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市議会議員４年任期の折返し点、残すは後２年

も頑張りたいと思います。

テランの小林委員長の補佐として私

ると思います。今回の人事では、ベ

平成二十一年六月五日から六月 員の選出が行われ、私も今回議会 会で議論を進行していく必要があ

議会運営副委員長 小野澤康弘議員

（プロジェクト川越２１）

二十九日までの会期で六月定例市 運営委員に選任されました。
小林薫議員
議会が終了いたしました。川越市議 議会運営委員長
会では、例年六月議会で議長、副

す。さらに、議会の改革等について

議会で最も重要な委員会でありま

める事項すべてを扱う機関であり、

須賀 博

・図書室委員

・介護保険事業推進委員

・社会福祉審議会委員

・広報誌編集委員

・なぐわし公園建設委員

議会関係各委員
会派 スピリット５０
小野澤 康弘・都市計画審議会委員

私は評価したいと思います。

向きな姿勢がうかがえる事には、

上され、社会資本整備の推進に前

議会の内容については、主に市長
議長が選任されています。また、他
（スピリット５０）
自らご本人の件に当たる、市長任
には各常任委員会、議会運営委員
議会運営委員会とは平成六年十
期に関する条例、市長、副市長の
会なども任期満了となり、各議員 二月二十二日より規定の設置から
給料の減額、また下水道料金の改
の委員会の入れ替えや、各行政委 条例に基づく設置となり、議会が
定に関する条例、健康長寿奨励金
員、各審議会委員も新たに選任さ 公正円滑に運営されるように話し
の廃止に代わる長寿祝い金支給条
れます。特に人事面での調整が中 合いを行い、議長の諮問に応じる他、
例他（本文２Ｐ）、改革事項に富ん
議案や請願、陳情などをどこの委
心となる議会であるといえます。
だ議案が提出されました。中でも
すでに新聞等でご承知であると 員会に振り分けるかなど、又、意見
一般会計補正予算については、２９
思われますが、正副議長選挙が行 書等の起草、議会の条例及び規則
億１、４２３万に対しての内訳とし
われ、新体制で六月議会が運営さ の立案の他、議会運営上必要と認 て９６％の２８億が土木費として計
中原秀久議員

れました。
議長

（プロジェクト川越２１）

現職 川越市議会議員 ２期
議会運営委員会 副委員長
建設常任委員会 副委員長

（建築学専攻）修士

工学研究科

東洋大学大学院

埼玉県立川越工業高校

川越市立第一中学校

川越市立第一小学校

川越市小仙波町生れ

昭和二十九年三月十三日

副議長 新井金作議員
も今後は更に熱心に議会運営委員
（やまぶき同志会）
おのざわ康弘 プロフィール

また、今議会を期に私たち市議
会議員の任期も４年任期の折返し
点となり、残りの２年間の議会運営
や議会の改革への取組みも期待さ
れる、大切な時期であると私は考
えます。
その様な折、議会運営委員会委
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主な議決案件
六月定例議会の主な議案
（六月五日～六月二十九日）

上げます。

一年目

５％

５％

改定率３５％

二年目

三年目 １０％

四年目 １５％

となります。

１，７２２円、４年後は２，４０４円

仮に２８㎥の使用量に対し、現行

となります。

より４年間にわたり段階的に引き

含む）を平成二十一年十一月一日

現行の下水道使用料（基本料金

○川越市下水道条例の一部改正

２２，６０７人でした。

給対象では、二十一年で高齢者が

※今までの健康長寿奨励金の支

百歳以上 五万円

九十九歳 三万円 ３，２１４人

八十八歳 二万円 対象となる人

七十七歳 一万円

祝い金の支給額

・川越市下水道条例の一部を改正 計画等が主であり、むしろ比較的 ○川越市長寿祝い金支給条例
する条例（反対有り）
【原案可決】 私の専門分野でも有ります。委員
川越市健康長寿奨励金支給条
・川越市再開発住宅店舗の指定管 長と共に付託された議案の委員会 例を廃止し、長寿祝い金を支給し
理者の指定
【原案可決】 運営に全力をつくし、二年間頑張
ます。

・町の区域を新たに画する（産業 ・市道２５０６号線道路改築工事 りたいと思います。
団地整備）
【原案可決】 （上部工）請負契約 【原案可決】
【原案可決】
・川越市長の在任の期数に関する ・訴えの提起
条例
(異議有り)【原案可決】 ・平成二十一年度川越市一般会計
・川越市長及び副市長の給料の特 補正予算（第一号）
（反対有り）
【原案可決】
例に関する条例
【原案可決】
─追加提出議案─
・川越市税条例の一部を改正する
条例
【原案可決】 ・監査委員の選任 ２件 【同意】
・川越市役所出張所設置条例及び ・固定資産評価員の選任 【同意】
川越市農業委員会の選挙による ・人権擁護委員候補者の推進
２件 【同意】
委員の選挙区及び各選挙区の定
詳しくは議会だよりを参考に
数条例の一部を改正する条例
私の所属する委員会
【原案可決】
（建設常任委員会）
・川越市長寿祝い金支給条例
冒頭でも申し上げましたが常任
(反対有り)【原案可決】
《主な議案から》
委員会の改選があり、小野澤康弘
・川越市保育所整備基金条例
【原案可決】 は建設常任委員会に所属いたしま ○川越市長及び、副市長の給料の
・川越市国民健康保険税条例の一 した。今回の委員会では役職の選出 特例に関する条例
・市長の給料を２０％減額
部を改正する条例 【原案可決】 が行われ次のように決定しました。
月額１，０７３，０００円が
委員長
小ノ澤哲也議員
・川越市産業観光館条例
月額
８５８，４００円に減額
（公明党）
【原案可決】
・副市長の給料を１０％減額
副委員長 小野澤康弘議員
・川越市長期優良住宅の普及の促
月額
８９６，０００円が
（スピリット５０）
進に関する法律関係手数料条例
月額
８０６，４００円に減額
【原案可決】 この委員会では特に建設、都市

鏡山酒造跡地「昭和蔵」川越市産業観光館 内
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議案についての感想と課題
０００万余りの支途について、私は、
今回の議案では市長の財政改革へ 民生費の中でもう少し配分が出来

又一般会計補正の中で更に総務

向けた強い意志が見受けられる議 なかったのかと、少し残念に思いま
案が何点かありました。特に長寿 したが採決には賛成いたしました。
祝い金支給条例では、昨年まで２億
円以上が健康長寿奨励金として支 費、庁舎建設基金への積立金が１億
給されていたが、今年から支給が廃 円計上されましたが、財調や退職
止された。市長の思い切った決断で 金手当基金を前借りしてまでも財
ある。私も以前より税を現金で徴 政組立をしなければならない厳しい
収し、その現金をまた支給する方 川越市である、なぜ６月補正で計
法にはいささか疑問を抱いていまし 上しなければならないのか疑問がの
た。受け取る方々の気持ちを考え こりました。私も庁舎建設特別委
ると、今回の質疑の中でもさまざま 員会の委員であり、最終報告の方
な意見も出ましたが、反対はあった 向性を決定づけた庁舎問題の原因
ものの、結果的には原案可決となり は、積立金の無さでした。結論とし
て速やかな積立をすべきと方向が

私の議会質問

川越市中心市街地活性化
基本計画の認定について

川越市中心市街地活性化基本計画
が、六月三十日に内閣総理大臣から

（意見公募）

今回の一般質問は都合 認定されました。
学校給食費改定にかかる
により取り下げました。質
パブリックコメント
問を行う予定のタイトルは

ココに注目！

「ＪＲ川越線諸問題」から
川越市では市内５５校（小学校３
三月十四日のダイヤ改正 ２校、中学校２２校、特別支援学校
と運賃問題を含めた、まち １校）の児童、生徒、職員に対し２
づくりに対する 公共交通 ８，０００食余の学校給食を実施し
機関の重要性を問う質問 ております。学校給食とは文部科学
を行う予定でした。次回の 省の「学校給食摂取基準」に基づく
栄養バランス、地域食生活の実態、
機会に公開いたします。
児童・生徒の発達、安全な食材の確
保などを踏まえて決定しています。
川越市政の
川越市政の
学校給食に充てられる経費の内、施
設設備に要する経費や人件費など学
定額給付金の事業処理状況 校給食の運営に要する経費は川越市
七月四日の読売新聞の発表による が負担し、食材費等は保護者が負担

表しました。川越市では四月十五日

件の申請を受け付けているそうです。

励金の廃止に伴い、２億４，０００万 いかと思います。この点では市長と
から受付を開始し、既に総件数の８
円が減額補正され、新たに４，４１ も議論はいたしましたが、今後の積 ７．９％に当たる１２万１，９７６

そうです。皆さんはもう申請はお済

３万の長寿祝い金を制定。又、家庭 立の大きな課題となる事には間違
金額に換算すると４３億３，９６４
保育室保育料の軽減費や、民間保 いないでしょう。現庁舎の耐震性問 万８，０００円です。しかしながら
育所補助の為の川越市保育所整備 題を含め出来るだけ速やかに方向 まだ１６，０００件の未申請がある

そうです。

基金への積立５，５５１万円の計上 性が描けるよう協力して行きたい
でしょうか？市では口座を持たない
人には現金支給の実施も考えている
などは良いのですが、残りの１億４， と思います。

小学校 月額４，０００円
※３００円の引き上げ
中学校 月額４，９００円
※４００円の引き上げ
改定時期
平成二十一年十一月分から

改 定（案）

小学校 月額３，７００円
（２２１円１９銭／１食）
中学校 月額４，５００円
（２６７円５６銭／１食）

この議案の関連で一般会計補正 出ましたが、私は、積立の時期はも と、総務省はまだ４７万世帯以上に
することとされています
予算の内訳の民生費、健康長寿奨 う少し検討しても良かったのではな 給付金の申請書が届いていないと発
現 行

ました。

行政の情報は市民の共有財産である

地域要望事項活動
◎的場中組自治会（五月十一日）
雨水対策と道路整備について

◎住友あおい自治会（四月二十一日）
１．水と緑のまちづくり方針

トピックス
高さ９０ｍの煙とつ！

今年もさつま芋の植付で、大人も子供

○鯨井地区

六月十三日から笠幡菖蒲園が開催さ

○笠幡地区

新清掃センター建設工事現場から も元気です。六月七日毎年恒例となった れました。今年も手作りで頑張っている

鯨井地区で建設工事が進んでいる新清 鯨井地区世代間交流サポート事業のさ 笠幡菖蒲愛好会の方々の手で見事な花

掃センターですが、工事も順調で既に完 つま芋の植付が行われました。秋の収穫 菖蒲が開花しました。テントの中では手

成している高さ９０ｍの煙とつは、川越市 に向けて子供たちが土をいじる姿は自然 作りの品々など皆さん元気に活動され

応援してます！

内の工作物では一番高いと思われます。 でとても感動しました。また当日のスタッ ていました。これからも頑張って下さい。

私は六月二日市の職員と共に煙とつ内 フの方々が作ってくれた焼きそばがとて

○小仙波町地区

部にある４００段あまりの螺旋階段に挑 もおいしかった！収穫が楽しみですね！
戦し、最高部まで登りました。日頃の運
動不足のせいか、足はガクガクになりまし
たがなんとか登りきりました。９０ｍの高
さから見る景観は最高で、遠く新宿副都
心の高層ビル群と真下に見た鯨井地区の
水田地帯がとても印象的でした。今のう
ちでなければ体験
できないと思い、
実行しました。
（煙突内部に、２炉
の円筒形煙突が
２本あります。）

今年も第九が歌われます！
第九の夕べ 喜多院
主催 喜多院で第九を歌う会
事務局 ０４９―２３１―４８５０
日時 十月十二日 体育の日
午後６時～午後８時
場所 喜多院境内

○ベートーベン
交響曲第９番の
演奏
○小学生の合唱
○エレクトーン他

in

入間川の自然環境の総合的整備
２．防災まちづくり方針
浸水災害対策の充実
３．少子高齢化について
◎市内小仙波町地区内
道路整備について
◎笠幡芳地戸自治会
００７８号線物件補償予算について
◎霞ヶ関駅北口広場
障害者駐車場屋根について
◎その他
要望達成に全力をつくします！

新宿副都心高層ビル群
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的場中組自治会の皆さんと（市長室）

