
発議第２８号  

 

 

首都圏新都市鉄 道つくばエクス プレスの東京駅 延伸事業早期決

定と混雑緩和の早期実施を求める意見書について  

 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。  

 

平成２５年１２月１８日提出  

 

       提出者  

流山市議会議員  中川  弘  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  中村  彰男  

〃     松田  浩三  

    〃     根本  守  

〃     伊藤  實  

 

 

 

 

 

  



首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの東京駅延伸事業早期決定と混

雑緩和の早期実施を求める意見書  

 

 ２００５年８月に開業した首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス（以

下、ＴＸと称す）は、当初大きく懸念されていた乗客数であるが開業以

来その実績は順調に推移し、２００９年には東京駅延伸への一つの目安

である１日平均乗客数が２７万人を超えその後も順調に伸び昨年は３０

万人に達している。  

 が、その一方で車両の増備によるダイヤの見直しや一部の駅施設の改

善などの対策が実施されているものの混雑はＴＸのセールスポイントで

ある快適性・定時性が低下するなどの影響を生じ年々その度合いを深め

ている。  

 ２００７年３月の運輸政策審議会第１８号答申フォローアップ調査に

おいてＴＸの東京駅延伸が報告されるも、その計画具体化に向けた動き

は見られない。さらに本年９月にもたらされた２０２０年東京オリンピ

ック開催決定の報は当市にとっても朗報ではあるが、それに伴い構想の

みで具体化していなかった羽田空港・東京・成田空港を結ぶ都心直結鉄

道建設具体化の機運が高まり、その東京駅予定地が先のフォローアップ

調査で報告されたＴＸの東京駅予定地と同じ場所に想定されていること

からその如何によってはＴＸの東京駅延伸事業に極めて重大な影響を与

えかねない状況となっている。  

 また、２００８年にはＴＸ開業当時から予定されていた混雑緩和の抜

本策である８両編成化が決定されるもその後の具体的な全体計画は白紙

の状態であり遅々として進んでいない状況である。  

 ＴＸの東京駅延伸による利便性の向上と混雑緩和は、ＴＸ開業に合わ

せ街づくりを続けてきた沿線自治体の重要課題であり悲願でもある。よ

って国においてはＴＸの東京駅延伸事業の早期決定と８両編成化による

混雑緩和に向けた具体的諸施策の実施を強く求めるものである。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

２０１３年１２月１８日  

 

衆議院議長   伊吹  文明  様  

参議院議長   山崎  正昭  様  

内閣総理大臣  安倍  晋三  様  

国土交通大臣  太田  昭宏  様  

 

千葉県流山市議会    



発議第２９号  

 

 

消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書について  

 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。  

 

平成２５年１２月１８日提出  

 

       提出者  

流山市議会議員  秋間  髙義  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  斉藤  真理  

〃     松尾  澄子  

〃     田中  人実  

  



消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書  

 

厳しい財政状況の下、一層本格化する少子高齢社会にあって、社会保

障の費用を安定的に確保し、将来にわたって持続可能な社会保障制度を

維持・強化していくために「社会保障と税の一体改革」関連８法案が昨

年８月に成立しました。そして、安倍総理は法律通り明年４月１日から

消費税率を５％から８％へ引き上げる決断をしました。法律ではさらに

平成２７年１０月には１０％へ引き上げられる予定となっております。  

消費税率の引上げは国民の暮らし、特に中堅・低所得者層の生活に大

きく影響を与えることから、８％引上げ段階では「簡素な給付措置」が

実施されます。  

しかし、これはあくまでも一時的な給付措置であり、抜本的かつ恒久

的な対応が求められております。食料品など生活必需品に「軽減税率制

度」の導入を図ることは、逆進性対策としても、国民の消費税に対する

理解を得るためにも必要な制度であり、各種世論調査でも約７割が導入

を望んでいます。  

与党の平成２５年度税制改正大綱では「消費税１０％への引上げ時に、

軽減税率制度を導入することをめざす」とし、「本年１２月予定の２０１４

年度与党税制改正決定時までに、関係者の理解を得た上で、結論を得る

ものとする」と合意されています。よって、政府においては、下記の事

項について、速やかに実施することを強く求めます。  

記  

１  「軽減税率制度」の導入へ向けて、年内に結論を得るようその議

論を加速し、軽減税率を適用する対象、品目、中小・小規模事業者

等に対する事務負担の配慮などを含めた制度設計の基本方針につい

て、鋭意検討を進め、その実現へ向けての環境整備を図ること。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  

 

平成２５年１２月１８日  

 

衆議院議長   伊吹  文明  様  

参議院議長   山崎  正昭  様  

内閣総理大臣  安倍  晋三  様  

財務大臣    麻生  太郎  様  

総務大臣    新藤  義孝  様  

 

                      千葉県流山市議会  

 



発議第３０号  

 

 

『ブラック企業』への厳正な対処を求める意見書について  

 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。  

 

平成２５年１２月１８日提出  

 

       提出者  

流山市議会議員  植田  和子  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  徳増  記代子  

〃     小田桐  仙  

〃     乾  紳一郎  

  



『ブラック企業』への厳正な対処を求める意見書  

 

労働者、特に若者を使い捨てにするような劣悪な雇用管理を行う企業

（いわゆる『ブラック企業』）が社会問題になっている。このブラック企

業の多くに共通している特徴としては、法外な長時間・過密労働、低賃

金雇用、パワーハラスメント等の人権侵害行為の横行、高い離職率など

が挙げられる。そのような企業で働く労働者の中には、働き続けること

はもとより、社会生活を営むこともできなくなるまで追い込まれるケー

スも起きている。  

労働者を使い捨てにするような雇用は、一時的には企業の利益をもた

らすことがあるとしても、長期的には社会負担を累増させることから、

健全で持続可能な社会づくりにつながるものではない。  

また、『ブラック企業』の存在・実態は、就職活動をする学生や就業・

転職を目指す人たちの大きな関心事になっている。日本の未来を担う若

者が、安心して継続的に就労できる仕組みをつくり、雇用の安定を基盤

とした景気の回復・拡大を図るためにも、早期離職率が高い企業など、

労働者の使い捨てが疑われる企業への監視・指導体制の強化や重大・悪

質な法令違反がある場合の企業名の公表など、実効性のある対策の速や

かな実施が求められている。  

よって、国においては、『ブラック企業』に厳正に対処するよう以下の

施策に取り組むことを強く求める。  

 

 １  労働行政における監視・指導体制の強化・拡充を図ること。  

 ２  労働基準法等違反企業に対する雇用管理の改善指導、状況に応じ  

た企業名の公表など、厳格な対処措置を講ずること。  

 ３  求人票への離職率の明記など、企業に対して採用情報の公開・透  

明化を促すこと。  

 ４  雇用問題の相談窓口の設置・拡充など、若者への就労支援体制を  

拡充すること。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

  

２０１３年１２月１８日  

 

衆議院議長   伊吹  文明  様  

参議院議長   山崎  正昭  様  

内閣総理大臣  安倍  晋三  様  

厚生労働大臣  田村  憲久  様  

                      千葉県流山市議会  



 

発議第３１号  

 

 

難病患者の医療費負担の増額に反対する意見書について  

 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。  

 

平成２５年１２月１８日提出  

 

       提出者  

流山市議会議員  乾  紳一郎  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  植田  和子  

〃     徳増  記代子  

〃     小田桐  仙  

  



難病患者の医療費負担の増額に反対する意見書  

 

厚労省の今回の見直し案は、いまの難病対策が始まった１９７２年以

降、初の大幅改変である。これまで根拠となる法律がなかった難病対策

を法律で位置づけるものである。医療費助成の対象の難病を５６から約

３００に拡大するとともに、自己負担を３割から２割に引き下げるなど

としている。  

重大なのは、月々の医療費の上限額引き上げることや、現在負担ゼロ

の重症者にも所得に応じて負担させること、さらに、「軽症者」を助成対

象から除外するなど、見過ごせない内容が盛り込まれている。  

難病患者の負担は医療費だけではない。家族の付き添い費用や、遠く

の専門病院に通う交通費などさまざまな出費がかさむ。激痛や慢性的な

だるさなどで仕事を続けられなくなり、家族に経済的に依存しながら、

いまでもギリギリの暮らしを維持している人も多数いる。「せめて医療費

だけでも負担を軽くしてほしい」というのが患者と家族の痛切な願いで

ある。厚労省の見直し案は、この願いに真っ向から逆らうものである。  

難病は、誰もがいつ突然発症してもおかしくない病気である。発症か

ら一生付き合っていくことも必要な困難な病気を抱えても、絶望するこ

となく、尊厳をもって患者が暮らせる社会をつくることが政府の役割で

ある。今年１月に厚労省の委員会がまとめた提言でも難病患者を社会で

支える理念を掲げている。見直し案はその理念にさえ反している。  

よって、国においては、治りにくく闘病生活が長く続く難病に苦しん

でいる人たちを追い詰める医療費助成の見直しは中止するよう強く要望

する。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

  

平成２５年１２月１８日  

 

衆議院議長   伊吹  文明  様  

参議院議長   山崎  正昭  様  

内閣総理大臣  安倍  晋三  様  

厚生労働大臣  田村  憲久  様  

                      千葉県流山市議会  

 



発議第３２号  

 

 

寡婦控除を全て のひとり親家庭 まで拡大するこ とを求める意見

書について  

 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。  

 

平成２５年１２月１８日提出  

 

       提出者  

流山市議会議員  徳増  記代子  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  植田  和子  

〃     小田桐  仙  

〃     乾  紳一郎  

  



寡婦控除を全てのひとり親家庭まで拡大することを求める意見書  

 

寡婦（寡夫）控除は、配偶者と死別または離婚して、子どもを養育す

るひとり親家庭に適用される国の税制優遇制度であるが、婚姻歴のない

子どもを養育するひとり親家庭には適用されていない。そのため、婚姻

歴のないひとり親家庭は、所得税、住民税、公営住宅入居資格及びその

使用料、保育料などの算定のための基準とされる課税所得が、婚姻歴の

あるひとり親家庭と比較  して高く設定されてしまうことになる。よって

婚姻歴のないひとり親家庭は、所得水準の低い傾向にあるひとり親世帯

の中でも、さらに大きな不利益を受けているのが実態である。 そのため、

全国では新潟市、千葉市など１県１１市でみなし優遇税制適用の運用が

はじまっている。  

今年の９月４日、嫡子と非嫡子の相続上の権利の差別が法のもとの平

等に反するという最高裁判決が出されたことを鑑みても、自治体の財政

力などで対応が違ってくることも社会的な公平性にとって好ましくなく、

実際に不合理な扱いを受けながら子育てをしているひとり親家庭にとっ

て、容認しがたい経済的な不利益といえる。同じひとり親家庭でありな

がら、婚姻歴の有無により負担に差異が生ずるべきでなく、子どもの生

育環境に影響を及ぼすことがないよう制度の確立が望まれる。  

 よって政府等に対し、税法上の寡婦（寡夫）控除に関する規定につい

て、全てのひとり親に適用するよう法律改正することを強く求めるもの

である。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

  

平成２５年１２月１８日  

 

衆議院議長   伊吹  文明  様  

参議院議長   山崎  正昭  様  

内閣総理大臣  安倍  晋三  様  

財務大臣    麻生  太郎  様  

                      千葉県流山市議会  

 



発議第３３号  

 

 

『原発ゼロ』をただちに求める意見書について  

 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。  

 

平成２５年１２月１８日提出  

 

       提出者  

流山市議会議員  小田桐  仙  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  植田  和子  

〃     徳増  記代子  

〃     乾  紳一郎  

  



『原発ゼロ』をただちに求める意見書  

 

福島第一原子力発電所の事故は、事故後２年半が過ぎても、いまだ収

束せず、放射能被害は福島県だけにとどまらず、本市も含め多くの国民、

多くの地域に甚大な影響を与え続けている。  

そんな中、原発ゼロを求める国民的運動は、首相官邸前や国会前、全

国の電力会社前でのアピール行動など継続され、全国で拡大している。  

また小泉元首相の原発ゼロ発言は、党派や思想信条を超え、大きなう

ねりを加速させている。  

朝日新聞社が実施した全国定例世論調査（電話）では、「小泉純一郎元

首相が政府や自民党に対し「原発ゼロ」を主張していることについて、

この主張を「支持する」は６０％にのぼり、「支持しない」の２５％を上

回った。安倍内閣支持層や自民支持層でも、それぞれ５８％が小泉氏の

主張を「支持する」と答えた」と報道されている。  

 原発が稼働すれば、増え続ける『核のゴミ』の長期的処理方法が具体

化されていないこと、また、世界有数の地震及び津波国といえる日本に

おいて原発との共存はあり得ない。よって、政府に対し、『原発ゼロ』を

ただちに宣言し、代替えエネルギー開発への抜本的強化、自然エネルギ

ーの普及・拡大に力を注ぐことを強く求める。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

  

２０１３年１２月１８日  

 

内閣総理大臣  安倍  晋三  様  

                      千葉県流山市議会  


