
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西田市長が、今年６月旧統一教会の佐倉家

庭教会（佐倉市稲荷台）で行われた参院選の応

援集会に公務として参加、挨拶していたことが、

NHKなどで報道されました。政教分離の原則に

反していることに加え、旧統一教会の霊感商法は、

多くの被害者を生んでおり、秘書課が市の業務

と関連しているとして、佐倉市長の公務と判断し

たことに驚きました。佐倉市は大丈夫でしょうか。 
 

    市民のみなさんは、どう思いますか 

市長公務である限り、市長や職員の人件費、

市長交際費、市長公用車の運行等の原資は、市

民の大切な税金です。市長と秘書課は、公務と

政務の区別を厳格に行い、職員は市長政務に関

わることを控えることが必要ではないでしょうか。 

 

 

 

宇田みおこ 決算審査特別委員会質問 

① 旧統一教会関連団体主催イベント

「ピースロード２０２１」参加、挨拶 

宇田「昨年８月のイベント前に市役所にて懇談

も。公務とした理由、職員・市議の参加は。」に、 

秘書課長は、「日韓友好と世界平和の実現」を

理由にあげた。 私自身が市議１名の参加を写

真確認しているにもかかわらず、「職員は２名。

（市議の参加は）承知していない。」と繰り返し

た。主催団体公式 HP では「文鮮明」の名をあ

げ、イベント理念を説明。主催者の確認は、秘書

課の当然の業務であり、職務怠慢。市長に加え、

当該市議も説明責任を果たすべきと考える。 

 

② 「ミセスジャパン２０２１千葉大会」

（ホテル三日月）出席、市長交際費支出 

宇田「昨年１０月のミセスジャパン 2021 は、い

わゆる美人コンテストの一種と思うが、佐倉市

の観光と特産品 PR のために、佐倉市長が公

務で木更津（竜宮城スパ・ホテル三日月）まで

出張しなければならない合理性、交際費を支出

しなければならない、佐倉市民が納得できる理

由を示せ。」に、秘書課長は「佐倉市民が参加

しており、全国大会で上位に入賞した。」と答弁

したが、この回答で良いのだろうか。公務には、

公平性、中立性が求められる。特定の個人、ケ

ースだけに特例を認めることはするべきでない

と考える。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどもと みんな 佐倉のために     ひまわり通信第 23号     

 

宇田みおこ  

 

発行：宇田実生子 〒285-086２ 佐倉市新臼井田 21-9 TEL/FAX 043-489-2061  MAIL: udamioko@gmail.com 

    宇田みおこ HP udamioko.org         ポスティングのご協力をお願い致します     

    政教分離と市長公務の厳格化 

 

２０１６年 蕨和雄前市長の３００件以上の公務の裏付けのない市長専用公用車の利用につい

て、ひまわり会は住民監査請求を行った。佐倉市監査委員会の意見は生かされているのだろうか。 

    佐倉市監査委員会の意見要旨  

◆ 市長は、市民から公私混同と疑念を持たれる可能性があることを十分認識し、自らの用務が

「公務」に該当するか否かを、用務の出席の依頼者とその属性、市政との関連性、用務の内容

等を判断要素とし、市民目線で、客観的な判断するように努め、厳格に判断をされたい。 

◆ 秘書課においては、本来業務である佐倉市長のスケジュール管理及び運転日報等の具体的

記載の整備を図ることにより透明性を高めるなど、事務処理の改善をされたい。 

 

 

賛成多数可決  賛成 さくら会（密本・岡野・斎藤・平野・爲田・石渡・櫻井・中村）、 

  公明党（押木・鍋田・久野・岡村）、自由民主さくら（斎藤・石井・徳永・山本） 

宇田反対  反対 市民ネット（松島・川口・五十嵐）、共産党（木崎・萩原）、髙橋、稲田、玉城、 

ひまわり会と市民オンブズマン（藤崎・宇田）。 
 

    改正の趣旨 職員の市内居住促進により、災害時の職員の迅速な参集を可能とするために、 

市外居住者の賃貸住居手当の上限額を引き下げ、市内居住者へ持家手当を加えようとするもの 

    職員の住居手当 改正の内容 

市外 賃貸 現行 ２８，０００円 ➡ 令和６年１０月までに段階的に２０，０００円へ引き下げ   

市内 賃貸 現行 ２８，０００円を維持  持ち家 現行なし ➡ 改正後月額３，０００円支給 

 

  

 

    市民のみなさんは どう思いますか 

本会議最終日 総務常任委員として、この議案第１６号について少数意見の報告を行いました。

６人の議員から質疑を受け、その時間は４０分以上も続きました。 

この議案は、全国 9割が廃止、県内ゼロ、佐倉市は 2013年に廃止した持ち家手当を、国の方

針に逆らってまで復活させる条例改正案です。職員の思い込みのミスによる多額の損害（約６億

円）に加え、物価高騰により、市民の暮らしは苦しさを増しています。このような中での職員優遇と

も取れるこの条例改正案には、市民のみなさまのご理解は得られないと判断しました。 

宇田反対理由 ➊改正の趣旨➡佐倉市の面積は広く、隣接する他市町居住職員の方が、佐倉

市内の避難所などへの迅速な参集が可能な場合がある。災害対応にあたる職員は市内居住に

限らず、職員間の公平性も担保されていないことから、合理的理由はないと判断した。 

➋改正の内容➡現状の住居手当総額内で納まるよう設定した金額にすぎず、職員間の公平性に

欠ける。月額３千円の持家手当で、その効果は見込めず、合理的理由がないと判断した。 

➌２０１９年の大雨の際の災害対応業務は、所属部署で大きく偏りがあったが、避難所運営では、

市内居住職員や、避難所近くに住む市外居住職員への依存度が大きく、当該職員の大きな負担

となった。居住地域に関わらず、災害時の職員手当などに関しては、検討すべきと考える。 

➍市内居住職員の増加は市税収入など市の活性化にもつながるが、持ち家手当などに頼るので

はなく、市内居住促進には、職員自らが、住んでみたい、住んで良かったと思える佐倉市にする、な

るような政策を立案・提案できるよう、視点・発想を変えて職務を追行して頂きたい。 

 

 

 

 

 

 

令和４年１2月 1日発行  令和 4年 8月佐倉市議会定例会（8/29～9/28）報告 議会内会派：ひまわり会と市民オンブズマン 

      おぼえてますか 公用車で帝国ホテルディナーショー 

     千葉県ゼロ 佐倉市のみ R5.10～ 

市内居住職員持家手当復活 
議会最終日 ①議案１６号宇田少数意見の留保（反対意見） 21：10～  

② 宇田への質疑 37：38～1：20：34  ③討論 1：37：１５～  

 
 

 



市民のみなさん どう思いますか 
 

宇田みおこは、決算審査特別委員会委員

として、会計担当者である担当部課長に質

問するなど４日間の審査を行った。 

 

    宇田みおこ意見・各部事業への要望 

◆国では厳しい財政状況に加え、少子高齢

化が進み更なる財源確保が難しいとし、地

方交付制度の見直しを進めている。佐倉市

が行う事業について、自ら決定し、自らが

責任を持つ体制の確立が急務である。 

 

◆コロナ禍による事業縮小や中止などの理

由で、実質単年度収支は R２年度に続き黒

字、経常収支比率も 87.9％と改善したが、

経常経費は増加、依然として厳しい財政状

況である。財政調整基金残高も H28 年度

末 83.3 億円から R３年度末 51.3 億円ま

で減少している。ついては、佐倉市での相

次ぐ事務処理誤りを猛省し、各事業の優先

順位・徹底した無駄を省くこと。国の交付

税に依存するばかりではなく、自主財源確

保に一層精進することを求める。 

 

総務部 審議会市民委員公募に関しては、応

募人数は少なく、同一人物による兼務がみられ、

不公平との声も多い。佐倉市文化財保存活用

地域計画策定協議会のみ、無作為抽出後、応

募者から抽選。市民参加の公平性の観点から

も良い制度である。公募方法の検討を求める。 

 
 

 

    コロナ対策費返還は当市のみ 
●宇田 職員のミスでコロナ対策費約５．３億円を

国に返還。市長以下担当職員給料約 264 万円

の減額処分のみ。国返還した他自治体はあるか。 

●企画政策部長 千葉県内においてはない。 

●宇田 国への要望継続が市長としての義務。 

●市長 国会で決算承認。再交付等要望は困難。 

 

●宇田 市民説明会などを実施しない理由は。 

●市長 ３月臨時議会、記者会見など、心からお

詫び申し上げたところ。事務処理誤り内容、経緯、

再発防止対策詳細は、市 HP・広報でお知らせ。 

●宇田 市民から、市長と直接お話をしたいとい

う要望が多くある。この場をお借りしお伝えする。 

 

    参院選比例 開票結果４票相違 
●宇田  市 HP では謝罪もない。この事案の詳細

と原因分析、他に同様のケースがあるか伺う。 

●選挙管理委員会事務局長 今年の参院比例で４

票相違、同日千葉県選挙は１票相違。昨年 10 月

衆院比例も、１票相違。すべて原因は不明である。 

 

    投票立会人公募制度の導入を 
●宇田  投票立会人の性別、年齢構成、日当は。 

●選挙管理委員会事務局長 男性 37％、女性 63％。 

議会事務局 議長公用車の廃止を視野に入れ、

庁用車・ハイヤー・タクシー利用等の検討求める。 

 

資産経営部 庁用車の適正な稼働率 70％との

ことだが、さらなる適正配置の研究と推進を進め、

CO２削減及び、災害対応のため電気自動車や

バイク等の導入を求める。 

 

資産経営部 DX 推進により、行政のオンライン

化が進み、市民が市役所を訪れる必要が減る。

庁舎建設基金（約５４億）有効利用のために、大

規模改修工事等にも利用できるよう、条例改正

などの検討を求める。 

 

市民部 人間ドック助成事業 病気の早期発見、

早期治療こそが、持続可能な国民健康保険、後

期高齢者医療保険制度に有効。低すぎる佐倉

市助成額を近隣市町と同程度額へ引き上げを。 

 

福祉部 南部地域福祉センター大広間（舞台付

畳敷きの広間 147畳）は、佐倉市内の施設でも

貴重な空間である。６０歳以上の利用に限定せ

ず、広く市民に開放し、有効活用を求める。 

 

福祉部 はり、きゅう、マッサージ助成事業 近隣

市町と同程度額の引き上げを求める。 佐倉市 

7,200 円（６００円×１２枚）、八街市 １２，０００

円（１，０００円×１２枚）、成田市・酒々井町 ２４，

０００円（１，０００円×２４枚）。 

 

 
 

３０代以下 0％、40 ～50 代 7％、60 代以上 93％。 

期日前投票 9,600 円、当日投票 10,900円。 
 

●宇田  佐倉市での投票立会人の募集実態は。 

●選挙管理委員会事務局長  明るい選挙推進協

議会中心に、地域住民や商店会連合会に要請。 

●宇田  公募制度導入を求める。高校生公募も、若 

年層への選挙時啓発の取組の一環としても有効。 

●選挙管理委員会事務局長  議員指摘のとおり

高校生含め若い世代の公募について、近隣自治体

の事例を参考に研究していく。 
 

    お出かけタクシー券導入ならず 
●宇田  印西市は運賃一律 100 円のコミバスを

運行中であり、他ルートへの乗り継ぎも無料。 

佐倉市で、できない理由はなにか。 

●都市部長 当市は、距離に応じた従量制運賃採

用の民間路線バス初乗り運賃と同水準の一律 

200 円に設定。別ルートに乗り継ぐ場合は、ルート

単位による一律料金という考え方に基づき、無料の

乗り継ぎ運賃は設定していない。 

●宇田  市民の方々の立場に立ち、できない理由

でなく、するための理由を探せるよう努力を。 

 

●宇田 お出かけタクシー券導入等の公約の達成

度と現在の西田市長の考えを伺う。 

●市長 ①コミバス新規路線、飯重⇔寺崎ルート運 

健康推進部 「中立性」「公平性」は行政として

最優先するべき判断基準である。にもかかわら

ず母子保健課では、「市に寄付された」との理由

から、市の窓口で本来の母子手帳ではない「も

う一冊の母子手帳」を配布し、市HP上にて当該

手帳等の写真・会社のリンクを貼って紹介してい

る。 結果として広告し、特定の営利事業に市民

が誘導されている可能性が生じる恐れがあると

いった認識もない。市に寄付をした会社は、例外

なく市の HP 上でリンクを貼って紹介しているの

だろうか。特例としか考えられず、健康推進部長

は、問題がないと断言したが、公正さを求められ

る市の政策として、大いに問題があると考える。 

 

水道部 受水単価が高いことが最大の課題であ

ることに関連し、印旛広域水道は県内で唯一浄

水場を持っていない事を指摘してきた。印旛広

域水道と県営水道との統合を西田市長の下、７

市長 2 町長が協働し、県への要望書提出を評

価する。統合後の受水単価引き下げに期待する。 

 

水道部 コロナ対策事業（市民生活を支援する

ために手続き不要で、上下水道料金の基本料

金基本額の減額など）がなかった。執行部で事

業案が却下されたとのことだが、市民からの要

望の声は多い。引き続き執行部に提案を求める。 

 

 
 

 

 

 

 

行開始 ②お年寄りや子育て世代への新運賃割引 

③運転免許証返納者に年齢問わずコミバス１年間

無料 ④コミバスの割引制度拡充 ⑤福祉有償運

送事業者に補助 ⑥コロナ対策として バスやタク

シーなどの公共事業者に事業継続支援補助。 外

出支援、公共交通の維持確保に一定の成果を上

げることができた。１２月から城下町周辺地区にお

ける循環バス運行社会実験（京成佐倉駅～歴史民

俗博物館～厚生園～JR 佐倉駅～寺崎北等を含む

エリアを通る路線バスを、令和 4年 12月～令和 6

年3月まで運行予定、中央公民館付近でのバス停

の設置を予定）を開始。今後も民間路線バスお年

寄り対象の定額乗車パスの割引販売補助など、外

出支援の取組を継続する。 

 

    佐倉市でのスクールバスの運行 
●宇田  昨年、八街市で痛ましい事故があった。当

市でのスクールバス運行に関する考え方を伺う。 
●教育長 佐倉市の児童生徒の登下校については、

スクールガードボランティア、保護者、教職員等で協

力連携しながら、毎日登下校の安全指導を実施し

ている。また、通学路の安全確保のために、関係各

課と連携しながら通学路の整備を進めている。スク

ールバスの運行について

は、現在のところ行う予定は

ない。 

     宇田みおこ 令和４年８月議会 一般質問より一部抜粋       

     令和３年度 決算審査特別委員会      

    宇田みおこ 令和４年 8月議会 一般質問録画放映中です。ぜひ、佐倉市議会 HPご覧ください     

 

 


