No.14

ひげ通信
ひげ通信
（1） 2006 年 10 月

市議会議員

おのざわ康弘の

2006

14
活動報告

No.

ひげ通信

発行日 06-10 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

２００６ 秋 市議会報告（９月議会）

経理について、協会の臨時理事会
６／
税理士へ調査依頼（青少年
川越ナンバー誕生
川越ナンバー
ナンバー誕生！
誕生！
が開催され、次の３点が報告され
平成十八年九月議会は九月一日か
理事長として）
ました。
ら始まり二十五日に終了しました。
６／
読売新聞（夕刊）に取材記
● 十七年度決算における不正事実
この時期は秋の彼岸をはさみ穏やか
事として掲載
について(財)青少年健全育成協
な気候と清清しい雰囲気ですが、本
６／
新聞（朝刊）各社
会より川越市へ報告し、前担当者
市議会は久しぶりに緊張感のある議
６／末 税理士から調査報告
の処分について川越市へ委ねる。
会でした。又、さわやかな話として
７／
本人懲戒免職
● 調査結果を踏まえて、平成十七
川越市広報掲載
は、舟橋市長や議会が積極的に進め
８／
年度決算を確定し、九月議会へ報
との事であり、この間議会での全
実現した、川越ナンバーの誕生記念
告する。
員協議会等は開会されませんでした。
式典が十月十日に開催されます。
● 更なる解明のため引き続き調査
さて、今回の「ひげ通信」十四号
更に、答弁により不明な点が明ら
を行う。
では新聞や市広報でも取上げられた、 かとなり、使途不明金総額約５，１
③ 平成十八年七月二十八日、川越市
市職員による公金の不正な支出（本
５０万円(内一部、
約３３４万円は延
長より市職員の懲戒処分（免職）
人は七月二十八日付、懲戒処分）に
滞金)が判明しました。
又舟橋市長は
について報告を受けました。事件
より市民の信頼を損ねた大きな問題、 九月八日の議会答弁において「調査
の概要は次の通りです。
また私の一般質問では夕張市で実際
報告書を添え、速やかに告訴状を提
当該職員は「平成十一年四月から平
におこった、財政破綻による「夕張
出したい」と発言いたしました。
成十八年三月までの間、市民部青少
ショック」等を取上げ、我が川越市
又、この間市側から報告された内
年課に所属し、(財)川越市青少年健
の財政問題と今後の国の方針に対す
容は次のようなものでした。
全育成協会事務局員として経理事務
る、川越市の現状分析と将来に向け
① 平成十八年六月六日、川越市長よ
等に従事していた。その際、協会職
た危機感と展望について具体的に取
り平成十八年六月五日に(財)川
員の給与及び社会保険料の支払いを
越市青少年健全育成協会の理事
上げ質問をいたしました。
行うにあたり不正を働き、現金を着
会を開催した所、前職員による不
市職員の公金不正支出！
公金不正支出！
市職員の
服した。着服した金額は平成十八年
正な支出が明らかになりました。
対応と議会での
議会での処理
市の対応と
での処理
七月十日までの(財)川越市青少年健
理事会では●全容解明●不正支
全育成協会の調査で平成十七年度決
出の返金●今後の対応等を確認
算において総額１１，７３７，４６
し、事務局に指示しました。その
０円となった。
後本人より、１，２００万円が取
りあえず返却されました。引き続
議会側の対応と
対応と処理について
処理について
議会側の
き全容解明に全力を挙げるとの
市側の調査報告を待つ体制を維持
報告を受けました。
しながらも各会派で様々な議論がさ
② 平成十八年七月十一日、川越市長
れたことと思われます。川越市とし
より平成十八年七月十日(財)川
て即刻司直の手に委ねる事をけん制
越市青少年健全育成協会の不正
しながらも、結果的に議員提案によ
すでに新聞、市広報で事件につい
てはご承知かと思いますが、改めて
整理する意味で今までの経過の報告
をいたします。九月議会Ｎ議員の一
般質問に対する市長の答弁によると
事件発覚
Ｈ ５／
５／
本人が認める
（その後、１，２００万円の返却）
６／５ 青少年健全育成協会理事会
６／６ 議会へ報告

２０

１８

１２

２２

２３

２５ ２８
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り、調査権限を持ち真相究明を目的
とした、地方自治法第１００条の委
員会を設置することが議決されまし
た。
議員３９名中(青少年健全育成理
事監事となっている議員６名は退
席)議長を除く３２名の議員により
無記名による投票採決が行われ、賛
成１８人反対１４人で可決され「市
職員の公金横領事件の解明等に関す
る調査特別委員会」
を設置しました。
今回の事件に関しては、各議員、
各会派では数々の議論がなされたと
思います。私たち一期生としては常
日頃の議員活動について話し合いを
行っており、市民の負託にどう応え
るべきかを議論しています。今回の
件については、まず市民の負託にど
う応えるべきか、各自が考えをもっ
て会議に臨みました。
私小野澤康弘は、この事件に対し
ては、会派の会議（９／１・９／ ・
９／ ）でも、川越市はなぜ前職員
に対し告発(刑事訴訟法２３９条②)
を今だ行わないのか、告発により調
査をさせるべきである。又なぜこの
様な事が起きたのか、どこに問題が
あるのかきちんとした調査を行い、
改善すべき点まで提案するのが議員
の役割であると一貫した主張をして
きました。また、同僚議員である神
田寿雄氏も「川越市の議員は市民の
ための市民党といえる、それゆえ真
相解明には当然の事きちんとした調
査を行い、議員としての役割を果た
２５

２１

すべき」と一貫した考えを強く会派
の会議で発言しておりました。さら
に三上喜久蔵議員も会派会議の中で
「このような不祥事については、き
ちんとした中で調査を行うべきであ
る」
と再三考えを述べておりました。
このような考えのもと本会議に臨み
ました。
「市職員の公金横領事件の解明等
に関する調査特別委員会」
次の委員が選出されました。
山木綾子、神田寿雄、川口知子
倉嶋美恵子、小ノ澤哲也
荻窪一郎、石川隆二、菊地実
中原秀久、石川良三郎（敬称略）
以上の十名です
（九月二十五日設置）
「平成十七年度決算特別委員会」
九月議会において平成十七年度決算
特別委員会の選任が行われ、私小野
澤康弘は委員会委員として選任され
ました。
私は、今回の調査特別委員会（１
００条委員会）の設置には様々な評
価があると思いますが、委員会とし
てきちんとした調査を行う事が重要
であり、川越市側と議会が互いに緊
張感を保ち、かつ公平、公正で透明
性の高い健全な市政運営を行う為に
も、とても大事な委員会であると思
います。又、同僚議員の神田寿雄氏
が一期より調査委員に選任されまし
た。私小野澤康弘も十七年度決算特
別委員としてしっかりと職務を果た
したいと思います。

主な議決案件
（九月一日～九月二十五日）
主な議決案件
欠損金の処理について
一件
（原案可決）
決算認定について
十三件
（継続審議）
条例の制定について
一件
（原案可決）
条例の一部改正について
十件
（原案可決）
請負契約について
三件
（原案可決）
補正予算について
５件
（原案可決）
十七年度川越市継続費精算報告一件
請願
一件
（採決）
同意（公平委員会委員）
一件
（原案可決）
意見書
二件
（原案可決）
今回の議会は議案としては通常の
数と思われるが、調査特別委員会設
置等による議案の調整等により、全
ての議事が終了したのは、午後十一
時となりました。
今後に注目！
注目！
今後に
議案八十七号において、高階地区
公共施設新築請負契約について
・ 工事場所 川越市大字藤間二十

七番地一
・ 延べ床面積 ４４４２．５３㎡
・ 構造 鉄筋コンクリート造
２階建
・ 契約金額 ８億５３５万円
・ 工期 平成十九年十一月十六日
迄
今回の施設は、公民館、出張所、図
書館、児童少年施設の４機能を持つ
複合施設である。複合施設といえば
平成十四年に
建設された新
霞ヶ関北小学
校が公民館、
図書館を併設
しており、大
型団地の中に
ある為、利用
者数も多いと
聞いています。
本件の施設は
出張所と児童
少年施設も加
わり、今後の
地区の公共施
設の先駆者と
も言える。今
後の運営方法
と市民ニーズ
に対するサー
ビスの提供に
私も注目して
おります。
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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
地方自治体が倒産するなん
て、だれが考えたでしょうか、
実際には倒産というより財政
再建団体の指定を受けること
を言うのですが、今回の私の
一般質問は実際に平成十八
年六月に北海道夕張市で起
きた出来事「夕張ショック」を
私なりに資料等を集め研究し
た中で、今言われている「地方
自治体が危ない！」と言うの
はどのような事なのか、また
川越市の財政は健全かどう
か川越市の金庫番である財政
部に焦点を絞り、川越市の起
債（借金）、更に市民に実際に
は見えにくい借金の額や、今
何を行っているのか、今後はど
のような考え方で国の方針と
向き合い地方自治体としての
川越市を維持して行こうとし
ているのかを質問いたしました。
私は、今回の質問をする為の
調査の中で、一般企業会計と
比べ自治体の会計がいかに分
かりにくい財政構造であるか
を改めて確認しました。今後
の川越市の為に行った一般質
問の骨子を、川越市の答弁と
合わせてご報告いたします。

「いわゆる自治体破綻法制につい

川越市の十七年度市債の普通会計
残高は７６７億１，０８７万円
又、公営企業、土地開発公社を含
めると平成十七年度末で１，２７９
億３，０８８万円であり、十八年度
については普通会計、公営企業、土
地開発公社を含めると１，３５５
億１，２６５万円であり、来年度以
降の川越市の大規模事業計画（新

夕張市が財政再建団体となった原
因は総務省などにある資料等で調
査、分析をしているようである。
一時借入金とは、支払い資金の不
足を補う為のものであり予算計上
されるものではないが、借入の最高
限度額は定めてある。川越市の十
八年度予算では５０億である。ここ
数年は借入は無く、支払い資金が
不足した場合の財政調整基金（川
越市の貯金）から運用している。

答弁財政部長による一部

●
て」
（骨子）
① 「夕張ショック」とは何か、「財政再
建団体」とは何か、このような問
題について川越市内部では議論を
●
しているか？
② 夕張市では問題は一時金だが、川
越市の一時借入金は？
③ 夕張市は６００億円の負債、川越
市の起債（借金）の状況。公営企業、
土地開発公社を含めた借入額、今
後の見通し。
④ 今年度から財政指標として適用
される「実質公債比率」とは何か。
川越市の「実質公債比率」はどう
か。
⑤ 川越市は今年度から交付税の不
交付団体となったが、財政的には
どうか。今後も不交付団体になる
のか。
⑥ 起債（借金）が許可制から協議制
に変わると言うが、その意味は？
⑦ 起債発行（地方債）の自由化、市場
化とは？郵貯が地方債を引き受
けないとどうなるのか？
⑧ 起債の自由化による貸出金利と
自治体の格付けの関係は？川越
市の予想は？
●
⑨ 自治体破綻について国の動向は？
前竹中総務大臣の私的諮問機関
●
「地方分権２１世紀ビジョン懇話
会」のねらいとは。
⑩ 自治体の市長として小泉政権の改
革、三位一体改革等についての財
政的な視点から、舟橋市長の評価
又は批判があればどの様な点か。

清掃センター建設、西口ふれあい
拠点施設等）を考えると、市債残
高の増加が予想される。

私の考えと今後の課題

地方交付税については、今後も国か
ら交付される見込みも無く、今後の
資金調達が協議制に変わった事、そし
て更に郵便貯金が地方債を引き受け
ないと言うことは、民間の金融機関が
メガバンク化されている様に、市も民
間からの借入比率が高くなると予測
されます。そうなれば、民間企業が経
営内容によって金利が変わるように、
川越市にもよほどしっかりした経営ノ
ウハウと判断力と決断力が要求され
てくるのは当然の事です。現在は表面
的には問題無しとされている川越市で
すが、深く掘り下げていく必要がある
というのが私の見解です。川越市も現
在は、経営戦略会議を立上げ推移し
ておりますが、私は常時継続して危機
意識を持っていただきたいと思います。
まだまだ無駄を省けば問題が解決で
きるところがたくさんあるので、一議
員ではありますが、しっかりと見ていき
たいと思います。
また、最後に市長の答弁をいただき
ましたが「評価はかんべんしてほしい」と
の事でしたが、やはり三位一体の改革
については異論がありそうでした。今
後、地方自治体として体系的な政策
による都市経営を行うべきであるとい
うのが今回の一般質問を行った私の感
想であります。
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234 件
12 件
12 件
12 件
27 件
4件
15 件
12 件
43 件
76 件
21 件

401,570.7 ㎡
11,652.5 ㎡
13,657.5 ㎡
12,042.4 ㎡
53,282.3 ㎡
2,713.2 ㎡
44,553.8 ㎡
24,107.8 ㎡
100,994.6 ㎡
123,073.6 ㎡
15,492.9 ㎡

H18/05/27

川越市試験運行

私が幹事として所属している民間団体で
ある「２１世紀の川越を考える市民協議
会」
（代表幹事、金子憲二）では協議会設
立二十五周年の記念事業として「川越の
舟運観光」の可能性について検討を重ね
十年の歳月がたちました。例会は月に一
回夜遅くまで行い、むずかしい議論のな
かにも笑顔あふれるメンバーにより研究
を重ね、実践として年一回春のイベント
を続けてまいりました。また、昨年から
は、川越市より試験運行も始まり「川越
の舟運観光」は実現化に移ろうとしてい
ます。今年も試験運行が、五月に続き十
一月（予定）も行われようとしておりま
す。そのようなことで協議会メンバーの
編集委員が提言書を作成中です（完成は
今年中です！）

次回の議会

十二月定例議会にも
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

onozawa@abox3.so-net.ne.jp

許可
件 数
面 積
区画数
46 件 86,952.9 ㎡ 342 区画
2件
914.0 ㎡ 4 区画
4 件 5,681.0 ㎡ 24 区画
2件
921.0 ㎡ 4 区画
0件
0.0 ㎡ 0 区画
0件
0.0 ㎡ 0 区画
2 件 2,202.0 ㎡ 9 区画
3 件 4,787.0 ㎡ 18 区画
9 件 15,470.8 ㎡ 58 区画
21 件 55,266.1 ㎡ 217 区画
3 件 1,711.0 ㎡ 8 区画

新河岸川、舟運観光に
舟運観光に対する
会委員である私としての考えでもあ 新河岸川、
提言書作成中
ります。

304 件
16 件
12 件
19 件
29 件
6件
27 件
20 件
60 件
89 件
26 件

区画数
409 区画
4 区画
38 区画
5 区画
0 区画
0 区画
14 区画
29 区画
91 区画
218 区画
10 区画

平成18年9月1日現在

川越市政の
川越市政の

合 計
本 庁
芳 野
古 谷
南古谷
高 階
福 原
大 東
霞ヶ関
名 細
山 田

件 数
60 件
2件
5件
3件
0件
0件
4件
5件
14 件
22 件
5件

ココに注目！

相談件数 該当件数 該当面積

申請
面 積
107,874.1 ㎡
914.0 ㎡
9,288.0 ㎡
2,313.0 ㎡
0.0 ㎡
0.0 ㎡
3,520.0 ㎡
7,594.0 ㎡
26,474.8 ㎡
55,659.1 ㎡
2,111.2 ㎡

調整区域規制緩和のその
調整区域規制緩和のその後
のその後

平成十八年三月議会で都市計画法
第３４条８号の３が可決され、五月
十八日より施行となりました。ひと
口に言うと市街化調整区域の規制緩
和です。この条例は平成十四年に埼
玉県ですでに制定され、その後は各
市町村に下りてきた別名
「集落条例」
とも言われます。川越市も条例制定
に当り、まちづくり部開発指導課の
職員を中心に、スプロール化や市の
財政までを考え、県や近隣自治体よ
りも厳しく制定した条例であります
が、現在の状況報告がありましたの
でご報告いたします。
※現在「まちづくり三法」の改正に
伴い、中心市街地活性化法の改正や
都市計画法の一部改正により、まち
が変化しようとしています。
今回のこの条例に関しては、恒久
的（変わらない）なものでなく川越
市の調整区域のビジョンによる考え
方により弾力的に考えるべきところ
もあると私は思います。一方ではす
でに「景観法」が施行されてからだ
いぶ時間がたちますが、まちの景観
形成等を川越市が真剣に取組んでい
こうと考えているのであれば、現在
ある都市景観条例の一部改正を早急
に行い、
「景観法」
の補完を行うべき
である。これは現在、都市景観審議

「都市計画法第34条８号の３」相談・申請・許可件数

市議会ワンポイント（百条委員会とは？）
● 百条委員会（ひゃくじょういいんかい）とは、地方自治法第 100 条に基づき地方議会に設けられた特
別委員会のこと。地方議会が地方公共団体事務の調査権を行使するため設ける委員会で、地方自治法
100 条に規定があることからこの名前がついている。
議会はこの委員会において証人の出頭を命じることができ、これに正当な理由なく拒否した場合は刑
事罰が科せられる。また、虚偽の証言をした場合も同様に刑事罰が科せられる。ただし、基本的には議
会が告発をしたときに限定される。この権限を、議会の百条調査権という。百条調査権は、国会の国政
調査権（日本国憲法第 62 条）に相当するものである。議会の議決にあたっての補助的権限、執行機関
に対する監視機能、世論を喚起する作用等を有している。
● 同様に地方自治法第 110 条に基づき地方議会によって設置される特別委員会がある。100 条に基づく
百条委員会と同様に地方公共団体、議案、陳情に対する調査を行うことが出来るが、百条委員会とは違
い強制調査権を持たない。証人は真に利害関係がある者のみと制約があり、出頭を拒否した場合の罰則
もないまた、虚偽の証言をした場合の罰則もない。なお議会閉会中に特別委員会を開催するためには、
特別委員会の設置決議と共に付帯決議が必要となる。

