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２００６ 夏 市議会報告（６月議会）

平成十五年六月議会で、初めての
登壇から十三回目の一般質問に立ち
ました。昨年はクールビズの対象が
九月議会となりましたが、今年はこ
の六月議会より対象となり、市職員
側は、
ほぼ全員が半そでワイシャツ、
ノーネクタイでありました。
しかし、
議員側は約半数が背広にネクタイと
いう形であったというのがとても印
象的でした。もちろん私は、真っ先
に半そでボタンダウンという姿で六
月議会に臨みました。
さて、昨年の六月議会の一般質問
で、川越市の合併問題について市長
に答弁を求めました。偶然にも今年
の五月三十一日川島町町長より、川
越市長舟橋功一氏に合併の申し入れ
書が手渡されました。それに対し六
月二日に川越市より川島町に対し回
答書を送った事については、新聞で
も報道されているので、市民の方々
もご承知の事と思います。私は川越
市も合併は避けて通れないと考えて
おり、昨年の一般質問において示さ
れた川越市の考え方をデータベース
で確認いたしました。
そのような折、
川越市では市財政の問題や機構改革
に向けて、集中改革プランや経営戦
略会議をもうけ検討会議を重ね健全
な財政運営を目指し、舟橋市長をは
じめ職員の方々も努力されておりま
す。私はこの事に対しては評価した
いと思っております。
今回の一般質問ではその様な事も

あり、川越市の「職制について」と
国の国土交通省の方針転換により行
われたまちづくり３法の見直しによ
る改正について、
私の持論である
「ま
ちづくり条例」の必要性についての
二項目を少し厳しい目で見た一般質
問を行いました。
（詳細は３Ｐ）

市町村合併と川越市の
川越市の将来
市町村合併と
話を元に戻し合併の申し入れにつ
いてですが、昨年の私の質問に対し
て『レインボープランを想定し、今
後力を合わせて発展に努力したい』
との答弁でした。また、今回の市側
の回答ですが『４市３町が参加する
川越都市圏まちづくり協議会加盟
（レインボープラン）の市町を対象
にした、広域合併を考え事務レベル
で研究をしている。又、県より発表
された「埼玉市町村合併推進構想」
を踏まえたうえで検討を続ける。
』
と

の回答を言っております。
国の財政再建のもと、地方自治体
の業務の効率化を目的とした市町村
合併は国の方針です。その方針のも
とにすでに市町村合併が行われてい
る現在、いち地方自治体である川越
市が自主独立の政策を取る為には非
常な努力が必要であり、それを怠れ
ば財政的に不利を被る可能性もあり
ます。今後川越市が周辺市町村との
合併を検討する為には、当然市民の
意見が必要であり、市民生活の向上
を図り、財政負担を最小化すること
が必至であると私は思います。
（財政）
国の合併特例債の支援が無くなった
現在、市の財政だけで合併事業を行
うのは難しい。
提案
１．国の機関を誘致
⇒国からの財政支援の期待
２．国の支援措置
⇒まちづくり交付金、地域再生
に基づく交付金
３．行政機関のスリム化
⇒市役所、出張所等の統合
４．合併に際した国の財政支援を財
源とした不要な行政施設の建設
は、将来の財政を不安定にする
ので控える。
（組織）
１．施策に対してフレキシブル（柔
軟）
な行政運営が出来る体制
（担
当部長制など）

２．管理職の増加等、組織の混乱を
招かぬ為に、市民に分かりやす
い職制の整理
（人員削減）
１．例えば合併後に増加する職員を
職制に照らし合わせ削減してい
く事
※削減するにあたり、再就職などの
セーフティーネットの用意
（議員定数削減）
１．合併後に出来る新たな川越市の
人口により議員定数が決まる為、
実質的に現在の川越市議会の定
数削減につながる。
※地方自治法第９
１条２によると
・人口５万人未満
の市又は２万人以
上の町村 ２６人
（川島町２０人）
・人口３０万人以
上５０万人未満
４８人
（川越市４０人）
・人口５０万人以
上９０万人未満
５６人
（７市町村合計１６６人）
このように地方自治法では定数の
上限を決めているにすぎない。ちな
みにもし７市町が合併することにな
ると現在の議員数１６６人から１１
０人を削減することになる。
やはり、
事前に議員定数削減の議論を行い、
定数削減をすべきと考える。
７市町村合計
628,660人
329.55k㎡
1690億
4,220人
166人(現在)

現在の川越市
332,247人
109.16k㎡
877億
2,400人
40人(現在)

＜参考＞
人口
面積
財政規模
職員数
議員数
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（防災）
１．合併後に消防署や警察が統合さ
れ、一署当りの担当範囲が大き
くなることにより、地域の安全
が脅かされることの無いよう考
慮する。
２．消防、警察の担当範囲の広がり
にともない、速やかに現場へ到
着できるようなまちづくりを進
める。
３．防犯、防災の為のネットワーク
として自治会に権限を与え活用
する。
４．大規模災害には誘致した国の機
関をフルに活用する。
他、福祉、教育、観光等まだまだ
あると思います、一部レインボー協
議会の中でも検討されておりますが、
川越市としても先を見て仮説でも良
いので具体的な検討を行った方が良
いと思い発言をしております。

主な議決案件
六月定例議会の主な議案
（六月二日～六月二十一日）
主な議決案件
条例の一部改正について
一件
（原案可決）
道路線の認定、廃止について十一件
（原案可決）
五件
報告について

請願
一件
他、詳しくは議会だよりを参考に。
今回の議会の議案としては、十六
議案でしたが、建設常任委員会関係
の議案が十一件と多く、その内容も
道路の認定と廃止が主でした。他に
おいては法律改正に伴う条例の一部
改正であり、また川越市在宅心身障
害者手当てについて、今までは身体
障害者及び知的障害者のみであった
支給対象者に新たに精神障害者を加
えようとするものでした。その効果
については支給対象者の拡大があり、
又所得の制限を加えたため、支給対
象者から外れる方もおり、その効果
としては、十八年十月より月額４０
０万円の歳出が削減されます。
川越市政の
川越市政の

より周辺環境に配慮します。

遮音パネル、シート養生、散水等の手段に

（３） アスベスト対策について

解体工事に先駆けてアスベスト成形板を

石綿障害予防規則にのっとり除去します。

（４） 解体時のリサイクルについて

サイクル出来るように搬出します。

建築リサイクル法に基づき分別解体し、リ

搬出ルートは、旧霞ヶ関北小学校の北側を

（５） 搬出ルートについて

いせ通りに出るコースを予定しています。

出て、御伊勢塚公園北側の市道を通り、お

工期は、平成十八年七月～平成十九年三

（６） 工事の工程について

一口メモ 旧霞ヶ関北小とは

月頃を予定しております。

昭和四十一年、

フォーマル（形式

的）な建築に対す

原

る批判から生み出

した、建築家

現在の校地面積１４．０１３㎡（４２５７

旧霞ヶ関北小学校舎取壊し工事に
ついて

の孔とは開

ある。有孔体

の建築物で

論に基づいた設計

広司氏の有孔体理

坪）の中に昭和四十一年度、昭和四十七年

口部である。

ココに注目！

度にかけて建築された旧霞ヶ関北小学校

原広司と

校舎が今年度取壊されます。残す施設とし

本を代表す

氏と並ぶ日

は有名建築

ては、体育館が残ります。

平成十八年六月四日

る建築家で

家黒川紀章

今回の解体工事は、既存建物（教育棟、管

ある。

工事概要

理棟、プール）の解体を予定しております。

（１） 解体方法について

工事関係の出入口は北側を予定してます。
（２） 騒音・粉塵対策について
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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
今回の一般質問は、昨
年十二月に私が質問した理
事という職のあり方への指摘
を含め、新清掃センター建
設事業のような２００億単
位の大規模事業体制への責
任と権限との関係を明確に
する為に、私の担当部長制
の導入提案に対して、市の職
制についての考え方に問題が
あると思われるので、再度確
認の意味と市民に分かりに
くい職制に対し指摘を含め、
質問を致しました。又、まち
づくり３法の見直しによる改
正により、やはり必要となっ
た「まちづくり条例」と川越
市の市街化調整区域のまち
づくりビジョンと川越市の商
業ビジョンの確認を含め一般
質問を行いました。

職制」について
「職制」
質問骨子）
（質問骨子）

おのざわ

① 理事の職制、職務内容、
決済権限と責任について
② 参事の職制、職務内容、
決済権限と責任について
③ 参事の昇任規準
④ 参事職とはスタッフ職で
あり、特命事項を持って
いたのではないか
⑤ 特命事項を持つ参事と

事務取り扱いの参事の違いは何
か
⑥ 新清掃センター建設事業のよう
な大規模事業の担当理事の責任
はどのようなものか
⑦ 仕事と地位は一体であると考え
るが市はどう考えているか。
⑧ 行政改革を進めるべき市長室の
体制について
私は今回の一般質問で感じた事は、
職務に対する「義務、権限、責任」は
本来は正三角形でなければいけないと
考えるが、答弁を聞いていてとてもアン
バランスと感じた。特に理事については
昨年も指摘したが、市の行政管理規
則を見ると部下に対する指揮監督権
限もなく、責任もあいまいである。又
参事も特命事項がなく、課長か次長
か分からない職となってしまっているよ
うな気がしました。今後改革が行われ
るとは思うが、もう少し市民に分かり
やすい職制にすべきと改めて市長へ指
摘を行った。
※管理者の役割とは
〇仕事の管理と改善（仕事の管理）
〇人間関係と部下の育成（人間関係）
組織運営上の原則
① 指令系統の統一
② 統制範囲の限界
③ 合理的職務割当
④ 権限移譲 だと私は思います。

「まちづくり３法」の改正と
まちづくり条例について
質問骨子）
（質問骨子）
おのざわ

① まちづくり条例について、庁内検
討委員や市民又学識経験者の意

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

見をどの程度聞き、どこまで検討
されているか
都市計画マスタープランの見直し
はどうなっているのか
まちづくり３法の改正について、
どう捉えているか。国、国土交通
省の方針変更とは何か
川越市はまちづくり３法改正を
ふまえ、中心市街地の活性化な
どをどのように受け止めているか
まちづくり条例の制定に対し市
長の指示はどうか。もう一つの自
治基本条例の検討はどうなってい
るか
市街化調整区域のまちづくりに
ついての手法として都市計画マス
タープランが有効と思うが、どう
考えるか。調整区域のまちづくり
をどう考えるか。
まちづくり３法改正に伴い地区
計画や開発促進区というものが
できそうだが、川越市での問題点
と課題は何か
市街地に大規模集客施設が出来
る可能性があるが、川越市での
可能性についてはどうか
富士見市と川島町に大規模なシ
ョッピングセンターが出来るが川
越市への影響はどうか
まちづくり条例の制定を本気で
やる気があるのか。目標とスケジ
ュールを示して欲しい
川越市の市街化調整区域のまち
づくりのビジョンを具体的に示し
て欲しい。又、早急に川越市の商
業ビジョンを示さないと近隣自治

体との競争に負けてしまうが助
役はどう考えるか
質問を通して私が感じた事は、まず
川越市のまちづくりについては、やは
り少し弱さが感じられる。又、ビジョン
があまり見えず個々にとらわれている
いるような気がする。さらに明らかに
商業ビジョンが無く、まちづくり３法の
見直しに向いどう考えているのか大変
あいまいである。それと同時に情報に
対する勉強が足りないと思う。もう
少しがんばってまちづくり部や経済部
が花形となってもらいたいと少し発破
をかけました。最後にまちづくり条例
制定にはきちんとしたスタッフを組む
ことを申し入れました。

私の勝手なまちづくり

今回のひげ通信では地域のまちづく
りへの想いを勝手に書いてみました。

鏡山酒造跡地周辺の活性化）
活性化）
（鏡山酒造跡地周辺の

川越市の喜多院といえば三代将軍
家光誕生の間や春日の局化粧の間な
ど全国的にも川越を代表する寺院で
あり、有名な観光スポットである。私の
実家は喜多院と中院の間にあり、子
供の頃は喜多院周辺でいたずらをして
遊んだり、庭のようなものでした。
川越市では現在、鏡山酒造跡地を
中心市街地の核として活性化を図り、
文化交流機能や賑わい、休憩、観光、
産業機能を持たせた整備計画を検討
しています。
そこで鏡山酒造跡地への人の流れを
考えた時、喜多院周辺～西小仙波～
松江町と東側のラインも重要であると
考えています。喜多院、東照宮、日枝

喜多院

松江町
出世稲荷神社

鏡山酒造

川越で最大の幹回りの巨
樹（いちょう）

を路につけ、気ままに散策できるま
ちにする。

風情のあるまちにふさわしい名前

神社、不動様から西小仙波一丁目辺
りをぶらりとしてもらい、松江町のい
ちょう稲荷
へと導く。ポ
イントは西
小仙波一丁
目であり、
風情のある
まちだけに
路に名前が
あると面白
いと思いま
す。
日枝神社

とても
とても楽
楽しくなるまち
（霞ヶ関周辺
のまちづくり）
関周辺のまちづくり
のまちづくり）
関周辺～的場
霞ヶ関周辺～

成田山

霞ヶ関駅北口が七月十五日にオー
プンとなる。霞ヶ関といえば上戸の国
指定河越館跡である。昨年は大河ド
ラマ「義経」で地域も盛り上がった。地
元では上戸の芸能保存会や鯨井の万
作など、活気もある地域である。この
地域の霞ヶ関駅は現在、乗降客３３，
０００人／日とすごいマチである。大学
もあり学生も多い、民間の大型開発に

よる低層住宅もあり、多くの人が住む
マチである。またとなりのＪＲ的場駅、
笠幡駅はこちらも乗降客は両駅で１０，
０００人／日弱である。しかし、このと
ころ商店の元気がなくなって来た。ここ
数年、どこの地域も同様の現象がみら
れる。私は以前に「ひげ通信」で川越の
中心地と霞ヶ関を結ぶ人の回遊性の
事を主張したことがあるが、少し現実
的にとらえて考えてみた。霞ヶ関周辺
とはたいへんおもしろい街で駅の北側は
古い歴史があり、又駅の南側の的場、
笠幡方面も古い歴史がある。古い歴史
がある所には文化財があり、行政の支
援や市民運動などにより保存又は活
性化としての策はいくつかあると思わ
れる。問題は霞ヶ関駅周辺の新しい歴
史である。人が集まるとにぎわうとい
うが、人ばかりではただの混雑である。
何か人が集まって今以上に安全で楽し
い街が望ましいと思う。それには商業
ビジョンが必要であり、商業振興策に
よる健全な商業活性化である。人がた
くさん住んでいるマチだからこそ一日
一回買物に出かけられるような店の
存在を維持していくことだ。まちづく
り３法の見直しによる中心市街地活
性化法の影響がありそうな旧市内と
はまた違った悩みをもつ霞ヶ関である
が、逆にまだまだ歴史が浅いだけに変
身もし易いのではないか？例えば昨年
ヒットした映画、「三丁目の夕日」は昭
和三十年代の日本のまち、人情あふれ
た人がたくさんいる街、なんとなく素
朴で落ち着くこのようなことがヒント
になるのではと考える。すでに実際に

町の景観を昭和三十年代に戻し評判
が、やはり商業ゾーンが少ないような
を呼んでいるところもある。霞ヶ関の
気がしている。まちづくり３法の改正
特徴は大学生や留学生による外国人
により調整区域の土地利用に対して、
である。マチのどまんなかに東京国際
大規模集客施設は建設できなくなり
大学、第１キャンパスが存在し、特にア
ましたが、立地規準の一つの手法とし
ジア系の学生が多いと思われる。いわ
て、地区計画という手法がある。今ま
ば国際的なマチである。この地域では
では、大規模開発（概ね２０ｈａ）という
高齢化率も他と比べて少し高く、お年
手法があったが、これも廃止となった
寄り向けには昔の話題と景観は気が
今、地域の方々で考えられるまちづく
休まり、若い人達には新鮮で意外性が
りの手法が地区計画といえよう。地区
計画では街区に分け、住宅ゾーン、商
あり受け入れられるものと考えられ
業ゾーンと分けることも可能であると
る。例えば駅周辺から商店街を昭和
思う。これは笠幡地区にも同様の事が
三十年代を思わせるなつかしいゾーン
言える。自然環境の保全と開発を考
をつくり、大学近辺はアジア系の学生
えた時、自分達の住む場所を将来に
も多いことなので飲食ゾーンとしてミニ
中華街や大学を利用したシアターホ
わたるビジョンを持ち、積極的に計画
ールなどシンボリックな場所をつくって
をしていく、これが本来の地域のまち
づくりであると思う。そのような意味
では的場～笠幡地区は今後まだまだ
豊後高田市「昭和の町」
市民参加の地域のまちづくりが大いに
期待できる。更に北へもどり、上戸地
区方面では何といっても国指定の河越
館跡である。また隣接の日枝神社など、
更に無形では鯨井の万作など、これら
をもう少し体系的に整理して、霞ヶ関
駅を中心としてマスタープランを考え
霞ヶ関駅 昭和四十年代
た場合、歴史ゾーン、商業ゾーン、パブ
写真提供 郷土史研究会
リックゾーン、住居ゾーン等検討する
も面白い。また、防犯の対策としては
と分かりやすくゾーニングができる。
交番の設置も望みたい
住民の皆さんいかがでしょうか。
そして次は、的場駅周辺である。私
は以前より、的場駅の整備について、 次回の議会
北口の整備を含め議会で発言を行って
市政に関するご相談や、ご意見があり
おり、何とか実現したいと考えている。 ましたらお気軽に、ご連絡下さい。
ＴＥＬ２３２―
的場、笠幡にはまだまだ広大な土地が
ＴＥＬ２３２
２３２―５７８９
ＴＥＬ２３１―
ＴＥＬ２３１
２３１―４８５０
あり、駅周辺では住宅の存在が大きい
ＦＡＸ２３３―
ＦＡＸ２３３
２３３―９３１０
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