No.11

ひげ通信
ひげ通信
（1） 2006 年 1 月
市議会議員

おのざわ康弘の

2006

11
活動報告

No.

ひげ通信

発行日 06-01 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

２００６年、戌゛市議会報告

今年は戌年
戌年とは十二支の第十一番目に位
するもの
西から北へ三十度の方角であり、時
刻でいうと七時から九時の間の時刻

新しい年に向って長期的な財
政の見通しと市のグランドデザ
インが必要！
昨年におかれましては、皆様にご支
援、ご協力をいただきまして、深く感
謝を申し上げます。さて川越市も平
成十八年四月から第三次総合計画が
スタートを致します。また、四期目を
迎えられた舟橋市長の体制も二年目
を迎えようとしております。今、川越
市にとって何が大事な事であるか、私
なりに思うと、長期的な財政の見通
し、また市のグランドデザインの構築、

我が家のＭ・ダックスフンド

川越市政を保って行かなければならな

又行政、議会の役割と責務をもって、

と責務、

の役割

事業者

市民・

による

民参加

「協働」という言葉もあるように、市

三次総合計画のキーワードでもある

ければならないと思います。そして第

政の情報の公開をきちんと行わせな

をきちんと受け止め、市民に対し行

たい。そして私達議員がまずこの実状

御苦労も有ると思います。しかし、す

で舵取りを行う舟橋市長は、大変な

政をしいられています。そのような中

で、地方自治体はどこも大変苦しい財

改革と地方分権の推進とは名ばかり

推進であると考えます。三位一体の

現在の施策による重点事業の確実な

鉄筋不足や検査機関の問題等も話題

現在の民間デベロッパによるマンションの

う一点「防災士」も用意したのですが、

ました。議会にたいしての通告ではも

ある事から、前記の二点の質問を行い

品質を確保するという前提が必要で

て現在及び将来の市民の為に、優良な

事に関しては、公共工事のあり方とし

い重点事業の推進体制の問題点と、工

も書きましたが、やらなければならな

式について質問をいたしました。冒頭で

の品質にかかわる総合評価型入札方

おける大規模事業の推進体制と工事

今回の私の一般質問では、川越市に

これからの川越市の事業に重要
な事とは大規模事業の推進体制、
公共工事の品質にかかわる総合
評価方式の導入！

ての議案（２ページ参照）です。

を定める事と指定管理者の指定につい

きな議案としては、第三次総合計画

００５年十二月議会の報告の中で、大

さて、十一号のひげ通信ですが、２

十二月定例市議会

中で座礁しないよう頑張っていただき

でにスタートしている航海であり、途

いと思います。まだまだ高齢化社会は

となっていたので、あえて二つの題に絞

りました。

続きます。社会保障等による市財政

の民生費は上がる一方だと思いますが、
議員としての役割を果たし、市民とと
もに元気な川越をつくって行きます。

主な議決案件
十二月定例議会の主な議案
十二月定例議会の
（十一月三十日～十二月二十一日）
主な議決案件

三件

〔原案可決〕

総合計画（基本構想について） 一件

条例の制定について

補正予算
一件〔継続審査〕

三件〔原案可決〕

合計画（基本構想）を制定する。

二条第四項の規定に基づき第三次総

をもって終了する為、地方自治法第

をしているようにパブリックコメントを

あれば尚のこと、以前から議会で指摘

大変不備があり「協働」を掲げるので

パブリックコメントとは、手続き的には

越谷広域斎場の特徴

れます）

（越谷斎場は葬祭場も同施設に含ま

広域斎場の調査報告をいたします。

たしましたが、県内の越谷市における

市斎場について必要性について掲載い

情報の提供を求める手続き。
〈会派〉政務調査部会長としての報告
斎場について「ひげ通信９号」で川越

公表して事前に市民などから意見や

計画の策定などを行う場合に原案を

条例化すべきである。
パブリックコメントとは
行政機関が規則等の制定、改廃や

制定の内容
「基本構想」「基本計画」「実施計
画」計画期間は平成十八年度から平
成二十七年度までの十年間
〇都市づくりの目標について
将来都市像を「ひと、まち、未来、
みんなでつくるいきいき川越」とし、基
本目標と六つの分野別基本目標を定
める。また平成二十七年の将来人口
を三十四万人と想定すると共に自然
と調和のとれた魅力ある都市像を創
造してゆくための総合的、計画的な
土地利用を図る為、土地利用構想を
定める
〇施策の大綱
全体に共通する方向性「協働によ
るまちづくりと健全で効率的な行財
政運営の推進」
総務常任委員会での私
総務常任委員会での
での私の質疑
第三次総合計画のキーワードであ
る「協働」によるまちづくりについて特
に市民参加に伴い、まちづくり条例や

・ 平屋建
・ 利用者の個別化を徹底、他の会
葬者と輻輳しない動線計画
・ 地盤対策、耐震対策
⑤設備
・ 再燃焼炉の設置、ダイオキシン対
策
・ 都市ガス使用によるＣＯ２の低減
化、臭気対策
・ 火葬作業の自動化
⑥運営
・ 予約案内システムの採用
⑦防災対策や非常時対策

※越谷については一部の掲載となります。

〔原案可決〕
五件

二件

〔原案可決〕

条例の一部改正について

条例の廃止について
〔原案可決〕
指定管理者の指定について 十五件

三件

〔原案可決〕
道路線の認定について

請願

一件〔原案可決〕

〔原案可決〕

附帯決議

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
議案１０２号である第三次総合計
自治基本条例が必要であると思う。

８６，３６２㎡（斎場３２，０００㎡
公園５４，０００㎡）
①開場……平成十七年八月一日
②事業方式…ＰＦＩ方式（４Ｐ参照）
・ 財政の削減化、平準化
・ 民間のノウハウの活用
・ 官民の適正なリスク配分
③施設概要
・ 火葬炉―十四基
・ 葬祭場―四室
・ 動物炉―一基
④建築物…コンセプト
・ 杜の斎場の演出「水と緑の水郷越
谷」

市外

市民の意見を反映する手続きとして
パブリックコメントがあるが、川越市の

10,000円
5,000円
80,000円
40.000円

大人８０歳以上
無料
１２歳以上８０歳未満 1,100円 １２歳以上
小人１２歳未満
800円 １２歳未満
大人１２歳以上
30,000円 １２歳以上
小人１２歳未満
20,000円 １２歳未満

市内

画（基本構想）を定めることについて
制定の趣旨
第二次総合計画が平成十七年度

川越市

越谷市（越谷、吉川、松伏）
86,362㎡
ＰＦＩ方式
火葬炉１４基、動物炉１基

6,205.12㎡

敷地規模
事業方式 直営
施設
火葬炉５基
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行政の情報は市民の共有財産である

私の議会質問
大規模事業の推進体制に
ついては、市の組織のあり方
について日ごろより市の体制
と事業に対する考え方に疑
問を持ったからです。組織や
事業に影響するものが責任
と権限であることから、担当
部長制の導入の提案を行い
ました。
総合評価型入札方式につ
いては「公共工事の品質確保
の促進に関する法律」の施行
により公共工事のあり方に
ついて発注者側である行政
側の能力アップの必要性と
受注者側である民間企業か
らの技術提案による能力の
活用や、談合の防止の点か
らみても有効な入札方式と
考え一般質問の中で、今後
川越市への導入を強く要求
しました。

質問骨子）
（質問骨子）

大規模事業 の 推進体制
大規模事業の
について

おのざわ
① 現在継続中の事業や今
後予定されている事業
で大規模事業とは何か
② 厳しい財政状況の中で
大規模事業の優先順位
はどう考えているか。
③ 大規模事業の推進体制
（組織名、事務分掌、人
員、職員構成、職位）は
どの様になっているか。

④ 組織名称には事業の進捗状況が
市民に分かり易い名称が必要で
はないか。
⑤ 民間であれば部長級が担当する
事 業は プラ イ オリ テ ィー （優 先
権）が高い場合が多いが、市の場
合は事業組織のトップの職制が部
長級から課長級までいろいろあ
るが、組織のトップとは事業の熟
度や優先度に関連して決定すべ
きであると思うが、どう考える
か。
⑥ 市民から見ると職員が途中で変
わるとその事業がトーンダウンし
たと見えるが、事業の進展に応じ
て重点配置が必要であると思う
がどうか。
⑦ 事業に応じてフレキシブルな人事
異動が必要ではないか。
以上の質問の答弁を受け最後に市
長にお伺いいたします。
事業の推進体制は、責任と権限だ
と思います。組織の重要度、事業の大
きさにはそれに見合った責任体制が
必要だと思います。その責任には、権
限を持った職が必要になります。
やはり、新清掃センターのような
大きな事業などは、進捗によっては事
業の推進にはラインの部長の体制で
は、大変であると思います。必要に応
じて、議会答弁を行い、決裁権限を持
つ担当部長制の導入をお考えになっ
たらいいのではないでしょうか。現在
の理事とは違い、担当部長制を導入
することにより、責任体制の明確化
と、権限の現場への委譲、現在のライ

ンの部長の負担が軽くなり通常の業
務の遂行が円滑に行えるのではない
でしょうか。新年度からでも導入して
事業の推進を対外的にも、庁内にも
示すことが重要だと思いますが市長
いかがなものでしょうか。
市長
市の工事で大規模でかつ継続的な
工事について、専任の担当職員を置く
べきであるというご提案についてはまこ
とにその通りでございます。今後はそ
の様な事業につきましては、その事業
が終わるまでの期間だけでも専任の職
員を置いてやってもらい、内部でも格
上げをして、議会答弁も出来るように
しなければならないと考えます。

総合評価型入札方式について
総合評価型入札方式について
おのざわ
質問骨子）
（質問骨子）
① 「公共工事の品質確保の促進に関
する法律」による総合評価型入
札制度とはどのような入札方式
なのか。
② 総合評価型入札制度方式のメリ
ット・デメリットについて。
③ 「公共工事の品質確保の促進に関
する法律」の施行による一連の流
れと意図とは何か。
④ 総合評価型入札方式を採用して
いる自治体とは。
⑤ 総合評価型入札は談合防止にな
ると聞くが、指名競争入札との
関係はどうか
⑥ 川越市の入札制度の勉強会とは
どのような事を行っているのか。
⑦ 「公共工事における総合評価方式
活用検討委員会」の委員に川越市

が入っているがその経緯とは。
⑧ 検討委員会が定めるガイドライ
ンの内容とは。
以上の質問の答弁を受け最後に市
長にお伺いいたします。
川越市は余り積極的ではないよう
な気がします。国のガイドラインを検
討する委員会に川越市がかかわって
いることは、全国の自治体からも川
越市が注目されていると思います。
大規模な事業だけでなく市町村でも
可能な手法もあるようだし、是非建
設部も契約課
と協力し、総
合評価型入札
制度を導入す
ることを求め
ます。入札制
度については
日頃から公平性、透明性の確保が求
められており、今回の法律により発
注責任も生じているわけですから、
川越市は全国の自治体に率先して導
入することについて市長の答弁をお
願いします。
市長
入札については、当然総合評価方式
のように全部評価する必要がある。ま
た、対外的評価があり、内部だけでは
なく分かりやすく皆さんに理解して
もらい、なるべく早急に考え処理をす
る！更に、新たな方式とは今までとは
考え方を変え入札については当然総合
評価方式を取り入れなければならな
い！また、対外的に理解される人事
配分も行っていく！

ひげ通信
2006 年 1 月 （4）
ひげ通信
〇一人一日平均排出量（単位：g/人・日）表２ 〇計画収集人口の見直し結果
表１
前基本計画予測 現基本計画予測
目標年度 年度 人口
16
332,247人
355,693人
―
年度
H9年度 H16年度 H22年度
22
―
376,533人
339,856人
前基本計画値
938
967
1,014
見直し計画値
938
910
892
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平成 17 年 11 月 8 日市長室にて

会派より平成十八年度
会派より
より平成十八年度
中越地震復興状況視察
重要施策要望書の
重要施策要望書の提出！
提出！
新潟県小千谷市）
（新潟県小千谷市）

平成 17 年 10 月小千谷市仮設住宅

次回の議会

三月定例議会にも
是非傍聴にお越し下さい。

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。

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

今だ自宅へ戻れず仮設住宅で二度目の 今年度政務調査部会長として、会派の
冬を迎えようとしている被災者の方々と 各議員の協力を得て、要望をまとめさせ
ていただきました。
震災当日の体験談をお聞きしました。
このところ、市の一般会計予算の中
被災者に対してもっと将来に向けた、
で、土木費が削減されており、各地域よ
国の援助の必要性を痛感した。
り提出されている要望書（公共工事）の
達成の遅れが目立ちます。そこで、今ま
での市政全般の要望も含め地域の要望の
整理を行い、重要な点に絞り整理を行い
具体的な形として構成を変え、市長、助
役等に提出いたしました。厳しい財政の
中だからこそ地域の身近な要望と長期
的な要望等を整理しました。
提出者（会長）

地元自治会による防災訓練
地元自治会による
による防災訓練

自主防災組織は現在、市全体の４０％
弱であります。舟橋市長は四年間で８
０％の達成を目標に定めておりますの
で、自主防災組織を早く作りましょう。
自主防災組織とは
しっかりしたリーダーと臨機応変の心構
えが不可欠

平成 17 年 11 月 3 日

平成10年 平成13年 見直し案
450.0t
300.0t
265.0t
90.0t
70.6t
59.1t
55.0t
12.6t
9.3t
35.0t
2.0t
22.4t
34.0t
21.3t
7.0t 15.0t
6.1t

川越市政の
川越市政の

平成4年
１熱回収施設
555.0t
２リサイクル施設
90.0t
不燃・粗大ゴミ
55.0t
びん・かん
35.0t
その他プラ
ペットボトル
草木類
-

表３

ココに注目！

〇施設規模見直し結果

新清掃センター建設計画
センター建設計画の
建設計画の
新清掃センター
見直しについて
見直しについて

現在の新清掃センター
建設計画は、平成十三年
度に計画されたものです
が、平成十七年三月に基
本計画が見直された事か
ら、表の通り見直す事と
したものです。
① 計画収集人口について
（表１）
② 計画ごみ処理量につい
て（表２）
③ 施設規模見直し結果
（表３）

※一人一日平均排出量=(家庭系ごみ＋事業系ごみ)÷365÷人口

市議会ワンポイント（ＰＦＩ方式とは）
ＰＦＩ（プライベートファイナンスイニシアティブ）とは公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等
を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、行政サービスの提供を民間主導で行うことにより、効
率的・効果的な公共サービスの提供を図るという考え方である。我が国においては、平成１１年７月３０
日にＰＦＩ法が制定され、同年９月２４日より施行された。
〇独立採算型
民間事業者が資金調達から運営までを行い、受益者から徴収した料金で事業費用を賄う。地方公共団
体は事業の許可等を与えるのみで、原則的に需要リスクは民間事業者が負担する。
（例：有料道路等）
〇サービス購入型
民間事業者が施設の建設・管理等を行い、契約を結んだ地方公共団体等にサービスを提供し、その報
酬として公的部門から徴収する料金で費用を賄う。
（例：庁舎、公立病院等）
〇サービス購入型
官民双方の資金を用いて施設の建設・管理等を行うが、あくまでも民間事業者が事業を主導する。
（例：都市開発、鉄道、路面電車等）

