こくみんみんしゅ

PRESS
2019年3月

号

外

国民民主
KOKUMIN

MINSHU

PRESS

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1
電話：03-3595-9988 メール：press@minshin.or.jp
国民民主プレス編集部

URL：https://www.dpfp.or.jp

県議会では「立憲・国民・
無所属の会」で政策実現!

まちだ皇介さんを

県議会議員選挙
公認候補予定者に決定！

39歳
まじめに県政改革、

一直線。
上尾・伊奈・県民生活の向上。

前代未聞の汚職による当時の市長と議長の

しゃらに信頼回復のために活動してきました。

同時逮捕。

まちださんの原点は「改革」にあります。

あの事件は、示された予算書の疑問点をまちだ

県政には、今回の事件を生んだ入札制度だ

さんが指摘したことから明らかになりました。

けではなく、市や町と県が牽制し合う許認可

調査を進めていくなかで浮き彫りになったの

制度、不透明な議会制度など、改革をしなけ

は、問題が一部の人間にとどまらず、行政の

ればならないことがあふれています。

制度や仕組み、そしてなにより「常識」のなか

「まじめに県政改革、一直線。」

にこそあるということです。

市議会議員として進めてきた改革を県政で

まちださんはテレビ番組の制作の仕事をして

も実現するため、皆さんの声を聞かせてくだ

いたときに、連日報じられる汚職のニュース

さい。

に憤りを感じて政治の道を志しました。

まちだ皇介さんは、皆さんの声を力に変え

そして、事件の後は市議会副議長としてがむ

て、必ず改革をやり遂げます。

まちだ皇介プロフィール

■1979年7月生まれ（39歳）。身長188cm。
■桶川西中学校、蕨高校、日本大学商学部卒業。
■TV番組制作会社、代議士事務所スタッフ勤務を経て、
2007年に上尾市議会議員に当選（以後3期）。
■第46代上尾市議会副議長。国民民主党埼玉県連副幹事長。
▷趣味： スポーツ観戦、ソフトボール・フットサル・グランドゴルフ・
愛犬の散歩
▷家族： 妻、長男（1才）、愛犬・茶々丸（♀）

身長
188
cm

伊奈で遊び、心と身体を鍛えた子ども時代

以前まで母方の祖父の家が伊奈町にあったので、小さい頃は、両親や祖
父とバラ公園で遊んでもらったり、お正月には伊奈町の氷川神社にお参
りに行きました。
また、小学生の頃は、少年野球で、近隣市町のチームが集まり県民
活動センターで合宿をし、伊奈のチームと試合をしたり、中学生の頃
は、部活動の練習試合で、よく小針中学校へ自転車で行った思い出
があります。

伊奈で遊んだ幼少期

まちだ皇介さんの詳しい政策は裏面をご覧ください▶
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に憤りを感じて政治の道を志しました。

まちだ皇介さんは、皆さんの声を力に変え

そして、事件の後は市議会副議長としてがむ

て、必ず改革をやり遂げます。

まちだ皇介プロフィール
◆ 経歴

桶川西中学校、
蕨高校、
日本大学商学部卒業
テレビ番組制作会社、
代議士事務所スタッフを
経て、
2007年に上尾市議会議員に初当選
（当選時、
最年少28歳）

〇まちだ皇介が政治を志した理由

地元で二人兄弟の長男として生まれました。
おじい
ちゃん、おばあちゃん子で、小さい頃は実家が養鶏
場を営んでおり、卵の採取や販売、
ひよこの面倒を
見た思い出があります。
思い返すと、農村部だったこともあり、近所のおじさ
んやおばさんによく面倒をみてもらったり、悪いこと
をすれば叱られたり、
地域の子どもとして育ててもら
いました。
その頃、祖父は政治に携わっていました。祖父は、地
域の声を聞いて世のため人のために行動し、間違っ
ているものは間違っていると貫き通す昔堅気な姿
勢で政治に向き合っていました。

1979年7月31日生まれ
前上尾市議会議員
（三期）
・前上尾市議会副議長
国民民主党埼玉県総支部連合会 副幹事長

◆ 家族
◆ 特徴
◆ 趣味

妻、
長男(1歳)、
愛犬・茶々丸(メス)
身長188ｃｍ
こう見えても39歳、
ソフトボール、
グランドゴルフ、
スポーツ観戦、
フットサル、
愛犬の散歩

そして、県内の高校と都内の大学を卒業した後、
テ
レビ番組の制作会社に就職して主に朝の情報番組
の制作に携わりました。
番組では当時、連日政治家のスキャンダルや不正な
どを取り扱っていました。
この時私の中に、
自分自身
が感じるこの「政治に対する不信感を払しょくし、
信頼される政治に変えたい」
という思いが大きくな
りました。その思いを実現するために、代議士事務
所のスタッフを経て、2007年、28歳で上尾市議会
議員選挙に立候補をし初当選。
これまで自治体議員
として改革を一歩でも進められるよう取り組んでき
ました。

身長
188cm

まちだ皇介さんの詳しい政策は裏面をご覧ください▶

まじめに

県政改革、
一直線。

上尾・伊奈・
県民生活の向上。

信頼される県政へ。

行政の常識を改革し、
上尾・伊奈・県民生活の向上を！

全国に発信できる魅力あるまちへ。

制度を改革！

持続可能なまちへ。

まちづくりを改革！ 暮らしを改革！

◆上尾市での事件を生む原因
となった入札制度の適正化

◆上尾市・伊奈町に県を加えた
広域連携の推進

◆安心して結婚・出産・子育てが
できる環境整備

◆許認可制度を見直し市町に
権限を委譲

◆交通の利便性など特性を活かし
た産業振興と雇用の確保

◆医療・介護体制の充実と多世代
参加型健康づくりの促進

◆政務活動費の全面公開など
議会改革

◆スポーツ・文化・歴史を活かした
観光施策の推進

◆地域・行政・関係機関が連携
した防犯・防災体制の推進

◆中選挙区制の導入による
議員定数の削減

◆2020オリンピック・パラリンピッ
クを契機とした魅力発信

◆持続可能な社会の担い手を
育成する教育の推進

「改革」が原点。
汚職問題を議会の場で
明らかにしたまちだ皇介さん
2015年（平成27年）3月 文教経済委員会でのまち
ださんの質問
（要約）
まちだ これまで環境センターを委託していた企業
は、
大体資本金が約2億円で従業員が3千人以上で、
その前は資本金が約1億円で従業員が2千人以上で
あるのに対して、今回の会社（明石産業）は資本金1
千万円で従業員30名です。
帝国データバンクの資料
では、
従業員は17名、
評価はDの3で100点満点でい
うと40点くらいであるとされています。さらに、企業
の住所も調べましたが上尾支店とされているものを
調べると普通の住宅です。
このようなことについて把
握していたのかということをお伺いします。
答弁 確かに規模が小さいということで、従業員数
も少ないというご指摘ですが、不安だからといって
契約を解除することは出来ませんので、業務を請け
負わせて初めてちゃんと出来る会社かどうかという
のも、やってみないとわからないというところが、初

まちだ皇介の

考え

まちだ皇介さんは、
これまで市議会議員として改革に取り組んできました。
そのなか
で最も大きな改革前進の契機となったのが2017年の上尾市の環境センターをめぐ
る汚職事件です。この問題は、まちださんが委員会の場で業者選定をめぐる疑問点
について指摘したことで顕在化し、
市長・議長の逮捕とその後の市長選挙のきっかけ
をつくりました。
問題発覚後は調査特別委員会の場で追及を続けるとともに、
副議長
として信頼回復と問題を生んだ土壌である制度の改革に努めてきました。

めての所は確かに
ございます。
まちだ 繰り返し
になりますが 、今
まで請け負ってい
た会社と比べると
あまりに規模が違
いすぎます 。上 尾
市の23万人弱のゴ
ミ処理の大事な施
設を「やってみないとわからない」というような企業
に任せていいのでしょうか。
2018年（平成30年）2月 西貝塚環境センター調
査特別委員会でのまちださんの質問

まちだ 平成27年度の環境センター運転管理業務
の入札については、
結果として落札後の資格審査にお
いて参加資格があると判断され、
契約をし、
そしてそ

の後の審査で具体的な技術者名簿が提出をされず、
契約解除となりました。
契約前の参加資格審査では、
これまでの委託先との会社規模や実績の違い、
また
契約をした明石産業の上尾支店の実態などを踏まえ
て、
誰も疑義が生じなかったのかお聞かせください。
答弁 平成27年度西貝塚環境センター運転管理
業務の入札における参加資格に関しましては、埼玉
県電子入札競争入札参加資格審査において埼玉県
が審査をし、合格となり、登録されておりましたの
で、
疑義は抱いておりませんでした。

上尾市の汚職事件の根底にあるのはいわゆる
「ザル」の状態である県の入札参加資格審査
制度です。まちだ皇介さんは、このような入札
制度を許してきた埼玉県議会を、
これまで培っ
てきた改革力で変えていきます。

わたしたちもまちだ皇介さんを応援しています！

埼玉県知事

上田 きよし

衆議院議員

大島 あつし

広域連携で住みよい地域へ前進
持続可能な
自治体運営

まちだ皇介 連絡先

公共施設の
相互利用

伊奈町長

大島 清

上尾市長

畠山 稔

将来を見据えれば、サービスなども含め、近隣の自治体間で連携していくことが、
持続可能な自治体運営、住民サービスにつながると考えます。
既に上尾市と伊奈町は、斎場つつじ苑の運営や消防通信指令業務の共同運用、
図書館の相互利用など連携しています。今後は、広域ごみ処理施設の整備に加え
消防や水道、交通、産業振興、公共施設の相互利用など、あらゆる分野で広域連
携を考える必要があります。

上尾事務所：〒362-0014 埼玉県上尾市本町5-11-13 1階
TEL.048-729-5587 FAX.048-729-5807
伊奈事務所：〒362-0804 埼玉県北足立郡伊奈町本町1-211 ラフォーレ2 201号
詳しい
まちだ皇介
政策は
E-mail k.machida@ba.wakwak.com
http://k-machida187cm.com

