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２期目です、４年間がんばります！！

川越市議会議員選挙！
平成十九年四月二十二日統一
地方選挙、川越市議会議員選挙
が執行されました。皆様のご支援
によりおのざわ康弘は、２，６７０
票という大切な票をいただき、二
期目の当選をさせていただきまし
たことを深く感謝申し上げると
共に、二期目の四年間を一生懸
命に市民と市政の為に働かせてい
ただくことをお約束いたします。
得票数 前回（平成十五年）２，３３１票
今回（平成十九年）２，６７０票
川越市議会第二十二期議員
（任期平成十九年五月二日～
平成二十三年五月一日）

今回の選挙は私にとっては前回の
一市民からの立候補とは違い、現職
の市議の立場で立候補し、他の候補
者と選挙戦を戦いました。現状の市
政について四年間監視を行い、提案

も行ってまいりましたが、この選挙戦
では市民の方々からの厳しいご意見
や、すばらしい提案を聞かせていた
だきました。今の川越市に何が足り
ないか、私たち議員が何をしなけれ
ばならないかという事をしっかりと
考え、私の公約である、５つのキーワ
ードをふまえ、実践していく所存で
あります。そして、前四年間同様、
私の議員活動を報告する手段とし
て、発刊してきた「ひげ通信」を新た
な気持ちで発刊していきたいと思い
ます。

議員定数の削減！
今回の「ひげ通信」十七号では
六月十三日に開会した、六月議
会の議案及び、委員会内容、一
般質問、トピックス他というよう
な構成で作成いたしました。一般
質問ではキーワードの一つである
改革の項目から、タイトルは「小
さな市役所」を選び、行政改革と
議会改革は車の両輪であるとい
う私の考えから議員定数の削減
の必要性を提案しました。（詳細
は本文２Ｐ）
議員同志の政策勉強会の推進
私は現在「啓政会」という会派
に所属しております。この会派と
は政党ではなくて、市民本位の市
政を推進しようとする議員同志

をもって組織する会です。地方自
治法の精神に則り、市政に関す
る調査研究を行い、市政に反映
させる事につとめる事を目的とし
ております。現在の地方議会にお
いて議員の役割を問う声も多く

出ている事も事実であると思いま
す。二十二期の川越市議会議員
として、私は政策や考えが近い議
員とは、一期目の時と同様に積
極的に会派を超え、一緒に勉強
し、川越市政や市民の為の議員
活動をおこなってまいります。

※公選法の規定により、お礼状等のお礼行
為は禁止されておりますので、ご理解のほ
どお願いします。

主な議決案件
六月定例議会の主な議案
六月定例議会の

詳しくは議会だよりを参考に
滞納の期間は
文教常任委員会の主な議案
７２ヶ月～１７１ヶ月
今回は主な提出議案はなく、
であります。
請願一件のみとなりました。
参考
川越市の市営住宅
この請願は埼玉県立川越高校
（平成十九年四月一日現在）
団地数
十九団地
定時制存続要望の埼玉県に対す
管理戸数
１，１０１戸
る意見書提出に関する請願であ
入居戸数
９９９戸
りました。委員会で採択し、本
今後の課題
私の思う今後の
会議において可決となりました。
民事訴訟法が大改定され「少
その他
額訴訟手続」
が導入されました。
○ 調停の申し立て
その後、平成十六年に訴訟の上
この議案は川越市の市営住宅
限が三十万円から六十万円とな
において平成十九年三月末時点
り、六十万円以下の金銭債権の
で賃料滞納が六十ヶ月以上の長
裁判、すなわちお金を払えとい
期滞納者の内、納入についての
う裁判は簡易裁判所で一日で判
誓約が取れなかった４人の入居
決を下す手続きとなりました。
者の方へ滞納家賃の支払い及び
市営住宅の明け渡しを求める調
すでに民間の宅建業者や家主
停の議案です。
（原案可決）
さんにとって家賃の支払いを求
滞納の金額は
めて、この制度を利用されてい
２，２９９，２００円
る方も多いようです。但し、こ
～３，１３１，１００円
の訴訟は仮に勝訴しても貸室の
明け渡しを求められるわけでは
ないところが問題です。そのよ
うなことからすると本市の調停
は賃料支払いと明け渡しを求め
る事になりますが、仮に調停が
不調、成立した時また最悪、行
政が訴訟により明け渡しの請求
を行った時にどこまで対応でき
るかが課題であります。そのよ

うな意味から言うと行政の手続
きとはかなり勇気が必要であり
困難でもあります。
この事から、
私は今回の手続きは評価したい
と思います。

今後はいかに賃料を滞納させ
ないか考え、どのようなシステ
ムを造るかがポイントです。正
当な理由を除き、一ヶ月の賃料
の支払いが難しい方が三ヶ月以
上滞納したら当然支払いが困難
になるのは当たり前であると思
います。そういう事からすると
管理の形態を民間も含め検討す
べきと思います。

議席番号８番！

（六月十三日～七月三日）

主な議決案件
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 四件
〔原案可決〕
調停の申し立てについて 四件
広域連合の協議について 一件
道路の認定廃止について 七件
専決処分の報告について 一件
十八年度継続費繰越計算書二件
十八年度繰越明許費繰越計算書
三件
二件
二件
二件
一件

昭和 29 年 3 月 13 日
川越市小仙波町にて
生まれる
川越市立第一小学校
川越市立第一中学校
埼玉県立川越工業高校
東洋大学大学院工学
研究科
（建築学専攻）修士

十八年度予算繰越計算書
同意案件
意見書
決議
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現職
川越市議会議員 ２期
文教常任委員会 副委員長
川越市議会図書室委員会 委員長
介護保険事業計画推進委員
(仮)川越西公園建設委員
歴任
(社)川越青年会議所副理事長
前川越市立上戸小学校 PTA 会長
元川越市立鯨井中学校 PTA 会長 他
現職（民間）
新清掃センター対策委員会顧問
川越地区ミニバスケットボール連盟
相談役
川越ポラリスミニバスケットクラブ
コーチ
川越まつり囃 竹生会会員（舞手）他

○
○
○
○
○

職員の給与水準。
市長等、特別職の報酬
議員の報酬
職員一人当たりの市民数
議員の定数と議員一人当たりの
市民数

議員定数の削減！

人口・職員数・議員数

特別職の報酬、議員の報酬や定数
の削減問題、これらを合わせて議論
をしないと、これからの厳しい状況は
乗り越えられないと思う。特別職の
方は市民の皆さんの声をよく聞いて
結論を出すべきだと思います。我々
4
1
3
2

8,229
12,145
9,341
9,869
9,913

1
4
2
3
138.90
123.60
127.06
126.91
128.30

私の議会質問

「スモールガバメント」とはコンパクト
で効率的な行政運営であり、「チー
プガバメント」いわゆる安上がりの市
役所ではありません。限られた財源
の元にいかに効率的な行財政運営に
より、的確な市民サービスを提供し
ていくかが重要であり、安上がりな
施設のバラマキや必要な市民サービ
スも含めた一律削減、縮小や廃止で
はないと思います。その上でこれから
の少子高齢化という厳しい自治体を
取り巻く状況に対して、行政の改革
だけでなく、議員や議会の改革も必
要であり、引き続き私の公約である
議員定数の削減や報酬の削減も含
め、この表題を取り上げました。
[質問骨子]
○ 職員の給与構造改革が実施さ
れたが、人件費の削減効果につい
て５年後、１０年後の見込み。
○ 今後５年間の定年退職数、採用
者数の人件費の削減効果。
○ 生産年齢人口の今後１０年の推
移。
○ 市長、副市長、特別職等の給与
の改定はあったか。
○ 職員の期末手当はここ数年下げ
られているが、市長、副市長、特
別職の期末手当はどうか。
○ 議員の報酬、手当てはどのよう
な推移か。
○ 団塊の世代の大量退職や生産年
齢人口の減少により生ずる５年
後、１０年後の税収の見込み。
人口・職員数・議員数

「小さな市役所 につい
て」
川越市も平成十八年四
月に集中改革プランの作成
を行い、また、平成十九年
三月議会では職員の給与
条例の一部が改正され本
年四月一日から給与構造
改革が実施されました。今、
地方自治体は同じ悩みを
持っています。歳入が不足
する中、歳出は増大する、
行政需要はますます増大
するが職員は削減され、や
がて市民サービスも現状を
維持するのが難しくなって
くる。財政は硬直化し、施
設は老朽化しても施設の更
新も出来なくなってくる。
すでに日本のどこかの自治
体で起こっている事だと思っ
ています。川越市もそうな
らないよう少しでもそうな
る事を先に延ばすため、行
政改革や集中改革を行って
います。
今回、私が言う「小さな
市役所」とは「スモールガバ
メント」であり「チープガバ
メント」ではありません。

議員定数 住民/議員１人 順位
人口

40
40
36
32
148

329,165
485,813
336,276
315,802
1,467,056

川越市
川口市
所沢市
越谷市
合計
類似市
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県

平成19年6月1日 現在

人口と議員数の割合

住民/職員１人 順位
職員数
人口

2,368
3,923
2,638
2,482
11,411
328,917
484,902
335,193
314,979
1,463,991
川越市
川口市
所沢市
越谷市
合計
類似市
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県

平成19年4月1日 現在

人口と職員数の割合
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行政の情報は市民の共有財産である

議員も市民の声をよく聞いて、報酬
の引き下げや議員定数の削減を本
気で考えていかなくてはならないと
私は思います。今までのご答弁でも
お隣の所沢市の議員定数は三十六
名ですが、人口は川越市とほぼ同じ
であり、財政規模は川越市より少し
小さいか同じ位だと思います。それ
でも十分機能している訳です。所沢
では、市民の声が反映されていないと
か、市政が滞っているなんていう話を
聞いた事はありません。適正な議員
数というのも、なかなか難しいと思い
ますが、我々に与えられた重要な検
討課題だと思います。小さな市役所
は、改革をする行政と改革する議会
が車の両輪となって初めて市民の皆
さんも協力して、痛みを分かち合っ
ていただけると思います。市民から
見れば「市役所」とは議会、市長及
び職員を含めたものであるという感
覚で捉えられている様であります。
今回の私の質問に対して市長はどの
ような所見かお答え願いたい。
舟橋市長
行政改革とは、小さな市役所と
経費の削減と人数の削減だと考え
ます。議員定数や待遇は、今後みな
さんと話し合って行かなければなら
ないと思います。今後は市民の皆様
の意見を伺いながら議員報酬を審
議会によって決めて行きたい。執行
部と議員は対立しながらも、協調し
て行政改革に努力していきたいと考
えます。

川越市政の
川越市政の

ふれあい拠点施設基本構想（案）
の概要をお知らせします。
１、 事業の背景
地域活力の低下が懸念されている
事から、西部地域の活性化を図るた
め、複合的な機能を持った拠点的な
施設の整備が必要である。

２、 事業の目的

３、 事業の方向性

① 「産業支援・次代 を担う人づく
り」の推進
② 地域住民の活動・交流の促進
③ にぎわいの創出
① 企業間の連携や大学資源の活用
の場の提供
② 市民活動や芸術文化の場の提供
③ 求心力を高める民間にぎわい施
設・集客施設の誘致

４、 施設コンセプト
「多彩なふれあいによる地域活力
の創出拠点」

５、 事業対象用地
位置：川越駅西口から約３５０ｍ
用途：近隣商業地域
(容積率２００％)
※容積率の緩和について、都市計画
での対応を想定する。

６、 施設構成（表１ 参照）
７、 事業手法
○ ＰＦＩ導入可能性調査結果をふ
まえ、「民間資金等の活用による
公共施設等の整備等の促進に関
する法律」に基づくＰＦＩ事業を
想定する。
・事業期間は二十年程度とする

実施方針の作成
特定事業の選定

８、 事業スケジュール
平成十九年度
・
・

事業者募集、選定、協定、契約

平成二十年度
・

２００７夏！ 川越市の
川越市の観光に
観光に一役
２００７夏

笠幡菖蒲園

・ 設計
平成二十一年度
今年の夏も、笠幡菖蒲園に美し
・ 工事
平成二十二年度
平成二十三年度 ・工事・オープン い花菖蒲が咲きそろいました。地
元の女性の方を中心にしてつくる
笠幡菖蒲愛好会が十年の歳月をか
けて、ボランティアでこの地域の
観光に一役買っております。手作
りのお団子や草もちなどを販売
し、来場される方の憩いのひとと
きがとてものどかですばらしい雰
囲気であります。
私は川越市の観光に足りないも
のは、率直に言って「花」だと思
います。その面から、この「花」
をメインとした活動はとても貴重
であると思います。来年も、是非
すばらしい菖蒲が咲くことを願っ
ております。頑張って下さい。

九月定例議会にも
是非傍聴にお越し下さい。

次回の議会

表１（施設構成）

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

6 月 16 日 笠幡菖蒲園にて

ココに注目！
川越ルネサンス補助金制度とは
観光地の活性化に取り組む
「民間」の活動を支援する制度で
あり、私もこの件について平成十
八年十二月議会で取り上げまし
た。
川越市も川越市地域観光振興
計画を策定し、（社）小江戸川越
市観光協会を観光ルネサンス事
業の担い手として認定しました。
（社）小江戸川越市観光協会は国
土交通大臣に対し観光ルネサンス
補助制度の申請を行い、応募総
数全十四件の内十件が採択され、
関東運輸局管内では、川越市と
日光市で決まりました。
補助期間:平成十九年、
二十年
総事業費:平成十九年
３，
０００万円
平成二十年
３，
８００万円
負担率:国４０％県、
市４０％
実施事業者２０％
私の考える今後の課題
民間企業や団体が積極的に事
業参画をする事！
西部地域振興ふれあい拠点施設
（仮称）整備事業
市も新清掃センター建設の大
型事業につづく、川越市と県の大
型プロジェクトである、西部地域

導入施設［想定整備主体］規模
施設概要
①産業支援
13,000㎡
・人材育成施設 1)産業支援施設
(6,000㎡程度) ・企業交流室、事務室等
【埼玉県】
2)大学コンソーシアム (1,000㎡程度) ・サテライト教室など
3)県地方庁舎
(6,000㎡程度) ・川越地方庁舎、他
②市民活動交流
13,000㎡程度
支援施設
4)市民活動支援センター(5,000㎡程度) ・市民活動支援空間等
【川越市】
5)ホール
(8,000㎡程度) ・劇場型多目的ホール
③にぎわい施設
【民 間】
6)民間にぎわい施設(※1)
・商業系施設等
④共有空間
【県、市、民間】 7)交流広場(※1)
・交流や憩いの空間
⑤その他
【県、市、民間】 8)駐車場(※2)
・駐車場施設
(※1)「民間にぎわい施設」「交流広場」の面性は、事業者提案による。
(※2)「駐車場」の面積は、民間施設の規模に基づき事業者提案による。

onozawa@abox3.so-net.ne.jp
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