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したが、あくまでも川越市にかかる選

の支出、国の支出、下段に表を上げま

回の選挙がありました。市の支出、県

弱、なんと本人の選挙を含めると、八

私が議員になってから二年と六ヶ月

選挙にかかる費用

に、今回の私の一般質問はゴミ処理関

業の進展が見えた事になります。ゆえ

てはいささか疑問も残るが、これで事

私としてはなぜ凍結したのか今となっ

言であり、評価をいたします。しかし、

橋市長自らの凍結解除とも言える宣

「新清掃センター建設事業計画」の舟

たのが、川越市の最重要課題である

す。頑張ります！

大好き！」といえる川越にしていきま

整理し、市民にとって今以上に「川越

議員に課せられた負託をあらためて

る身近な問題解決も含めて我々地方

うとしています。現実に市民が要望す

三次総合計画による新しい道を進も

（ひげ通信八号）川越市はこの先、第

年半で８回の選挙！
選挙！
２年半で

挙執行経費です。ご参考までに。

おきたいと思います（本文二ページ）

一般会計補正予算について少し述べて

また、議案の中味では特に十七年度

細は本文三ページ）

ター」に絞り、質問を行いました。（詳

係から「資源循環型社会と新清掃セン

九月定例市議会
第四十四回衆議院議員選挙の後、
第三次小泉内閣が発足しました。小
泉首相は「改革路線を後退させぬ」と
意欲満々である。さて三位一体改革
が叫ばれてから時がたちますが、地方

なおり、九月一日より定例市議会が

しいものがあると私は思います。そん

持つようになりましたが、財政上は厳

年から中核市であり、特定の権限を

のでしょうか？我が川越市は平成十五

来初めて市長自ら予算の厳しさを発

本会議の答弁の中で、四期目就任以

政は問題が無いと言っておりましたが、

す。日頃から舟橋市長は川越市の財

政は私自身、厳しいと評価しておりま

前文でも述べましたが、川越市の財

川越市の財政
川越市の

開会され途中国政選挙により休会を

言致しました。私は、首長（市長）の発

支出金額
５８，６５５，９３７円
１０９，９３９，５４３円
５７，９８９，８１８円
４９，４７６，０１７円
６３，７２９，０２８円
６７，２１４，４８７円
４９，３０７，２１０円
７５，９９５，０００円

支出先
埼玉県
川越市
埼玉県
国
国
国
川越市
国

執行日
選挙名
H14. 4.13 県議会議員選挙
H15. 4.27 市議会議員選挙
H15. 8.31 埼玉県知事選挙
H15.10.26 参議院補欠選挙
H15.11. 9 衆議院総選挙
H16. 7.11 参議院通常選挙
H17. 1.23 川越市市長選挙
H17. 9.11 衆議院総選挙

に対する財源、権限の移譲はどうなる

挟み九月二十八日に閉会になりまし

言は大変重く、我々議員各位もきち

順位の決め方でもあると私は思います。

財政上のバランスであり、使途の優先

ております。また、特に重要なのは、

んと受け止めなければならないと考え

た。

新清掃センター計画凍結解除
新清掃センター
センター計画凍結解除
今回の市議会では提出された議案
はさほど多くなく、内容もピリッとし
ない議会であったが、特に注目をされ

※H17. 9.11 執行の衆議院選挙は予算額である。

（川越市選挙管理委員会）

・選挙執行経費

No.10

ひげ通信
ひげ通信
（1） 2005 年 10 月

市議会議員

おのざわ康弘の

2005

発行日 05-10 発行責任者 小島治樹 原田定明 小野澤康弘後援会 川越市小仙波町 5-15-3 川越市吉田 715-16 ℡049(232)5789 ℡049(231)4850

国は改革・川越市はどうなる

主な議決案件
九月定例議会の主な議案
九月定例議会の
４０００万円の補正である。厳しい市の

土木費についてもやはり補正されたが、

億５８７５万円が補正された。さらに

鏡山酒造跡地の市への引渡により、９

中で中心市街地活性化の核となる、

損なわず、必要な財源を保障するこ

地方公共団体（川越市）の自主性を

地方交付税の目的とは

できないであろうと思う。

多い、特に公共性のある道路工事等は

み違いが大きすぎたのではないでしょ

額である。これは市の算出方法の見込

五億円であり、予算対比が約６８％減

所予算が十六億に対して決定額が約

ではないが、十七年度は普通交付税当

普通交付税の総額とは一致するもの

性化に努力します。

議案の提出も考え、川越市議会の活

※今後は更に議員からの提案による

が期待されます。

護」「地方から国を変える」という効果

イレクトメールの減少」「個人情報の保

て「身に覚えの無い、著しく迷惑なダ

制定することとなりました。結果とし

否等を盛りこんだ条例を国に先立って

で議員提出議案により閲覧請求の拒

など問題がある場合もあります。そこ

目的や、閲覧等の調査に利用される

閲覧が出来るとされているが、不当な

住民基本台帳とは原則的には公開

いて

する条例を
覧に関する条例
条例を定めることにつ

川越市住民基本台帳の一部閲
川越市住民基本台帳の

までにない議員提出議案
今までにない議員提出議案

うか？

とによって地方公共団体の独立性を
強化することにある。また、
性格的には独立財源である
ので、その使い道は何の制限
も受けない一般財源である。
私が思う今後の
今後の課題
ひげ通信冒頭でも示しま
したが、我市の市長も財政の
厳しさを指摘しておりまし
た。しかしながら地方交付
税が減額されるということ
は、それだけ自主財源があ
るということでもあるが、な
ぜ市民要望や新しい計画と
なると財政がとても厳しい
というのでしょうか？少し難
しくなりますが、普通交付
税とは基準財政需要額が基
準財政収入額をこえる地方
公共団体に交付される、い
わゆる財源不足額である。
川越市の場合も財源不足は
確かである。財源不足額と

トピックス

予算ではあるが、これでは市民要望が

17 年度中核市 35 市の内、普通交付税が当所予算より減額された１４中核市

（九月一日～九月二十八日）

〔原案可決〕

中核市における普通交付税の状況

主な議決案件

十三件

専決処分承認について 〔原案可決〕
決算認定について
〔継続審査〕

て
〔原案可決〕

町の区域を新たに画することについ

条例の制定について

二件

四件
〔原案可決〕

条例の一部改正について
〔原案可決〕
補正予算
広域行政推進協議会の協議
〔原案可決〕
教育事務の委託の廃止について
〔原案可決〕
教育事務の委託について
〔原案可決〕
他人事案件
詳しくは議会だよりを参考に

総務常任委員会の
主な議案について

-68.7%
-1.9%
-9.1%
-27.3%
-1.3%
-2.9%
-93.0%
-7.9%
-5.5%
-7.9%
-2.8%
-7.7%
-26.5%
-2.6%
△1,098,402
△641,276
△90,935
△2,657,027
△258,515
△300,063
△799,941
△2,334,109
△1,016,760
△594,286
△362,877
△2,715,641
△2,948,931
△470,685
334,565
360,065
561,126
428,436
456,047
404,417
371,135
792,762
515,961
480,460
363,882
667,746
443,977
307,899
川越市
旭川
船橋
横須賀
金沢
岐阜
豊橋
堺
東大阪
姫路
奈良
熊本
大分
宮崎

議案九〇号平成十七年度川越市一
般会計補正予算についてふれますと、
歳入では国が交付する税である地方
交付税が１０億９８４０万２千円減額
となった。歳出 については、 商工費 の

減額(千円) 予算対比(%)

普通交付税当所予算額 決定額(千円)
(千円)
1,600,000
501,598
32,990,000 32,348,724
1,000,000
909,065
9,720,000
7,062,973
20,600,000 20,341,485
10,500,000 10,199,937
860,000
60,059
29,621,000 27,286,891
18,500,000 17,483,240
7,500,000
6,905,714
12,739,000 12,376,123
35,229,000 32,513,359
11,124,000
8,175,069
17,860,000 17,389,315
人口
都市名
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私の議会質問
資源循環型社会と
資源循環型社会と
新清掃センター
新清掃センター
冒頭でも話しましたが、川
越市の新しいゴミ処理施設の
新清掃センター建設計画の
凍結解除の宣言が市長より
ありました。長い間プラント
機種の選定について進行手
順が好ましくなく事業計画
が止まっておりました。その
問題も含め一期生及び、会
派でも精力的にゴミ処理施
設の視察や勉強会を行って
まいりました。そこで今回の
一般質問では、清掃センター
関係を取り上げてみました。
質問の視点としては、資源の
循環と新清掃センターについ
ては施設等建設関係、機種
選定に関する手順と市長の
意気込みです。
おのざわ
① 川越市の循環型社会を
目指したゴミの将来像
とは
② 川越市のゴミ最終処分
量の削減についての具体
的な取組みとは
③ 平成二十二年で、満了
となる最終処分場（小
畔の里クリーンセンタ
ー）の平成二十二年以
降の考え方
環境部長
① 川越市一般廃棄物基本

計画を改定し４Ｒの推進
４Ｒとは
発生抑制（リデュース）再利用
（リユース）再生利用（リサイ
クル）不要なものは買わない
（リフューズ）

② 生ゴミ処理機購入費補助事業、
集団回収促進事業、布類拠点回
収事業、プラスチックゴミ回収事
業
焼却灰等の一部を埋めずにセメン
ト原料としてリサイクルにより最
終処分量の削減に努める。
③ 技術革新や、焼却灰等の資源化
率を図り延命化を図りたい。
おのざわ
① 技術的に進歩しても処分場をな
くすのはむずかしい、小畔の里ク
リーンセンター、第二処分場の建
設を含め積極的な対応を要望す
る。
② 新しい交付金制度によるとゴミ
焼却施設は熱回収施設と呼ばれ

るようになったが、新清掃センタ
ーは温室効果ガスの削減に効果
があるのか。
③ 平成七年に都市計画決定されて
いる、センター事業用地は川越市
の洪水ハザードマップの想定によ
ると浸水が４ｍ以上であるが、建
設に支障は無いか。

提案！環境学習施設を
環境学習施設を設けよ
提案！

④ 名細地区を環境先進モデル地区
のような施策と地元や市民が土、
日も利用できるような環境学習
施設の整備を当センターに提案
する。
環境部長
① 小畔の里クリーンセンター二期分
工事は、安全性の高い最新工法の
検討が必要であり、又、災害時な
どの廃棄物の一時保管場所として
確保しておくことも重要と考えま
す。
② 交付金制度では、発電効率または
熱回収率一〇％以上の施設が対
象であり、可燃ゴミをエネルギーと
して利用するリサイクル施設であ
るので施設で利用される電力使用
が減る為、温室効果ガスの削減に
も効果があると考えます。
③ ごみ処理や施設に影響が出ないよ
う、最善の対策を講じます。
④ ゴミ問題に関する啓発、啓蒙施設
を併設すると共に、環境学習セン
ターは今後検討致します。
おのざわ
① 今後事業を進めるに当り、地球
規模からの視点を念頭に置き新

たな組織を立上げ、全庁的な合
意形成を行う必要があると思う
がいかがか
② 事業の開始から十四年が経過し
た。今後市長の望む決意と考え
を聞きたい。
助役
① ご指摘のように多面的な視点か
ら検討をし、今まで以上にきめこ
まやかな部長会議や庁議という
組織をつかって意思決定する。
市長
② 小野澤議員には色々とご指摘あ
りがとうございました。凍結の解
除をし、緊張しています。
今までいろいろあったが、環境のこ
ともかたまってきた、だれが何と言って
きても透明、公平、公正により、最新
のデータに基づいた川越のシンボルにな
るような施設をつくります。私の決意
とします。

ごみ処理トリビア

ゴミクレーン
幅約 4ｍ、高さ約 2.4ｍの大きさのゴミクレーン
です。
つめ状の部分をバケットと呼び、一度に 10 立法
メートル、2.8t（小学生約 100 人分の重量のゴミ
を運べます）
（いさはや市）
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行政の情報は市民の共有財産である

市議会も九月はクールビズ！

川越市政の
川越市政の

ココに注目！

療所を設置する方向で、準備を進め
ているとのこと。
※現在の国民健康保険川越市立診療所

※川越市国民健康保険運営協議会
は、国保川越市立診療所のあり方につ
いての答申（概略）では、昭和四八年か
ら診療を開始した同医療機関について
国保直診施設としての市立診療所の
役割は終わったものと判断し、新たな
川越市立診療所として発足すべきと
考え、新たな公的医療機関としての考
えを示した。
１．小児科医療の充実
２．障害者（児）の歯科診療
３．休日、夜間の診療の充実
４．災害対策について
５．感染症対策について
その際は「休日急患、小児夜間診療
所」を統合し、現在の老朽化した施設
では診療は困難であり，早急に新たな
場所に移転，新築することが望ましい
との考えをまとめた。
〇確かに現況の建物、地盤等を考え
ると、大きな課題であることは間違い
無いと私も思います。

ＪＲ東日本へ
要望！
ＪＲ東日本
東日本へ要望！

ＪＲ川越線における増発の早期実現に関す
る要望
〇川越線の輸送力の増強のお願い
１． 沿線住民の利便性向上と更なる鉄道
利用を図る為、川越線以西の複線化のお
願い
２． 川越線日進駅以西の複線化が実現す
るまで当面の間列車の増発が可能となる
よう、西川越駅、笠幡駅における列車の
すれ違い施設の整備をお願いします。
平成十七年七月十四日
東日本旅客鉄道㈱本社のある新宿まで行
きＪＲ川越線に関する要望をいたしました。
その中で私は、川越市の経済効果，交通事
情の為にも公共交通機関の役割を強く訴え
てきました。対応されたＪＲの幹部の方もう
なづき、これからの公共交通機関の大切さ
を理解されていたようでした。
要望書提出議員
（川越市）
渋谷実 県議、小野澤康弘 市議
（日高市）
小谷野五雄 県議、橋本利弘 市議、森崎
成喜 市議

市長への申
市長への
への申し入れ

名細統合公民館建設に当っては、地域
住民の要望を汲み入れた児童施設も併
設されますよう申し入れを川越市長にい
たしました。
なお十月より本敷地の測量および地
質調査に入る模様です。
小野澤康弘 議員、松井釜太郎 議員
中原秀久 議員、倉島美恵子 議員

次回の議会

ＴＥＬ２３２―
ＴＥＬ２３２
２３２―５７８９
ＴＥＬ２３１―
ＴＥＬ２３１
２３１―４８５０
ＦＡＸ２３３―
ＦＡＸ２３３
２３３―９３１０

市政に関するご相談や、ご意見があり
ましたらお気軽に、ご連絡下さい。

十二月定例議会にも
是非傍聴にお越し下さい。

今回の市議会ワンポイントはお休み
します。

・平成１７年９月２０日 市長室

川越市のアスベスト対策
アスベスト対策
川越市の
市民の健康を守る為、本市における
アスベスト対策に関する部局間の連絡
を図りアスベスト対策を総合的に推進
する目的により井上助役をリーダー
とする、川越市アスベスト対策連絡会
議が平成十七年九月一日に設置され
ました。
専門部会
公共施設専門部会
民間施設専門部会
環境専門部会
健康専門部会
等をつくり掌管事項としては
・ 公共施設及び民間施設における
アスベストの調査及び対策
・ 建物の解体、廃棄物の処分に伴
うアスベストの飛散防止に関する
こと
アスベストに係わる健康被害に関
すること
・

国民健康保険川越市立診療所
及び川越市休日
川越市休日、
、急患
急患、
、小児夜間
診療所の
診療所の一体化について
一体化について
市立診療所、保険福祉推進課の報
告によると平成十七年四月十八日川
越市国民健康保険運営協議会の答申
を受け、川越市立診療所と、併設の川
越市休日急患・小児夜間診療所との
統合について検討を行った結果、当面
平成十八年四月一日に現行の両施設
の機能を一体化し，（仮）川越市立診

・ＪＲ東日本本社
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