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市議会報告（３月議会）平成２０年度当初予算
平成二十年予算編成
平成二十年度川越市の経営が始
まりました。二月二十六日から三月
二十一日の三月定例議会は、二十
年度当初予算を中心に、本議会での
質疑も４日間と通年よりも１日延
長して行われました。また、二十年
度予算を計上した舟橋市長の首長
としての任期も一年を切り、今後の
動向が注目される所でもあります。
まず、今年度の一般会計予算は１
００１億２０００万と前年に対し７．
９％増とし、特別会計では６８４億７
７７３万の計上としております。全
体では１６８５億９７００万となり、
前年比２．７％減であります。
本年度の歳入は、市税については
前年に対し１．２％増（６億３０００
万）とやや増加し、国庫支出金は４
２．６％増（１０２億５６６０万）、財
産収入１２３．４％増（２３億１８００
万）、市債（借入）４３．７％増（１１５
億６５０万）と前年に対して歳入の
中でも大きな増額を示しております。
一方では、税制の改正の影響により
減額になる部分も多くなっています。
歳出では、新清掃センター建設やふ
れあい拠点施設を中心とした普通
建設事業（投資的経費）６０％増（１
８９億６４９０万）やその他の整備事
業が見込まれています。

私から見た評価は一言で言うと
「やらなければならない大型公共事
業に対する予算措置をする為に借
入を増やし、国の税制改正に伴う負
担をなんとか補う為に市独自の予
算づくり」であり、大型事業を前に
した舟橋市長の努力がうかがえる予
算編成ではないかと思います。私自
身は本年度予算の編成は、今後に継
続的な厳しさを残すが、評価をした
いと思います。

中長期ビジョンとなる
後期基本計画
平成１８年度よりスタートした第
三次川越市総合計画、基本構想、
前期基本計画が策定されているが、
早いもので今年度は後期基本計画に
向けた基礎調査を実施する年度で
もあります。川越市の中を取り巻く
問題や周辺自治体の変化に伴う事
も含め、市民に向けた将来の川越の
分かり易いビジョンを後期基本計画
で示さなければなりません。又平成
二十年度中に任期満了となる舟橋
市長の進退問題もあり、本年度は川
越市にとってとても大事な年になる
事は間違いありません。
《総合計画策定事務》
平成二十年度
後期基本計画基礎
調査
平成二十一年度 後期基本計画に係
るパブリックコメント
平成二十二年度 後期基本計画の策

定

お騒がせの庁舎移転問題に対し
市庁舎建設特別委員会設置！

庁舎建設問題に関わる委員会が

三月議会において、議会側の動議に

より可決され、十二名の委員の選出

を行いました。この委員会の設置目

的としては、主に市庁舎建設に関わ

る諸問題について。

１． 現市庁舎の現状について
２． 市庁舎の機能について
３． 市庁舎の建設位置と周辺対
策について
４． 市庁舎建設事業に関わる経
費について
５． その他
本会議でも庁舎移転に対する市

民アンケート問題や様々な角度から

の一般質問が取り上げられました。

私も本会議の中で庁舎問題の一部

を取り上げ、舟橋市長には市側の一

方的な進め方ではなく、市民の声や

議会の意見を良く聞いていただきた

いと注文をつけました。その様な経

過もあり、今回の議会による側の特

別委員会の設置については私は大変

評価いたすところであり、私も特別

委員会の委員に選出されましたので、

しっかりと整理し委員の役割を果し

たいと思っております。

市庁舎建設特別委員会委員

山本 綾子
小野澤 康弘

高橋

１２名

川口 啓介
神田 寿雄

剛

吉田 光雄

中原 秀久
新井 喜一

石川 隆二

小ノ澤 哲也 佐藤 恵士

久保 啓一

600

という公務員である事や事務局
は同じ市の職員で構成されてい
る事から、
その運用にあたって、
監査を行う側と受ける側との緊
張関係が薄くなりがちであるな
どの指摘もあり、このような問
題を解決する手段の一つとして、
地方公共団体の組織に属さない、
外部の専門的な知識を有する者
により外部監査を行わせる制度
であり、平成十五年度より川越
H20 年度
H19 年度
H18 年度

主な議決案件

0
扶助費
15.2%

月定例議会の主な議案
三月定例議会の

２千万円

500
歳出総額

（二月二十六日～三月二十一日）

主な議決案件
条例の制定について
二件
条例の一部改正について十二件
条例の廃止について
一件
指定管理者の指定について二件
道路線の認定、廃止について
九件
平成十九年度補正予算について
五件
平成二十年度補正予算について
十一件
同意案件
一件
特別委員会の設置について一件
詳しくは議会だよりを参考に

本議会での私の質疑
包括外部監査契約について
包括外部監査契約とは、現行
の監査委員の身分は市の特別職

100
物件費
13.5%

700

人件費
22.8%
操出費
9.0%

普通建設 400
事業費
300
19.0%
200
１００１億

公債費
9.4%

800
その他
2.8%

補助費等
8.3%

一般会計 市債残高・市債借入額の推移

900
一般会計 歳出予算の性質別構成割合
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市も導入しております。
今回の質疑の趣旨としては、
現在の個別選定の監査にとどま
らず、全般的な監査により行政
運営に生かすことが出来ないか
という事と、平成二十年四月よ
り施行される財政健全化法にお
ける包括外部監査との関連等を
質疑いたしました。
平成二十年度主要な事業
○ 地域振興ふれあい拠点施設整備
２５億９２００万
○ 公共施設予約システムの導入
５７８７万
○ 文化芸術振興計画策定
○ 新清掃センター建設
８５億４４００万
○ 鏡山酒造跡地施設建設
４億３３００万
○ まちづくり条例の制定
○ 本川越周辺地区整備
３億４３００万
○ 中央通り地区整備４億８２００万
○ 道路整備（生活、幹線）
２４億１０００万
○ 河越館跡地整備 １億５３００万
○ 川越城本丸御殿保存整備
６８００万
○ その他

文教常任委員会の主な議案
文教常任委員会の
三月議会の文教常任委員会で
は、十九年度川越市一般会計補
正予算と二十年度一般会計予算
の所管部分の審議をしました。
私の委員会での質疑は小中学
校の耐震診断による補強工事で
あります。中でも、今回は体育
館の耐震補強工事に関する中で
何が問題かを確認いたしました。

市側は平成十九年耐震化事業計
画の策定により、今までの施設
整備の方針から、耐震化への方
針転換を行い、耐震補強工事を
最優先させるとし、単純試算で
学校施設が６７億円かかると報
告をしております。本予算では
耐震診断予算と二十年度に実施
する、川越第一中学校の体育館
設計予算を計上しております。
私は質疑の中で耐震補強工事と
同規模の面積による建替え工事
についてどちらが将来的な事か
を含め、安全安心を備えた公共
工事としてふさわしいかを市側
と質疑しました。
私の意見としては、単に一律
に補強し、補強後の耐久年数が
あいまいな補強工事と、耐久年
数が公的に担保される建替え工
事を、
財政を踏まえ比較検討し、
学校教育に最低限必要な面積や
地域の実状に合わせて議論をす
べきであると指摘をいたした所、
市側の答弁としては実状に合わ
せた議論をする必要性が有りと
の考えを示しました。私はこの
議論の中でも、体育館は今まで
の施設整備の方針の時のような
生徒の人数で割り出した面積の
算定はあまり意味が無く、あく
までも実状に合わせた議論をす
べきとの意見も更に付け加えま
した。
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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
川越市中心市街地活性
化基本計画の諸課題
化基本計画の
について
私は平成十八年六月議
会で、まちづくり３法の
改正とまちづくり条例の
関連について一般質問を
おこないました。その中
で、中心市街地の活性化
や都市計画マスタープラ
ンの進行管理。又、まち
づくりの規範であるまち
づくり条例の制定に向け
た確認を行いました。ま
ちづくり条例制定は私の
公約でもあり、現在第三
次総合計画、実施計画の
中で二十年度制定にむけ
て進行しております。ま
ちづくり３法のひとつで
ある中心市街地活性化法
の改正から足掛け２年と
なりました。その中で川
越市も中心市街地活性化
基本計画を見直し、新た
に国の認定を受けるべく
進行していると聞いてお
ります。この計画とは行
政だけでなく地域の人た
ちがどう考えるか、商工

会 議所、 土地所 有者な ど地域 の
方々が議論を煮詰めてそれを計画
に反映すべきであり、計画の認定
はスタートに過ぎません。認定後
のフォローアップが大切であり、
計画設定した数値目標の達成の為
には、事業の見直しや追加が必要
となります。計画の認定を受ける
事も大切ですが、自治体は「コン
パ クトで 賑わい のある まちづ く
り」について商工会議所、商店街
や地域の方々と議論を通じて、都
市住居、商業の活性化など具体的
に客観的な認識を深める事が必要
であると考えます。今回、川越市
の基本計画もパブリックコメント
を一月十日～二月十四日まで行っ
たが、中心市街地活性化区域の中
に庁舎建設推進も記載されており
ましたので、基本計画を策定する
にあたり、庁内手続きを含め都市
構造の変化など、どのような中心
市街地になるのか議論の経過の確
認の意味で一般質問を行いました。

質問骨子
① 基本計画のパブリックコメントに
ついて
② 庁内手続きについて
③ パブリックコメントによる公表と
検討委員会について
④ 川越市総合計画、川越市環境
基本計画、他の計画との整合性
について
⑤ まちづくり会社について
⑥ 旧法でのＴＭO との相違

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

まちづくり会社設立の手続きに
ついて
まちづくり会社の概要について
まちづくり会社設立と市の関与
について
まちづくり会社の出資と公募に
ついて
中心市街地活性化協議会につい
て
概要と設立手続きについて
設立時における商工会議所との
関わりについて

⑭ 中心市街地活性化協議会の権
限について
⑮ 基本計画の事業に対する協議会
の意見はどのような事か、市の計
画や実施しようとする事業に対
する影響とは
⑯ 基本計画の中にある庁舎建設推
進の西口位置の記載の経緯
⑰ 市長への要望、多くの市民や議
員の声に耳を傾けてもらいたい

今後の課題
私が思う今後の

川越市中心市街地活性化基本計
画もパブリックコメントを終了し、策
定に向かっていると答弁をいただき、
更にもう一回パブリックコメントをか
けるという事ですが、本来は行政側
が行うパブリックコメントとは何回も
行うようなものでは無いと思います。
その為にしっかりした議論を行い、国
の認定であれば当然、事前協議があ
るわけですから、急がず、しっかりし
たものを策定して欲しいと思います。
また、新法で法制化された中心市街
地活性化協議会ですが「都市機能の
増進を総合的に推進する為の調整」
と「経済活力の向上を総合的に推進
するための調整」を図る者を中心と
した組織だと思いますが、この協議
会の議論はとても重要な議論となる
ので、今後まちづくり会社も含め、
行政としては民間活動の公益性を
担保する為の民間に対する監視と
規制が大切だと思います。本来は、
まちづくり規範ともいえるまちづく
り条例の制定後しっかりとしたルー
ルのもとに行う手続きが肝要であり、
改めて条例制定の必要性を感じまし
た。また、商工会議所が中心となり、
まちづくり会社や中心市街地活性
化協議会も今後活動し始めるにあ
たり、川越のまちづくりに大いに期
待するところでもあり、頑張っていた
だきたいと思います。

ます。私の家庭も年老いた母と生

に費やす費用は膨大なものがあり

た。国の大きな課題でもある介護

０００万の予算を計上いたしまし

この保険事業に対して１２１億５

というものがあります。川越市は

川越市介護保険事業特別会計予算

平成二十年度当初予算の一部に

川越市の介護保険事業

影響となります。現在では個人負

０％に近づくと財政的には大きな

者 の増加 がいち じるし く、１ ０

施設の増加等によりサービス利用

しかし、万一サービスに伴う介護

を元に予算を編成しております。

り、本市の予算もその前年の実績

ービス利用の割合は７０％台であ

十八年度の認定者実績に対し、サ

違いないと思われます。又、更に

成二十年度の認定の推測値は８５

活を共にし、介護認定制度による

担が１割でありますが、医療保険

保険料

１２．５％

３１％

圏央道と保護ネット

ると同じ比率で伸びていくのは間

開通式

１８人ですが、データから推測す

要 介護４ の区分 であり 、家族 で

のように段階的に上がってきた実

を提供する側とのバランスもあり、
首都圏中央連絡自動車道開通式
サービス施設の増加に伴う利用率 鶴ヶ島ジャンクションから川島イ
の増加の財源確保の問題などを行 ンターチェンジが開通いたしました。
政だけに頼るとまた別の問題が発 川島町民会館で開通式典が行われ、そ
の後川島インターチェンジより鶴ヶ
生します。現段階では公費財源は
島ジャンクションまで通り初めを行
市の一般会計予算からの繰り入れ
いました。途中２ヶ所には、環境省の
が１２．５％と決められているの 調査により絶滅危惧Ⅱ類に選定され
で、保険事業のための財源を確保 ているオオタカの保護対策により道
する為には将来、保険料の見直し 路グリーンネットや緑の連続性が確
も考えられるので、何とかその様 保された施工となっていたのには感
にならぬ様に行政は介護事業に対 心いたしました。また、この圏央道が
する環境を整え、私たち市民は介 ２０１２年までに完成すると、埼玉県
の東西を結び、又更に東京、神奈川、
護に対し視野を広げ、無理せずさ
山梨、茨城と周辺からの交通がスムー
さえあう事が大切であると私自身 ズになり、県西部地域の拠点でもある
介護を経験していて感じます。
川越市も変化が現れることは確実で
川越市でも第三期川越市介護保 あると感じました。

川越市政の
川越市政の

日々介護を行っております。週４

績を見ると介護保険も心配する要

険事業計画が平成二十年までとな

埼玉県

ココに注目！

回のデイサービスとショートステ

素を含んでいると思います。

介護問題を市民の方々とともに考

進委員として、これから更に続く

ます。私も介護保険事業計画等推

見直し、新しい計画づくりを行い

り、今年より第四期計画に向けて

イの利用のおかげで何とか家族全
員で協力し合い、頑張っておりま
す。介護を必要とする方々には大
変よい制度である事には間違いあ

(2 号被保険者)
川越市

りませんが、財源を考えると、今
後は川越市もかなり厳しいものが

えていきたいと思います。

次回の議会
６月定例議会にも
是非傍聴にお越し下さい。

ＴＥＬ２３２―
ＴＥＬ２３２
２３２―５７８９
ＴＥＬ２３１―
ＴＥＬ２３１
２３１―４８５０
ＦＡＸ２３３―
ＦＡＸ２３３
２３３―９３１０

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。

y.onozawa@pop.kcv-net.ne.jp

あります。まず、介護保険の財源
とは保険料５０％と公費５０％で
あります。
本議会の質疑の中での答弁でも
平成十八年度要介護認定実績者数
が推測の７７０５人に対して７８

40～64 才の方の
１２．５％

川越市に限らず、介護保険の問

１９％

２１人であり、サービス利用者数

保険料

題とは介護を受ける側とサービス

65 才以上の方の

は６０２３人とのことでした。平

国

２５％
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