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ブログ「今日のたけまさ」日々更新中！ 

たけまさ公一公式ホームページへ

お越しください 
http://www.tak

emasa.org 

携帯版のアドレスはこちらです 
http://www.tak

emasa.org/i 

「２００９年 たけまさの決意」！ 
 
◇ 公会計等の見直し～予算消化は認めない 

◇ アジア金融市場の創設 ～東京がその中心に 

◇ 防衛省改革の徹底と、したたかな日本外交を 

◇ 独立行政法人はゼロベースで改革 

◇ 職業教育の充実～ガイダンスカウンセラーの配置 

◇ 地方分権の徹底と政令市さいたま市の発展 

◇ 見沼１００年ビジョンの策定と実現 
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第２次補正予算案が衆院優越規定で可決 （１月２７日） 
 民主党が昨年の内に提出を政府に求めてきた第 2 次補正予算案は、2 兆

円の定額給付金を含めて今年 1 月 5 日になって国会に提出されました。い

うまでもなく、この経済状況では現金を口座に振込んでも追加消費に回ら

ないこと。ましてや、2 年後の消費税引き上げがセットではなおのこと。

衆議院で強行採決された予算案から定額給付金分だけ除いて参議院で 26

日可決。予算案が修正可決されたのは戦後初。両院協議会を開催するも衆

議院の議決が優先で 27 日可決成立しました。 

 定額給付金 2 兆円は市町村が給付事務作業を行うため準備に入ります。

振込口座の確認と入力作業などで 5 月もしくは 6 月に給付とも言われ、国

が負担する事務経費は 825 億円。主な内訳は①自治体職員の人件費 233 億

円②給付通知などの発送費 270 億円③諸経費 185 億円です。 

また、下表 1を見ると歳入には特例（赤字）公債が 6兆 6890 億円含まれ

ています。国債発行残高は８００兆円を超えています。政府与党は 2010 年

初頭のプライマリーバランス（国債の利払い等を除いた収支均衡）の旗も

既に降ろしてしまいました。平成 13 年からの政府与党の公約でした。 

 景気対策と財政規律を守ることは車の両輪と考えます。そのためにも、

限られた財源の効果的な使い方が欠かせません。定額給付金に問題がある

のはこのためです。また、表 1にある雇用対策費 1600 億円は、緊急雇用創

出事業の創設 1500 億円が含まれています。地方自治体での一時的な雇用創

出等です。商工会議所などのノウハウを活用とのこと。ただし、担当は労

働担当課。商工会議所などは商工業担当課。縦割り行政を当然乗り越える

ことが求められます。 

 政府は今も「デフレ脱却宣言」をしていません。なのに、2年後の消費 

税増税を口にすればまた「デフレ経済」に逆戻りしかねません。消費税増 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：億円）

◇生活対策関係経費 46,880 ◇税収 ▲71,250
　・家計緊急支援対策費 20,395 ◇税外収入 44,858
　・その他 26,485 　・財政投融資特別会計受入金 41,580
◇雇用対策費 1,600 　・地方公営企業等金融機構納付金 3,000
◇義務的経費の負担 2,034 　・その他 278
◇国際分担金及び拠出金 2,096 ◇公債金 74,250
◇その他の経費 2,816 　・建設公債 7,360
◇既定経費の節減 ▲7,569 　・特例公債 66,890
合計 47,858 合計 47,858

平成20年度補正予算（第2号）フレーム

歳出 歳入

表 1 
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浅野目 義英（県議・浦和区） 

昭和３３年生まれ   

民主党・無所属の会、福祉保健医療委員会 

委員、民主党埼玉県連副幹事長 

神崎 功（市議・緑区） 

昭和３０年生まれ   

民主党・無所属の会さいたま市議団団長 

保健福祉委員会委員、民主党埼玉県連副代表 

税の前に税の無駄づかい根絶が先。通常国会に「税の無駄づかい根絶法案

（仮称）」を提出します。 

「見沼 100 年ビジョン」中間取りまとめ（１月２６日） 

 昨年 8 月から 11 名のメンバーで構成される「見沼 100 年ビジョン有識

者会議」が計 7 回開催され、議論を重ねてきました。約 1,260ha に及ぶ

首都圏唯一の大規模緑地空間である「見沼田んぼ」の有効活用を促進す

るため、「農業振興」「環境」「地域振興」の３つのテーマを分類し、

短中長期の施策をまとめました。 

今後は、地元自治体、関係省庁と連携を図り、且つ、地権者や農家の

意向、市民の要望を取り入れ「見沼 100 年ビジョン」の取りまとめを進

め、農業とまちづくりが一体となる新しい空間の実現を目指します。 

【見沼 100 年ビジョン 全体の考え方】 

（ア）田んぼの有用性（見沼田んぼは「農業」で） 

・農業生産法人・バイオエタノール・飼料米や鑑賞用稲 

（イ）環境にやさしい見沼田んぼ（ヒートアイランド現象、キャップ＆トレード） 

・環境機能評価・緑のトラスト・環境教育・多様な生物 

（ウ）人が集う見沼田んぼ（見沼田んぼを一望できる展望施設） 

・「田んぼの駅（道の駅）」・ＬＲＴ・クラインガルテン 

（エ）水を活かす 

・芝川の水質改善・治水・利水 

 

民主党 埼玉県第 1 区選出地方議員の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

高野 秀樹（市議・岩槻区） 

昭和３５年生まれ   

民主党・無所属の会さいたま市議団 

文教委員会委員、議会運営委員会委員 

三神 尊志（市議・見沼区） 

昭和５５年生まれ   

民主党・無所属の会さいたま市議団 

総合政策委員会委員、予算委員会委員 

原田 健太（市議・浦和区） 

昭和４２年生まれ   

民主党・無所属の会さいたま市議団、文教委員会委員長 

予算委員会委員、民主党埼玉県連副幹事長 
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第第 88４４回回たたけけままささ公公一一とと語語るる会会  
テーマ 

 

「雇用の危機」 
 

日 時：2 月 28(土)14 時～16 時 

会 場：市民会館うらわ 101 
浦和区仲町 2-10-22 

TEL 048-822-7101 

参加費：無料 
 
月１回、オープンミーティング形式で勉強会

を行っています。ぜひお気軽にご参加下さい。 

 

上記イベントについてのお問い合わせ、申し込みは・・・ 

TEL 048-832-3810  FAX 048-832-3846 

E-mail： voice@takemasa.org  ・・・までお願いいたします。 

 

衆議院議員たけまさ公一 ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 
●.昭和３６年(１９６１年)生まれ。 ●さいたま市立木崎小、木崎中、県立浦和高校、慶応義

塾大学法学部政治学科卒業。平成元年、松下政経塾卒業。 ●平成１１年４月、埼玉県議会

議員２期目当選。 ●平成１７年９月、衆議院議員３期目当選。 ●民主党 NC(=次の内閣)

外務（副大臣）担当、決算・行政監視調査会会長。民主党埼玉県連幹事長。衆議院外務委員

会理事。テロ・イラク特別委員会委員。 

たけまさ公一事務所・所在地 

■浦和事務所 さいたま市浦和区北浦和3-6-11 松本ビル 2階 TEL:048-832-3810 FAX:048-832-3846 

■岩槻事務所 さいたま市岩槻区本町5‒5-12                             TEL:048-749-6801 FAX:048-749-6802 
■国会事務所 千代田区永田町 2-1-2 第 2議員会館 312 TEL:03-3508-7062 FAX:03-3519-7715 

～～衆衆議議院院議議員員  たたけけままささ公公一一～～  

「「国国会会見見学学会会」」  
  

日 時     ２月 13 日(金)  

集合 ８：３０ 
集合場所  北浦和図書館前 
会 費   ３，５００円 

 

詳細は下記の事務所までお気軽に

お問い合わせください。 

 

衆議院議員 
たけまさ公一を 

「励ます会＇09」 
 

日 時：平成 21年３月１２日(木) １９時開会 
 

会 場：浦和ロイヤルパインズホテル  
（浦和区仲町２－５－１） TEL 048-827-1111 

会 費：20,000円  
(この催物は、政治資金規正法第 8条の２に規定するパーティーです) 

 


