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元気でいこう川越市！３月市議会報告

早いもので私の議員活動も皆様の
お力添えとご支援によりまる三年を
過ぎようとしており、大変感謝して
おります。
さて、日本経済、景気の動向が気
になるこの時期、川越市も二月二十
七日より三月定例市議会が開会され
ました。今回は川越市の一年間を決
める、
大変重要な予算の審議である。
川越市の財源や政策による財政は大
丈夫なのであろうか、冒頭我が市の
リーダーである舟橋市長は「少し厳
しいが大丈夫である」と発言を行っ
た。今年度予算一般会計は８７６億
３千万円、特別会計は７９９億５千
８８５万円と全体的には前年度と比
べて１．１％の減額であります。財
政部の総括としては、歳入では国の
三位一体改革の影響により国庫補助
金が減少し、普通交付税も不交付と
見込まれるなど大幅な収入増額はな
く、歳出（支出）については団塊の
世代にあたる職員の大量離職による
退職手当て等の人件費、又支給対象
が拡大された、児童手当や生活保護
等の扶助費などの義務的経費の大幅
な増加が見込まれるなど、市財政を
取巻く環境は、他の団体と同様極め
て厳しい状況下にあるとの事です。
私は、
今回の予算編成の審査を行い、
舟橋市長が１．１％の減額で抑えた
事についてはかなりの御苦労が感じ
取れ、
私なりに評価をしております。
しかし各項目の予算配分については、

若干の問題も指摘せざるを得ないと
ころもありました。（予算詳細は２
Ｐ参照）

やっと動き始める
やっと動
まちづくり条例！
まちづくり条例
条例！
議会でも何回となく取り上げ「ひ
げ通信」でも掲載いたしましたが、
「まちづくり条例」の制定がやっと
動き出します。私は少し遅いと思う
が、制定に向けてのアクションはた

いへん評価したいと思います。まち
づくり条例とは、大きく分けて広義
（広い範囲）では自治基本条例であ
り、狭義（狭い範囲）では都市計画
を中心としたまちづくり条例があり
ますが、本市では両者を同時検討を
して行くとの事です。どちらも大変
重要な市の規範であり、手続き（ル
ール）を定める為につくるものなの
で期待したいと思いますが、更なる

スピードアップの為に、更に議会で
も質問をし続けます。
※ 「十八年度素案の検討、十九
年度制定」総合計画実施計画
による

経営戦略会議の設置！
設置！
経営戦略会議の

検討課題

厳しい財政状況の中、自治体経営
の観点から行政運営の効率化と財政
の健全化を戦略的にかつ、迅速に推
進する為に、三月十五日より第一回
の会議を開催した。

① 観光客一千万人の誘致

② 公共工事に係る費用の縮減

一言）
（私の一言）

③ 補助金の見直し

私は、民間企業出身ですが、経営
戦略会議とは当然あたりまえの事で
ありますが、市が積極的に更に一歩
踏み込む事は大変評価します。ただ
し、ビジョンがないと戦略は立てら
れません戦略会議が戦術会議になら
ぬよう見守りたいと思います。

意見公募手続（パブリックコ
意見公募手続（
メント手続）
メント手続
手続）の制度化

私としては、条例化を主張し続け
ておりますが、今回は「川越市意見
公募手続要綱」として四月一日から
機能いたします。今まで制度として
なかったので、評価できる事である
と思うがやはり条例化すべきです。
今年、自治基本条例の検討に入るの
で、その中で条文化し市民参加手続
規則として定めたいと考えています。

主な議決案件

同意案件
意見

〔原案可決〕
一件
三件

他、詳しくは議会だよりを参考に。

歳出について

の事です。

私なりに見る予算の特色
歳入について

＜退職手当＞

三月定例議会の主な議案

※義務的経費、投資的経費は「議
会ワンポイント」参照

平成
Ｈ１８
Ｈ１９
Ｈ２０
Ｈ２１
Ｈ２２
合計

人数
５７人
７４人
８５人
１０７人
８７人
４１０人

退職手当
14 億 1694 万円
19 億 3882 万円
23 億 7100 万円
29 億 5047 万円
24 億 7786 万円
115 億 5510 万円

義務的経費 （人件費、扶助費、公
債）が昨年に比べ２．７％増であり項目
別で見ると民生費が昨年に比べ１．
８％の増となっている。これは、児童手
当制度の拡充により支給対象が小学
校三年生修了から六年生修了までと
引き上げた為と思われる。また、投資
的経費が昨年に続き１．９％減と三
年連続で減額であり、市民の要望（道
路などの公共工事）などに影響が出る
のは必至である。だからこそ地域で考
える優先順位と行政側の整備計画が
必要であると、私は言い続けているの
ですが、今年も引き続き主張していき
ます。
一般会計歳入（財源）としては、市
の根幹である市税全体では前年に対
して３．２％増の４９０億を見込んでい
るが内訳でいうと、市民税が８．６％
の増額、固定資産税や都市計画税が
それぞれ２％台の減額であり、また市
たばこ税が１３．５％の増額や株式譲
渡による交付金などは４００％の増額
である。
今回の歳入の増額の特色は、国の
政策による定率減税（所得割額）によ
り定率控除が今までの約１／２程度
に改正された事（控除の額が少なく
なる）や、六十五歳以上の方の控除額
が廃止になった事の他、たばこ税の税
率の引き上げによるものなどとある
が、三位一体とはいったいどのような
事なのか？
またライブドア問題による株取引
が問題とされた十七年度の株取引に
よる譲渡に関する交付金が４００％
と多かった事など何か少しおかしいと
思います。かんじんの普通交付税は前
年と比べマイナス８０％の４億円（見
込）です。市の財政を見ると基準財政
収入額が同需要額を超過した事がそ
の理由ですが、（見方によれば健全で
あると言えるが、少し言いすぎかも知
れませんが、一方では活性化につなが
る事を何もやっていないとも言えま
す）その為、国は交付を見込まないと

2007 年団塊の世代から始まる市の退職人数
の推移、5 年間の推計

（中核市２年目）
（中核市３年目）

（中核市４年目）

歳出予算の目的別割合
歳出予算の目的別割合
歳出予算の目的別割合

（二月二十七日～三月二十四日）

歳入予算の構成割合 歳出予算の目的別構成割合 歳出予算の性質別構成割合

主な議決案件
平成十八年度一般会計予算および
条例制定を含め、議案四十一件

川越市一般会計予算円グラフ
川越市一般会計予算円グラフ
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私の議会質問
ボランティア人材バンク
ボランティア人材
人材バンク
制度について
制度について
このところ団塊の世代の事
が何かと話題に上がり、企
業や地域社会にとっても、今
後の対応に向けて様々な仕
組をつくろうとしておりま
す。
趣味や人生の経験を生か
した活躍の場を地域で活か
せたら素晴らしいことだと
思います。一方新たにパソコ
ンを習いたい、英語や中国語
を習いたい、スポーツをしたい
等、自由な時間の増大で
様々なニーズがあるが、なか
なか良い機会や、良いインス
トラクターがいない、いても
プロで高くて頼めないなどの
問題もあるかと思います。
本市でも、団塊の世代が
企業から定年でリタイヤす
ることで、それまで都内など
に通勤していた方が、職を持
たないで地域で生活されるこ
とで、地域に高齢者が一挙
に増大すると思われます。
これらの方は、それぞれの職
場で熟練した技術や広い知
識、能力をお持ちになってお
ります。これらの技術、知識
を是非地域で活用していた
だくことが必要になってくる

と思います。
その為には、そういった方々に登録
していただき、必要な方、必要なグル
ープに斡旋する人材バンクのような仕
組みが必要になってくると思います。
このようなことは、現在でも公民館活
動の中や、学校教育の総合学習の中で、
活発なボランティアの存在が、地域で
力を発揮しております。しかし、相互
の情報ネットワークのコーディネータ
役が残念ながらおりません。

（社）川越青年会議所では、三年前
より委員会を立上げ継続的に、このよ
うな事を研究しています。社団法人川
越青年会議所とは二十歳～四十歳ま
での若者が「自己修錬と社会への奉仕、
世界に連なる親睦」として１９６１年
（昭和三十六年）に関口正鑅氏ら数名

川越青年会議所が
（社）川越青年会議所が
ボランティア人材バンク
研究を
ボランティア人材
人材バンクの
バンクの研究を

2005 年 10 月 川越青年会議所例会の様子
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行政の情報は市民の共有財産である

により川越に設立されました。（現川
越市長舟橋功一氏もチャーターメンバ
ーである。）マチづくりに一生懸命な
団体です。私はすでにＯＢとなり十一
年を経過しましたが、今年は幹事とし
て立派な先輩や後輩達にまじり活動
を行っております。川越青年会議所及
び川越青年会議所ＯＢ会は粋なメンバ
ーの集まった、とても元気な団体です。
（すこしＰＲ！）
社団法人 川越青年会議所
まちづくり共創委員会が考える
ボランティア人材バンクとは
ボランティア人材バンクのまちづくりにおける
価値と重要性を学び合う人、支え合う人々
による明るい豊かな、まちづくりを築いていこ
うと考えている。その様な背景の中で多面に
わたる情報の登録と情報の提供の為の仕組
みづくりを考えている。

ボランティア人材バンク
ボランティア人材
人材バンク制度
バンク制度
について
おのざわ
質問骨子）
（質問骨子）
① 川越市にはどのようなボランテ
ィア人材バンクのようなものが
あるか？
② 近隣自治体のボランティア人材
バンクの設置状況と活動状況
③ 今後、高齢者の地域で生きがい
や活躍の場の促進についてどう
考えているか？
④ 第３次総合計画の中にある学生
ボランティアバンク制度の検討
とは？
⑤ 地域での人材発掘や活用につい
て
⑥ 川越青年会議所の活動について
まちづくりの視点からどの程度

把握されているのか？
⑦ ボランティア人材バンク制度を
全市的にどのように展開してゆ
くか？考え方は？
⑧ 市民との協働という理念から地
域のまちづくりとボランティア
人材バンク制度をどのようにと
らえているのか？
市長室長
ボランティアは地域のまちづくりに
おいて貴重な主体となるものであり、
また住民自治の基本的な考え方であ
ります。「自助、共助、公助」の特に
「共助」を実践するものの一つであるこ
とから「協働によるまちづくり」を推
進する上でも重要な役割を担っていく
ものと認識しており、更にボランティ
ア人材バンク制度とは、地域にどのよ
うな人材がいるかを知る上でも貴重
な制度であると考えております。
現状は各分野における制度の重要
と連携が重要と考えておりますが、更
に分野を越えた統一的な制度の確立
について「市民参加に関する条例」の制
定を検討する際に改めてその位置付
けを検討していきたい。
私の意見
※ 行政が行う事は大変であり、この
ようなボランティア人材バンクの統
一的な制度を検討する際は、行政
としてどのような支援ができるの
か、何の支援をすべきかが重要で
あると私は思います。
※ 地域での情報発掘と情報提供で
はエコマネー（地域通貨）という方
法もある。

川越市政の
川越市政の

ココに注目！

①

構築
成果を重視したマネジメントサイ

学校教育 総合的な
総合的な学習の
学習の時間
えよう心」
六年生 「伝えよう心

クルの確立
私が以前ＰＴＡの会長としてお世話に
② トップマネジメントの充実
なった、川越市立上戸小学校においてボ
③ 行政ニーズへの迅速かつ的確な対
ランティア、ゲストティーチャーとして
応を可能とする組織
約一時間弱の授業を行いました。
④ 人材育成の推進
子供達が楽しく、安心して生活を送れ
（３） 協働によるまちづくり
るのはいろいろな人の支えや協力による
① 市民参加のまちづくり
ものですが、身近すぎるのか気がつかな
② 公正の確保と透明性の向上
い事が多いとの事。そこで児童が地域の
地域安心安全情報ネットワーク 方にどのように見守られているか、話を
地域安心安全情報ネットワーク
七月よりメール
七月より
よりメール配信
メール配信サービス
配信サービス予定
サービス予定
させていただきました。
川越市防犯のまちづくり基本方針（平成
通学に対する安全について
十六年三月策定）にもとづく「防犯情報・
・ 保護者の毎朝の立哨について（横断
防犯情報の収集と提供」事業の一環として、
歩道での安全対策）
警察等関係機関と連携し、きめ細やかな防
信号機や横断歩道はどうして出来る
・
犯情報を収集し、インターネットや携帯電
のか
話等を活用しての積極的、効果的な情報提 ・ 地域（自治会）ＰＴＡ育成会および
供システムを構築するものである。
警察の役割
〈現状〉警察等の防犯情報を各所属及び ・ お父さん、お母さん、家族に対する
感謝とは
以上のような事柄を手作りのパネルを使
「防犯のまちづくりに関する協定」締結事

〈今後〉希望する市民、事業者及び関係団 い分かりやすく話しました。

業所のみに限定し、配信している。

体へ必要に応じて、随時パソコンや携帯電
話等を活用して配信サービスを行おうと
するものである。さらに「子ども緊急連絡
システム」として、地域限定による迅速な

いても、その構築について検討していく。

情報の収集や提供を可能とした機能につ

次回の議会
六月定例議会にも
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

私の話に耳を傾けてくれる生徒達

川越市集中改革プラン
川越市集中改革プラン
１．集中改革プランの位置付け
本プランは、国から示された「新地方行
政改革指針」への対応と、これまで取組ん
できた「行政改革大綱及び行政改革推進プ
ラン」の考え方や推進項目を継承し、これ
らを一本化して再構築するとともに、第三
次川越市総合計画（前期基本計画）の共通
施策である「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」の実現のた
め、その推進方策として策定するものです。
２．目的と基本方針
〇目的
持続可能な自治体運営の確立
〇基本方針
・ 財政健全化に向けた取組
（行政内部の改革）
・ 新たな行財政運営システムの構築
（行政内部の改革）
・ 協働によるまちづくり
（市民と行政の関係の改革）
３．改革への取組
（１） 財政健全化にむけた取組
① 事務・事業の再編・整理、廃止・
統合
② 民間委託の推進
③ 定員管理の適正化
④ 手当ての総点検をはじめとする給
与の適正化
⑤ 福利厚生事業の見直し
⑥ 第３セクター等の見直し
⑦ 補助金等の整理合理化
⑧ 公共工事コスト縮減対策等
⑨ 的確な歳入の確保
⑩ 特別会計の経営健全化
⑪ 上下水道事業の経営健全化
⑫ 電子市役所の推進
（２） 新たな行財政運営システムの

子供達の前で授業をする緊張感は、とてもさわやかで
した。やはり教師とは大変ながらも、やりがいのある
職業であると思います。先生方頑張って下さい。
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市議会ワンポイント（義務的経費と投資的経費）

※義務的経費
義務的経費とは、地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に節減できない経費をいう
が、きわめて硬直性の強い経費である。
歳出のうち経常的経費とされている人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、公債費の６費目
は広い意味ではすべて義務的経費としての範疇に属するが、なかんずく人件費、扶助費、公債費の３つの
費目が厳密な意味での義務的経費とされる。
※投資的経費
投資的経費とは、その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支
出される経費をいう。
経費の支出効果がどの程度後年度の住民にサービス提供の効用を及ぼすことができるかどうか、に着目
した経費の性質別分類の一方法であって、これに対応する分類としては消費的経費がある。
投資的経費は、生産的経費ともいわれ、これに分類できる性質別経費としては、①普通建設事業費、②
災害復旧事業費、③失業対策事業費、があげられる。

