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動き出した！川越市（３月議会）報告

平成二十一年一月二十五日、川越
市市長選挙の執行により、新しい川越
市長川合よしあき氏が誕生いたしまし
た。第二十七代の川越市長として二月
九日の初登庁はすでに川越市広報によ
り市民の皆様には周知されたと思いま
す。今、国民から市民にいたるまで足
りないものが活力です。経済の低迷に
より元気が無くなり、政治不信などか
ら生じる生活者の閉塞感！幸い川越
市にとってはＮＨＫの連続ＴＶ小説「つば
さ」の放映により、川越市民が笑顔で
我が郷土を語れるチャンスが生まれ、
さらに中核市の新しい市長のもとで可
能性を求め市民本位の市政を市民と
共につくっていける新しいチャンスも生
まれました。また、前職でありました
舟橋功一市長は、環境政策など積極
的に取り組まれ、又、大型事業の新清
掃センター建設工事など積極的に取り
組まれました。川合市長への引継ぎも
スムーズに行われ、十六年間の実績に
より私達市民を牽引されてきた舟橋
功一前市長には改めて敬意と感謝を
表するものであります。
「十六年間、ご苦労様でした。ありが
とうございます。」
さて三月議会は川越市民にとても
大切な予算、一般会計１０２３億２０
００万円、特別会計６８３億７８１９万
円を決定する議会でありましたが、市

長選挙もあった為、骨格的予算編成で 率的に配分すると発言をされました。

あり、政策的な部分は六月議会の補正 たいへん勇気のある考えであると評価

で行うという形で進められました。新 するところであります。私は一年半前

市長の新しい人事に関する同意案件も の本議会で行財政改革に関する一般

含め、５１議案を二月二十五日から三 質問の中で小さな市役所を取り上げ

月二十五日(詳細は２Ｐ)の会期で全て ました。その中で改革を行う行政と改

原案を可決しました。今回の「ひげ通 革を行う議会が両輪となって、コンパク

信２４号」は、私の一般質問、質疑、更 トで効率的な行財政運営が出来る、い

には一月から三月までの市長選挙のト わゆる「スモールガバメント」が出来ると
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します！

います。今後も川合市長新体制に期待

議員の役割をしっかりと果したいと思

ばれた議員として二元代表制としての

た、私自身も市長同様選挙を通じて選

を行っていくべきであると考えます。ま

会の運営に対して問題を把握し、改革

勢をしっかりと受け止め、我々自身議

行財政改革を加速的に行う市長の姿

すとご発言されましたが、我々議員も

川合市長は行財政運営の改革を目指

ピックスを含めニュースを掲載いたしま ご指摘させていただきました。今日、
した。

川合市長の市政方針

川合市長は本会議の議場で市政方

針を堂々と述べられました。我々議員

に対しても、様々な課題に対しては、

正面から向き合い、勇気を持って決断

をしていく。特に行財政運営に対して

は徹底した事業の見通しを通じて、経

費の無駄を省くとともに選択と集中

により、限られた財政を重点的かつ効

副市長人事
となり、前年より１億５５７９万円 ②渋滞緩和策や生活道路等の問題
大野英夫 副市長( )川越市職員 の減収となりました。全国的な禁 についてはかなり予算が厳しいと思
主な議決案件
石川 稔 副市長( )埼玉県職員 煙の影響でしょうか？
います。私は、今後はしっかりとし
三月定例議会の主な議案
教育委員人事
歳出についてはやはり景気の影響 た地方債計画を策定し、実に応じ
（二月二十五日～三月二十五日）
委員長
星野明徳
主な議決案件
による扶助費が前年対比８．６％増 た借り入れを行い、正しい公共事業
職務代理者
相馬 寛
条例の制定について
二件
の１６５億６１３２万円となり、また を行っていく予算対応が必要である
委 員
長谷川 均
条例の一部改正について十二件
特にこの中での生活保護費は前年の と思います。
委 員
後藤 佳子
指定管理者の指定について一件
文教常任委員会の主な議案
文教常任委員会の
４８億円から５３億円と見込まれて
教育長たる委員 新井 孝次
包括外部監査契約について一件
本会議の概要
います。
河越館跡第一期整備事業が
道路線の認定、廃止について
一般会計については前年度比で２． ○川越市の一般財源より
二十一年度五月に完成します
跡地での委員会視察
１３億２５６０万円
八件
２％の増となる１０２３億２０００万
荻窪一郎委員長、小野澤康弘副委
平成二十年度補正予算
六件
円の予算規模となり、特別会計６ ○国支出金より ３９億７４４０万円
員長のもと、文教常任委員会
私が思う今後の課題
平成二十一年度当初予算十一件
８３億７８１９．９万円であり、合計
同意を求めること
十件
１７０６億９８１９．９万円となりま ①予算編成をみるとやはり財政調
整基金、職員退職者手当基金など、
詳しくは議会だよりを参考に した。
今議会に上程された議案は、同
歳入については市税が景気の悪化 預金の取り崩しをせざるを得ない
意案件を含めると５１議案でした。 から法人市民税が前年の３４．１％ 状態であり、年度末の減額補正予
特に川越市一般会計については冒 減（２２億６０７６万円）となりまし 算により使われずに余った予算を
頭でも書いた様に１０２３億円とな たが、個人市民税が３．８％増及び 預金に戻すというやり繰りを行っ
りましたが、あくまでも人件費等の 固定資産税が１．０％増となり、５ ています。もし予算を使い切り、戻
すことが出来ないとしたら、どうな
義務的経費や行政の継続性から生 ３５億７８６１万円となります。
じる必要最小限の経費を計上する、 ※又、歳入繰入金については今年 るのでしょうか？私は予算編成も
骨格予算との報告を受けました。 度も依然、財政調整基金より１億 新市長のもと現状の予算をきちん
しかしながら骨格予算とは言え、 ４０００万円、職員退職者手当基 と公開し、厳しさを表面化すべきで
昨年の一般会計を２．２％も上回 金より３１億５３００万円を取り崩 あると考えます。今回の予算編成
る予算であり、どこまでが骨格であ すやり繰りを行わなければならず、 は川合市長が就任する前に大半が
組まれておりますので、今後の川合
る のか という 議論もされてい まし 厳しい状況が続きます。
た。
※たばこ税が１７億５９４８万円 市長の指導力に期待いたします。

平成 21 年 3 月 16 日 川越市立上戸小学校 視聴覚室

2009 年 4 月 (2)

ひげ通信
ひげ通信
No.24

52 59

No.24

ひげ通信
ひげ通信
(3) 2009 年 4 月

行政の情報は市民の共有財産である

私の議会質問

・ 熱回収施設の工事工程、進捗状況、 観光政策について
観光政策について
観光庁データ
工事出来高は？
まちを観光の視点で考えると、そ ２００７年の観光振興による経済効果
・ 周辺道路整備の状況
旅行消費額
２３．５兆円
・ 事業用地周辺の湧水に対する影響 こに住んでいる住民の皆が主体とな
５３．１兆円
・ 熱回収施設及びリサイクル処理棟 り地域の様々な資源を活かしながら、 生産波及効果
川越市新清掃センター
川越市新清掃
新清掃センター
の試運転の内容
雇用創出効果
２１１万人
他の地域から訪れる方々と交流し、
建設工事の諸課題
建設工事の
・ ゴミの搬入時期
様々なかたちで協力しながら身近な
質問骨子
について ・ 全負荷運転について
くらし方を良くする事で、まちの活 ・ 国は、その他付加価値効果や税収
川越市西側地区（鯨井地 ・ 試運転期間中の西清掃センターの
などを公表しているが、川越市の
力と魅力を高め「生活の質の向上」
稼動
区）に２６５トン／日のゴ
観光に対する経済効果及びその
・ 熱回収施設のランニングコストは？ を実現することでもあると考えます。
波及効果は？
ミ処理を行う、熱回収施設 ・ 鉄骨、資材の高騰と工事への影響
・ 観光庁と国土交通省との川越市
の工事が平成十九年十一月 ・ 同機種を導入している他自治体で
のかかわり
のトラブル
より着手されました。すで
・
川越市観光振興計画の進行管理
に現場では高さ９０ｍ級の ・ 地元との協定、公害防止協定、安
について
全監視体制、危機管理体制や環境
・ 川越まつりやビッグイベントなど
煙突がほぼ完成し、工事も
アセスメントについて
に対する対策
若干の遅れはあるもののお
試運転について
試運転について
・
観光ルネサンス事業の終了と今
おむね順調である、と今議
熱回収施設（ゴミ焼却施設）の試運
後の対応
会の私の一般質問でも環境 転は十月下旬より炉内の乾燥焚きが
・ 小江戸川越検定について
・ 小江戸観光協会の体制と専門家
部長より答弁をいただきま あり、十一月より１炉交互運転により
について
十一月～十二月の間、１日１００トンの
した。
・ 小江戸川越検定と継続と責任に
これから秋口へ向け、い ゴミを搬入し、焼却試運転を行い、十
ついて
よいよこの熱回収施設の試 二月下旬より二月初旬にかけ処理能
・ 観光政策はもとより「ポストつば
さ」を含め、今後の川越市の観光戦
今回のこのタイトルの一般質問は
運転が開始されます。まだ 力の全量である２６５トン／日を処理
略について川合市長の見解は？
地元や市民への説明も無く、 し、性能確認を行う。これにともない、 「従来の１０００万人観光客の誘致
当然十一月よりゴミ搬入車によるゴミ
今後の環境アセスメントや
の搬入が１日１７０トン程度、十二月が の目標から新市長の１０００万人と
試運転によるゴミ搬入車の
．．．．．」という主
１日２５０トン、一月が１日２００トン、 いう数字にはこだわらず
問題も残されております。
二月に一日１８０トン有ります。
張に対しての質問でもあります。
これらの問題の地域への
今後の課題
私が思う今後の
私は、観光政策を実施するにあた
影響を考慮し、今回この工
本来熱回収施設の供用開始は平成
って、経済効果はもちろんのこと、
事への質問をいたしました。
二十二年四月ですが、実際はゴミ処理
川越市や外郭団体、民間との連携体
質問骨子
試験の為、十一月より鯨井地区には工
制が急務と考えます。本市で観光の
事車両とゴミ運搬車両が通行するわ
政策を考え、個別の施策を実現して
けであり、早々に地域対策と安全管理
ゆく為にも重要課題と思い、何点か
が必要であると思いますので、今議会
質問をいたしました。
で指摘をいたしました。
・ ゴミの減量化、資源化につ
いて市民の認識の変化
は？
・ 廃プラスチックの問題につ
いて

川越市政の
川越市政の

一月～三月までの

トピックス
★一月二日・三日
地元川越東洋大学が第八十五回箱根
駅伝にて悲願の初タイトル獲得！
今年は第八十五回記念大会という
事で例年より３チーム多い２３チー
ムが参加し、１０区間２１７．９キ
ロメートルを争いました。東洋大学
は箱根駅伝出場６７回の伝統校であ
りますが、往路復路とも制し、初の
総合優勝を完全優勝で飾りました。
東洋大学校友会会報２３８記
※ＯＢとして来年はどの区間を応援
しようか考えています！

★一月二十五日
川越市長選挙執行

136,493
135,566
272,059
135,135
134,355
269,490
48,711
49,678
98,389
36.05
36.98
36.51

③投票総数、有効投票数及び ②選挙人名簿登録者数、
無効投票数に関する調
有権者数、投票者数、
投票率に関する調

① 川合よしあき氏
５８３７０票当選
④ 各投票所(５６
箇所)の投票率
の最高から最
低５７．２５％
～２６．２０％
⑤ 期日前投票
８６６６票
⑥ 不在者投票
（内、指定施設４１１票）４２６票
※期日前投票については、市役所(本

男
選挙人名簿
女
登録者数(人)
計
男
選挙当日
女
有権者数(人)
計
男
投票者数(人) 女
計
男
投票率(％) 女
計

とのクレームが相次いだそうです。

ができたが「投票券が届いていない」

庁)以外は、告示後３日目からの投票

投票総数(Ａ)
98,389 人
有効投票数(Ｂ) 97,037 人
無効投票数(Ｃ)
1,352 人
無効投票率(C/A)
1.37%

ココに注目！
川越市の新斎場建設について
川合よしあき市長は、自身のマ
ニフェストの中で、緊急課題とし
て川越市斎場をあげられており
ました。これについて、私は昨年
の九月議会において川越市斎場
（火葬場）についての一般質問を
行いました。その中で事業の体制
と所管である市民部の斎場建設
に係る人員体制と新たな検討委
員会の設置を求めました。
今回、川合よしあき市長は新し
く市民部に新斎場建設準備室の
設置を行い、専任として部長級で
ある根岸担当理事を任命されま
した。私は、組織を設置され、具
体的な事業として進めて行く考
えを実行に移された事は、緊急課
題の取組としてたいへん評価し
ております。
今年も、一月からやすらぎの郷
や斎場の予約については市民か
らもクレームが相次いでおり、又
すでに老朽化した現斎場では、耐
震性能等の事もあり、とても心配
です。市民の期待に早くこたえて
欲しいと思います。

★三月三十日より

ＮＨＫ「つばさ」放送開始！
三月三十日（月）よりＮＨＫの連
続ＴＶ小説「つばさ」の放送が毎朝
８時１５分より放送されています。
アンジェラ・アキの軽やかな主題歌
「愛の季節」にのって、ヒロインの
多部未華子さんの笑顔がとても素敵
ですね！
今までのＴＶ各局による街角の取
材とは違い、毎朝のドラマとなると
私もつい時間が気になります。ぜひ
川越のまちを俳優さんと一緒にテレ
ビで散歩しましょう！

次回の議会

六月定例議会にも
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
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