメディア双方向発信　吉田つとむ発見動画チャンネル
URL　http://j-expert.jp/   発見動画チャンネル　http://jp.youtube.com/yoshidaben
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東証上場を達成した元研修生
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モノレール・リニア新幹線
　多摩都市モノレールの延伸に慎重調だっ
た町田市長がようやく重い腰を上げました。
このたび、その延伸協議会ができることに
なりました。この既存路線は当初の赤字か
ら単年度黒字を果たしており、町田延伸で
さらに飛躍を示すことになるでしょう。
　ただし、この建設費は多額になるのでレ
ール部分は公費、車両と運行経費が事業者
負担となるのが原則です。これまで東京都
は 23 区内の交通機関拡充には多額の支出を
し続けてきますが、多摩地域の交通対策に
はあまり手を打ってきていません。この多
摩都市モノレールで最近初めて負担を行っ
た程度です。私はこれまで交通問題を主要
施策に入れており、当然推進派の立場です。
　他方で、リニア中央新幹線は JR 東海が自
前で建設するもので、最初の駅が相模原市
緑区橋本に出来る予定です。2027年の開通
によって、JR 横浜線が縦軸のメイン交通機
関となります。橋本駅から町田駅も20分の
距離にあり、八王子市も含めて一大都市圏
に変ります。この交通政策重視の視点は所
属会派の志政クラブ全体でも共通し、小田
急多摩線延伸を含めて最大の政策項目にし
ています。

　昨年末の12月20日、バイオ関連の株式会
社　ユーグレナ（出雲充　代表取締役）が
東証マザーズに上場しました。ミドリムシ
（藻の一種）を大量培養し、株式市場では食
料品の分野に位置づけられています。出雲
充氏は、元インターン生 （第１期研修生　
1998年参加）です。
 

　上場のプレス公表後、私の友人の日経新
聞電子版編集長の鈴木亮氏を訪ねて懇談し
ました。

元研修生の就活・弁護士誕生
　今期は、大勢のインターン体験者が就職
活動に入っています。一方、第７期生の前
場俊文さん、第 23 期生の林啓子さんが同時
期に弁護士登録を果たし、法曹分野の第一
線で活躍し始
めました。是
非、困った人
の話を聴き、
不条理を正し
てもらいたい
と思います。

★吉田つとむの連絡先　 TEL 042-795-7361  FAX 042-795-2726

掲載記事、あるいはご関心事は、下記のFAXかもしくはメールまでご送信ください。
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〒194-0011
東京都町田市
成瀬が丘1－14－12
サンホワイトE103-13
　042－795－7361

吉田つとむ自宅

次期インターン生を
募集しています



ゴミ処理施設建設の動向

平成25年２月発行　町田市議会報告　志政クラブ（吉田つとむ）発行　（News2013冬号）

　今期の議会で「新しいゴミ処理計画（バイ
オ化施設）の再検討を要求し、小山田地域へ
の建設に反対する請願」を委員会では採択
と決しながら、本会議では逆転して不採択
となりました。私は請願に賛成しました。
　大きなポイントは、次期清掃工場の建設
構想を進める中で、包装容器プラスチック
と生ゴミ処理のリサイクル化、再資源化が
大きな課題になっていることであります。
これらの点はどの自治体でも頭を悩まして
います。
　町田市の構想の一つは、容器包装プラス
チックは分別収集して、圧縮･梱包する中間
処理施設を建設することがメインですが、
その分散設置する場所が課題になります。
さらに、生ゴミは一般ゴミと違って焼却せ
ずに、主要にはメタンガス化して資源化を
計ろうというものです。ただし、これまで
の導入自治体の例ではガス化の効率化がそ
れほど期待できず、むしろ、結果が芳しく
ない例が報告されています。私は、このメ
タンガス化の方法自体が再検討されねばな
らないとの考えを持っています。
　また、生ゴミ処理施設の建設に当たって
は、現在のリサイクルセンターと同じエリ
アに設置することしか町田市の発想に無く、
清掃工場も同じエリアに置かれるとなると、
当初のゴミゼロ方針とは随分とかけ離れた
視点と見られることでも、町田市の観点を
そのまま支持することは困難なことです。
いわゆる迷惑施設の建設にあたっては、町
田市の旧５町村ブロックごとに分散配置す
る視点が優先されるべきだと思っています。

放射能問題の課題（測定実施）
　１昨年、３ .11 の東日本大震災に伴う、福
島原発事故による放射性物質の放出による
空中放射線量の測定を続けています。
　一つ目は、週に２度の割合で JR 横浜線成
瀬駅前広場において自主測定を実施してい
ます。その他には、ごみ焼却を行う町田リ
サイクルセンターと多摩ニュータウン環境
組合（私は組合議会議員を務めている）の
多摩清掃工場周辺の測定も月に一度の割合
で実施としており、結果はブログにつどア
ップしています。また、これらのデータは「町
田市の放射線を測定等する有志の会」に情
報提供しています。私が測定した集約結果
や他の測定状況もそのＨＰの測定結果をご
覧下さい。

 

　なお、学校牛乳の測定は１昨年の冬以降、
東京都教育委員会により購入を阻まれ、そ
の後の測定ができなくなっています。水道
水の測定は、昨年中の測定でセシウムなど
が未検出となり、検査測定機関（たんぽぽ舎）
の意見も受け、今後は測定を中止としまし
た。

インターン希望の方、あるいは関心がある方は、ホームページ掲載要旨をご覧の上、ご連絡ください。

大学生を対象に、議会や議員活動に同行することを通じて社会勉強を行っている研修制度です。
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東京都町田市
森野2－2－22 
TEL.042-724-2171
FAX.050-3161-7663

町田市議会
所属：志政クラブ

(町田市の清掃工場入口周辺で撮影）

★吉田つとむのインターンシップについて〈1998年～現在30期まで〉



第28回セミナー案内

インターン生の募集

編集〒194-0011 町田市成瀬が丘1-14-12サンホワイトＥ103-13吉田つとむ〔町田市議会議員〕
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インターン生を同行
携帯ＱＲコード
でブログ閲覧

　自前の文化事業取り組みとして、ピアノ
デュオ　クトロヴァッツ　コンサートを盛
大に開催しました。クトロヴァッツ兄弟は、
15年以上にわたって来日を重ね、延べ公演
数は 120 回に及んでいました。一方で、町
田市では初公演であり、市民の皆さんには
あまりなじみのない音楽家でした。しかも、
町田市の支援や音楽団体の参加を受けない
独立の実行委員会を立ち上げての開催でし
た。
　実際に案内を開始すると、ピアノデュオ
と言う珍しい演奏スタイルにも関心がもた
れました。また、兄弟共に音楽の本場であ
るウィーン国立音楽大学の現役教授である
こと、世界的なカーネギール（ニューヨーク）
等の演奏会で好評を博し、日本ではサント
リーホールを満杯にした実績を知られると、
前売り券が好評で大半が売れ出し、当日売
りも入れてほぼ完売状態でした。
　入場者に「こんな素晴らしい演奏が町田
市で聴けるなんて！」と全員の方々から絶
賛を博し、主催者冥利につきました。
　なお、今期のインターン生は音楽好きな
学生が多く、当日は下記の皆さんが協力し
てくれて、スムーズに進行できました。

　完成した新庁舎前で、第30期生の濱田裕子
さん、矢島見依子さんと一緒に写りました。

 

ただ今、第 31 期、32 期生を募集しています。
ＨＰをご覧になり、エントリーシートで応
募してください。お問い合わせは下記に。

開催日時：２月９日（土）13：30 ～ 15：00
開催場所：成瀬駅前センター第一会議室
　  （南成瀬 1－2－5、JR 横浜線成瀬駅北口
　　徒歩２分、成瀬駅前ハイツの北側）
演題：老後を自宅で過ごすために
　 　 （自立した生活のための住宅サービス）
講師：原　厚平　先生
　　  （NPO アップルサービス　理事長）
入場料：無料（席は事前の申し込み優先）
主催：市議会 志政クラブ 吉田つとむ事務所
受付電話 ：０４２－７９５－７３６１
受付 fax  ：０４２－７９５－２７２６

町田市議会・志政クラブ

取材・記事作成・総合編集

★次期の市議会日程（予定）告示：2月18日、初日3月25日、最終日3月27日
　この第１定例会では2013年度当初予算の審議・採決、議員一般質問などを行います。

ピアノコンサートを開催し大成功
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