今年はねずみ年

昨年におかれましては、皆様にご
支援、ご協力いただき深く感謝申し
上げます。
新しい年を迎え今年も川越市議
会の議員として市民の負託にこたえ、
市政に全力投球をしていく所存であ
りますので、引き続きご支援、ご協
力をお願い致します。
昨年の十一月二十九日より十二

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

要望等を含めた発言が多いような感

極的に行政側に対する指摘や住民

般質問も多く、それぞれの議員が積

新年度の予算を見据えた傾向の一

致します。毎年十二月議会になると、

文化芸術振興の弱さを認めました。

の質問に対して舟橋市長は、本市の

問を致しました。本会議の中での私

し、疑問を持っていたことについて質

り川越市の文化芸術振興施策に対

化政策について」であります。日頃よ

私は現在の川越市は、文化財やその

じが致します。
今回の市側の議案については、主に

伝統的な活用に対しては全国的に

いに生かされていると思います。又、

地球温暖化対策に関する条例制定

本会議では庁舎の移転問題や県

一方では市民文化活動による文化

も評価は高く、観光という手法の施

と共同で行う大型事業の、ふれあい

施策も、公民館を始め活発でありま

の他、二十七議案です（詳しくは議

拠点施設に関する一般質問も多く、

す。どちらかというと、市民文化活

策により川越市のまちづくりには大

今後川越市の財政面と川越市政を

動にかなりシフトしているようにも

会だより 参照）

問う問題に発展して いくと思いま

は行政側の担当部署も特に目立った

思われます。文化芸術という部分で

川越市の文化芸術振興の弱さ

事業は無く、組織にも充実が見られ

す。

さて、十二月議会の私の一般質問

ません。現状を見ると、公共施設を

規定により、選挙区内への年賀状等
の発送は禁止されております。あしか
らずご了承の程お願い申し上げます。

興の計画の策定もなく、文化政策を

は、文化芸術に対する方針やその振

があります。その大きな要因として

方や利用目的の規準もあいまいな所

考えた場合、その施設に必要な考え

はありますが、質の高い文化芸術を

見ても文化施設、社会教育施設等

での、タイトルとしては「川越市の文

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

月十九日まで、十二月定例市議会
が開催されましたので、議会報告を
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進めてきている所だと思います。

学校教育と文化芸術
質問の中でも触れましたが、例え
ば子どもの文化芸術の教育でありま
すが、学校教育における文化芸術の
充実に対する答弁でも、川越市の教
育行政における文化芸術事業の弱
さを確認いたしました。財政面の問
題もありますが、私は、将来ある子
ども達に質の高い文化芸術鑑賞等
などの教育を、市全校の一定の学年
の生徒に体験させるべきであると教
育問題でも触れました。昭和五十七
年十二月一日に制定した、川越市
民憲章の第一番目には「郷土の伝統
を大切にし、平和で文化の香りたか
いまちにします」とかかれております。
まさに、文化芸術とは川越市の力と
なります。この様な概念から、川越
市の文化芸術振興のソフト部分の議
論を致しました（詳細は本文３Ｐ）

主な議決案件
十二月定例議会の
十二月定例議会
月定例議会の主な議案
（十一月二十九日～十二月十九日）

主な議決案件
街の区域について
五件
〔原案可決〕

条例の制定について
二件
〔原案可決〕
条例の一部改正について 九件
〔原案可決〕
条例の廃止について
一件
〔原案可決〕
指定管理者の指定について二件
〔原案可決〕
道路線の認定、廃止について
四件
〔原案可決〕
平成十九年度補正予算について
四件
〔原案可決〕
詳しくは議会だよりを参考に

主な議案として
議案一〇五号
川越市地球温暖化対策条例
を定めることについて
制定の趣旨
川越市において、より効果的
に地球温暖化対策を推進するた
め、市、事業者、市民等の責務

及び地球温暖化対策の推進を図
り、よって現在及び将来の市民
の健康で文化的な生活の確保に
寄与するため、川越市地球温暖
化対策条例を制定しようとする
ものです。又、条例制定により
市が期待する効果としては、市
民等の意識の啓発を行うと共に
事業者の温室効果ガス排出量の
削減や建物等の省エネルギー化
を促進する事により、本市にお
ける地球温暖化対策をさらに推
進する事ができるとしています。
今後の課題
私の思う今後の
本会議等で質疑もありました
が、問題は啓発と温室効果ガス
排出量の削減や省エネの推進で
あります。現在、地球規模で先
進国と発展途上国の規制値の議
論がある中で、我が国も議論に
加わっていますが、環境省では
チームマイナス６％の「一人一
日１ＫｇのＣＯ２排出量削減」
を目指すキャンペーンを行って
います。我が川越市も一人ひと
りが身近なところでできる温暖
化防止をメニューから選択でき
るような、市独自で考える規制
値の制度とその効果に対する優
遇措置の検討も今後は必要にな
ってくると思います。
環境問題とは地球規模の課題
であり、川越市が積極的に条例

制定に取り組んだ事に対しては
私は評価を致します。

※ 京都議定書とは
「気候変動に関する国際連合枠組
条約の京都議定書」が正式名称であ
り、１９９７年に京都で開催された
「気候変動枠組条約第三回締結国
会議」で採択された、地球温室効果
ガスを削減するための議定書です。
日本の数値目標は１９９０年（規準
年）と比べて６％の削減としたもので、
目標期間は２００８年～２０１２年で
す。

十八年度決算特別委員として
市民体育館の代替施設について
代替施設について
市民体育館の
平成十八年度決算特別委員会
での質疑より
市民体育館は平成十八年度ア
スベスト除去及び、現在解体工
事を行っているが、市民体育館
の代替施設の建設については、
市民要望やスポーツ振興審議会
からも答申が出されている。私
も早急な建設を望む一人であり、
副市長に答弁を求めました。

副市長答弁

改めて土地を探すのは非常に
時間がかかってしまう。それは
ご指摘の通りであり、それらを
十分踏まえ、既に解体が始まっ
ているわけですから、適切な場
所を早急に選定して建設したい
と考える。
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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
川越市の文化政策
川越市の
について
今回のこの質問を行う
にあたり、冒頭の中でも
少し触れましたが、川越
市の市民憲章の一つ目に
「郷土の伝統を大切にし、
平和で文化の香りたかい
まちにします」とありま
す。市の憲法というか川
越市が目指す姿である市
民憲章の一番初めに「文
化の香りたかいまちにし
ます」と謳っています。
果たして今の川越市では
この文化の香りたかいま
ちを目指して行政の施策
が行われているでしょう
か？私はその辺の所につ
いて、日頃から疑問に思
っていました。市民の
方々と話をしますと、川
越市は文化、芸術に対し
てあまり理解をしめして
いないという言葉を耳に
します。文化財、とりわ
け蔵造りの街並みは伝建
地区として我が国でも有
数の街並みとして文化的
な価値が高いものであり
ます。喜多院なども国指
定の文化財が多数ありま

⑧ この基本方針の施策「高齢者、障
す。そのような意味では本市の文
害者等の文化芸術活動の充実」
化行政も文化財という視点からは、
「国民の文化芸術活動の充実」
高い評価を受けていると私は思い
「青少年の文化芸術活動の充実」
ます。
「学校教育における文化芸術活
しかし、市民の方々からの「市
動の充実」とあるが、それぞれの
は文化、芸術に理解を示していな
所管部署の現状、取組を具体的
い」という言葉の中には、文化と
に。
か芸術が非常に多岐に渡り、なか
⑨ 「文化芸術拠点の充実」の中の地
なかこれが文化、芸術だと一概に
域における文化芸術活動の場の
は言えないものであり、人により
充実から、本市の該当する施設
それぞれ違った見方、受け止め方
の役割分担と機能分担とは何
をしている事があると思います。
か。
その様な事から、
「文化芸術振興基
⑩ 西部地域振興ふれあい拠点施設
のホールの概要とは。
本法」や「文化芸術の振興に関す
⑪ 「文化芸術振興基本法」が施行
る基本方針」を捉え、川越市が現
されて以来、中核市における文
在は策定をしていない「文化芸術
化芸術振興条例や文化芸術振
振興計画」の策定提案を含め、評
興計画の策定状況とは。
価や指摘の中から一般質問を行い
市長への質問
ました。
文化芸術とは単にお金をかけれ
質問骨子
ば良いというものではないと私は
①
思います。やはり、そのまちの姿
勢、自治体の姿勢なんだと思いま
②
す。お金を何億も使えば良いとい
うものでもないし、担当を五人も
③
十人も置けば文化芸術振興ができ
④
るとも思いません。しかし、一つ
の姿勢として、市民の目に見える
⑤
所で、市民が実感する形で、文化
芸術の振興が川越市という地域で
⑥
行われてこなければ、いけないの
ではないでしょうか。今の川越市
は文化芸術に関して、他の行政施
策、行政課題にどんどん追い越さ
⑦
れ、優先順位が下がってしまった
ようです。限られた予算、厳しい
市の文化政策を担当している部
署はどこか
「文化」の定義とは何か。「文化
事業」とは何か。
市の組織で以前の市民文化課か
ら文化を取ったのはなぜか。
文化を担当する部署はどのよう
に変化をしていったか。
文化行政を担当されている部署
の過去の事業実施の内容。
文化芸術振興基本法とはどのよ
うな法律で、市はどのような認
識か。又、自治体の義務と責任
は何か。
文化芸術の振興に関する基本的
な方針の内容と自治体の役割と
責任。

財政状況の下であれも、これもと
いうのは大変だと思いますが、や
はり市民憲章の一番目にある文化
の香りたかいまちにする為に、当
然やるべきことはあるのではない
かと考えます。
私は早急に、少なくとも来年度
中には、まず文化芸術振興計画の
策定が必要だと思います。その為
には、所管部署の組織体制の充実
と予算措置が必要だと思います。
そして、その振興計画に基づいて
川越市の文化芸術施策を実施し、
文化の香りたかいまちづくりを行
い他の自治体に負けない川越市の
文化芸術行政が生まれる物と私は
思うが、舟橋市長の所見はどうか。
市長答弁
文化芸術について良い質問でご
ざいます。私も中核市の市長とし
て川越もちょっとこの点が弱いと
思っておりました。計画を作らな
いとダメであります。私も文化芸
術について考え、ソフト面におい
て皆さんとやって行く、今後も予
算措置、組織体制面においても前
向きに検討し、文化芸術振興基本
法を見直し、文化芸術の振興をし
て行きたい。ご指摘ありがとうご
ざいました。従って、文化芸術振
興計画は策定いたします。
※小中学校五十五校を対象とし
て文化芸術活動費としては、２，
２７５，０００円と大変少なく、
本議会でも私は、子供へかける事
業費の増額を指摘しました。

川越市政の
川越市政の

ココに注目！

し、岐阜市の再開発ビルを比較と
して発言
○ 十二月議会
• 規模は２０，０００㎡～２５，００
０㎡
• 一般的な建築費は８０億円～１
２５億円位かかる
• 伝建地区への配慮
• 現在の市庁舎は駅より遠い
• 新市庁舎建設に対する基金は５
億円である。
• 新清掃センターの建設費用を考
えると、庁舎建設に費用はかけ
られない
• 役所はにぎわいのある場所と言
う発想である
• 今後は庁内で庁舎建設担当の部
署を設け、部長級の室長を置く
• 全国に聞き、良い案を集める
• 昭和四十六年の議会で議員の３
分の２に達しなかった
• 今後、市議会には協力体制をお
願いしたい
以上のような答弁をいただきまし
た。
市長は答弁の中でお金をかけずに
建設を行いたいと答弁しております
が、果たして可能なのか。又、場所の
議論もまだまだ説得力のある説明で
はなく、今後どうなるのか様々な角
度から指摘をしていくと現在の市長
発言は、発想は良いのですが、その根
拠と説得力に大きく欠けるところが
多すぎます。私は一定の時間をかけ

・石田の獅子舞（石田獅子舞保存会）
・下小坂の獅子舞（下小坂獅子舞保存会）
・石原のささら獅子舞
（石原のささら獅子舞保存会）
・福井県小浜の雲浜獅子（雲浜獅子保存会）
・福田の獅子舞（福田の獅子舞保存会）
・上寺山の獅子舞（上寺山獅子舞保存会）
・上戸の獅子舞（上戸獅子舞保存会）

川越城築城５５０周年を記念し、平成十
九年十二月一日にやまぶき会館中ホールで
川越市内の６つの獅子舞保存会とゲストの
福井県小浜市の雲浜獅子保存会を迎え合
同演舞を行いました。中でも石原のささら
獅子舞（埼玉県無形文化財）は、創始（１６
０７年）以来の四百年を迎えました。
少しご紹介すると、市内石原の観音寺例
祭として行われる一人立三頭獅子舞です。
この寺は比叡山の末寺、弘法大師の草創に
かかり、慈覚大師が再興し、受児、安産の
霊験顕著なるをもって「世継観音」と称され
ました。後に長盛上人が中興し、慶長十二
年（１６０７年）３月、観音祭として「偏木獅
子舞」を創始しました。以来川越市城内に
て、悪魔降伏、災難消除、国利民副の祈祷
をし、領主から祭礼祀涅槃祭（シガン）料を
賜りました。ただ、寛永十一年（１６３４年）
時の城主酒井忠勝が若狭小浜城へ国替とな
った折、獅子舞を愛好するあまり、雄雌２
頭と演技３０余戸と共に帯同させ、その為
「ささら獅子舞」は中断しました。しかし、
宝永６年（１７０９年）高沢の井上家（水村
甚左衛門忠直から獅子３頭が奉納され、７
５年を過ぎて再興されました。
今回の演舞会にあたり、石原ささら獅子
舞保存会の前会長（故）岸篤氏の石原ささ
ら獅子四百周年への思いも強く、保存会を
引き継がれた猪鼻哲雄会長、役員さん、会
員の皆さまも大変ご苦労されておりまし
た。又市内各保存会の皆様も迫力のある演
舞を行い、今後の獅子舞の活性化の意気込
みが感じられました。
私も今回の合同演舞会の企画をお手伝い
が出来た事をほこりに思うと共に（故）岸篤
氏のとても良い供養になったような気がいた
しました。

市全体の構想の整理と都市計画マス 獅子舞合同演舞会
タープランの見直しと進行管理をし
っかり行い予算措置の裏づけを求め
ます。
それでなくても、平成二十年度の
川越市の借入とは１２０億円近くな
る事が予測され、その内約６５億円
が新清掃センター建設費であり、二
十一年度もそれに近い借入が予想
されます。それに西口の大型事業が
入ってきます。市長さんがお金をか
けず建てたいという考えは私も分か
らないでもないですが、やはり構想、
計画、予算措置が大切であり、市民
に対する理解を求めるのも忘れては
ならないと思います。
上)石原のささら獅子舞
（県指定無形文化財）

市庁舎移転問題について
川越市も新清掃センター建設工
事にも着手し、いよいよ大型事業が
スタートしました。又、もう一つの大
型事業である川越駅西口地区にお
ける埼玉県との共同事業でもある、
西部地区振興ふれあい拠点施設事
業も十一月二十六日には埼玉県と
川越市が事業協定の締結を行いまし
た。
そのような状況下で川越市では、
九月議会で市民をお騒がせした新
市庁舎移転建設問題の発言から始
まり、十一月の新聞報道、そして十
二月議会では数人の議員が庁舎移
転問題について一般質問を行いまし
た。ここで少し今までの川越市の発
言の流れを整理してみました。
○ 九月議会
庁舎の耐震性の問題と手狭で
あることから、川越駅西口市有地
（８，１００㎡）に移転の構想意思
がある事と一部建設手法を答弁
○ 十一月二十六日
記者会見により庁舎移転を
早々に行い、建物は地上３０階の
高層建築とし、民間活力を導入
した手法により、分譲マンションと
事務所機能を考えている。又、新
しいシンボルタワーとしたいと発言
下)上戸の獅子舞
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