平成二十一年九月二日から九
月二十五日までの会期で九月定例
議会が終了いたしました。今年は終
盤、秋の大型連休をはさんだ議会
となりましたが、議会の中味も大
型の補正予算や一部の市民に負担
となる、市立高校授業料の値上げ
に係る議案等など、本会議質疑も
活発に行われました。また、この時
期は毎年の事でありますが、前年
度（二十年度）に対する一般会計、
特別会計の監査人による監査も終
了し、私達議員選出による決算特
別委員会が設置されました。
小野澤康弘も三度目となる決算
特別委員会に選任されました事を
ご報告いたします。
今回のひげ通信二十六号では、
本会議質疑や議会改革事項などを
含めご報告いたします。さて、私は
今議会の一般質問は通告せず、議
員としての本分である本会議質疑
一本に絞り、本会議場において市
長提出議案である５０億円以上の
大型補正予算について質疑を行いま
した。（詳細は３Ｐ）

耐震補強工事とその影響
少し中味に触れると市長は公約
の中で、小中学校の耐震補強工事
の早期改修を明言されました。本
会議では、その実施に対して国庫補
助金の前倒し予算を含め、約３５億

校舎棟耐震工事 川越小学校 中央小学校
牛子小学校 霞ヶ関南小学校
名細小学校
体育館耐震工事 川越第一小学校 川越小学校
仙波小学校 武蔵野小学校
月越小学校 泉小学校
芳野小学校 古谷小学校
高階南小学校 福原小学校
霞ヶ関西小学校 名細小学校
城南中学校 芳野中学校
東中学校 高階中学校
大東中学校 霞ヶ関中学校

三ヶ月～七ヶ月位（特に体育館工
事は七ヶ月位かかると思われます）
私の本会議の質疑の主旨はこのよう
な集中した事業計画に対して、学
校運営上の問題や学校開放委員会
などが管理する学校施設に対する
社会体育などに少なからず影響を
及ぼす事は必至と予測されます。
特に名細小学校や川越小学校は校
舎棟と体育館が同時に行われます。
グラウンドを含めて著しく使用が
困難となりうる可能性も有ります
ので、厳しく指摘させていただきま
した。又、工事発注の問題や市の工
事管理工程を含めて代表質疑をい
たしました。

平成２２年工事予定(いずれもＩＳ値０．３未満校)

円という補正予算を組み、平成二
十七年度改修工事予定を平成二
十四年度に終了させようとする前
倒事業計画の一環であります。国
庫補助金を最大限有効活用し、安
心・安全にかける市の体制、反面、
耐震補強工事予算にかかわる市債
（借金）も１４億２８９０万と増額さ
れますが公共事業としての優先性
を考えた場合、子供たちの通う学
校であり又地域、防災拠点という
事など総合的に見ても早期実現と
いう面で評価したいと思います。

しかしながら今回の耐震補強工
事は来年より開始いたしますが、小
学校校舎棟５校、小学校体育館１
２校、中学校体育館６校が同時に
行われる予定です。工期はおよそ

平成２１年度耐震補強工事改修中（川越第一中学校体育館）
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◎山口 智也
○小ノ澤 哲也 予算です。
主な議決案件
※地方債とは市が資金調達を行
山木 綾子
桐野 忠
う為の債務（借金）であり、その返
小野澤 康弘
柿田 有一
六月定例議会の主な議案
済が一般会計年度を越えて行われ
（九月二日～九月二十五日）
神田
寿雄
三上
喜久蔵
るものを言います。
主な議決案件
小林 薫
荻窪 一郎
決算認定について
十一件
・参考
私の所属する委員会
（継続審査）
地方債を財源とすることが出来
（建設常任委員会） る事業など（５条債事業）
条例の一部改正について 六件
（原案可決 内 異議有２件）
今回の建設常任委員会では、一
① 公害企業に要する経費
条例の廃止について
一件 般会計補正を含む６議案を審査い
② 出資金及び貸付金
（原案可決）
③ 地方債の借換
たしました。
請負契約について
二件
④ 災害応急、災害復旧事業
《主な議案から》
（原案可決）
⑤ 土木、公共公用施設建設
○議案７９号なぐわし公園
財産の取得について
一件
事業もしくは効用に供す
整備事業用地の取得について
（原案可決）
る土地取得の購入費
道路線の認定廃止について 四件
なぐわし公園予定地とは、鯨井、
（原案可決） 新清掃センター建設地（川越市資
契約の相手方
補正予算
四件 源化センター）西側に建設予定の公
川越市土地開発公社理事長
（原案可決）
園です。総面積は約７３，９５５㎡
川合 善明
平成二十年川越市水道事業
有り、現在は川越市土地開発公社
今回の委員会審査では、委員長
会計継続費精算報告書 一件
が将来の公共事業実施の為に、す の小ノ澤哲也氏が土地開発公社理
平成二十年川越市
事のため審査できず、建設常任委
健全化判断比率報告書 一件 でに先行取得している土地です。
今回は、この内の約２２，６５５㎡ 員会より除斥を行った為、副委員
平成二十年川越市
資金不足比率報告書 一件 を川越市が１３億３，４５５万円（坪 長の小野澤康弘が委員会を進めま
監査委員の選任につき同意 一件 当たり１９４，７３０円）で買収する した。又、本会議建設委員長報告
（同意） 契約事案です。この契約の財源とは
も同様となり、本会議では原案は
詳しくは議会だよりを参考に
特定財源（国庫支出金約１億８、３ 可決となりました。
平成二十年度決算特別委員
００万円、地方債約１１億２，６００
○議案８４号川越市一般会計
万円）と一般財源とで構成された
補正予算から【原案可決】
十人が選任されました。

（土木費）橋梁維持費
① 川越市小仙波町琵琶橋撤去工
事費計上
１，４００万円
② 伊佐沼公園冒険の森フィール
ドアスレチック遊具改修工事
費他を含め２億９，７３９万
円の補正予算
（総務費）
本庁舎耐震診断業務委託
３，８００万円
（衛生費）
がん検診事業費９，９４６万円
（民生費）
新子育て応援特別手当
３億２，５０４万円
（教育費）
① 校務用パソコン購入（１，２
７４台）１億４，０１４万円
② 学校給食費改定に伴う賄材料
費追加
４，７１６万円
他

おのざわ康弘 プロフィール

川越市小仙波町生れ

昭和二十九年三月十三日

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

工学研究科

東洋大学大学院

（建築学専攻）修士

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
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行政の情報は市民の共有財産である

私の議会質疑

教育長答弁
象はどこか、その後の耐震化率は
どうか？
児童生徒が一日の大半を過ごす学
③耐震補強工事の内容
校施設の、早期の耐震化は最重要施
④耐震診断調査業務委託、耐震補強
策と位置づけており、教育委員会が
工事設計業務委託はどうなってい
まれに見る５０億円
５０億円の
まれに見
億円の
一体となって積極的に進めていると
るのか？
一般会計補
一般会計補正
正と
学校耐震補強工事等 ⑤耐震診断を行った業者が、耐震補 ころでございます。
強設計を行うことで、細かなこと
について
議員さんのご指摘の通り、平成二
に注意や配慮が行き届くと思うが、十二年度は多くの小中学校で耐震補
実際はどうか？
強工事を行ってまいりますが、その
⑥耐震補強設計の実施段階で職員が
現場に出向いてチェックを行い、 うち、教育棟と体育館棟を同時期に
リスクを事前に把握することが円 行う学校が２校ございます。
滑な工事を行う上で欠かせないと
思うが、実施状況は？
⑦体制についてお伺いしたい、次年
度に予定されている耐震補強工事
は数多いが、建築課職員で（工事）
管理ができるのか？どのような工
夫をされているのか？
⑧鉄骨に係わる耐震化については意
外と難しいと思うが、専門的な職
員はいるのか？
⑨工期はどうなっているのか？
⑩同時期に教室棟と体育館棟の工事
が一緒に行われる学校があると聞
くが、学校への影響とその対策は
体育館の耐震補強工事は長期にわ
どうか、教育長にお伺いしたい。
⑪学校開放委員会などへの周知、説 たることから、学校運営等に少なか
明、理解を求められているか？
らず影響はあると考えられます。そ
⑫平成二十三年度及び、平成二十四
こで、教育委員会及び関係課だけで
年度の耐震補強工事計画はどうな
っているのか、また財源はどうな はなく、学校長も含め、多くの関係
者の意見を取り入れながら、安全か
っているのか。
私は昨年の九月議会、文
教常任委員会で学校耐震補
強工事のミス工事による工
事の延長を厳しく指摘いた
しました。今回の各学校の
学校耐震補強工事はその指
摘事項の追認と思い、学校
運営、その他地域等に影響
を及ぼすことのないよう、
確認の意味で質疑をいたし
ました。また川越市の補正
予算では今までに無く大き
な補正でありますので、今
後の事を含め教育費を中心
とする歳入、歳出に絞り本
会議場での質疑を行いまし
た。
議案８４号川越市一般会
計補正予算（２号）
【質疑骨子】
①歳入について国庫支出金
が約３１億計上されたが
教育費にかかる国庫支出
金の内容は？
②今回の補正予算を利用し
て行う耐震補強工事の対

つ円滑に学校運営を行っていけるよ

う、綿密な協議を行ってまいります。

また、保護者や関係者の皆様に対

しましても、事前の周知と情報提供

を行っていくよう指示してまいりま

すので、ご理解とご協力を賜りたい

と考えております。

今後の課題
私が思う今後の

今回の５０億円の補正予算に伴い、

１６億円もの市債（借金）を発行します

が、特に１４億円が学校工事関係であ

りますが、前向きな借入と評価します。

さらに、小中学校耐震補強工事の前

倒しについても評価したいと思います。

今回の課題と問題は、市側の工事管

理体制と、工事執行する側の配慮と

使用者側のがまんであります。また、

実生活に伴い学校運営と体育館や校

庭を利用されている社会体育系の方々

のある程度の利用の円滑化であります。

特に六ヶ月～七ヶ月かかる体育館工事

や校庭、体育館とも利用不可になり

そうな学校など、今回、私はこの点に

ついて議会質疑を通して意見いたしま

した。議会の終了後も教育員長さんを

始め、教育委員さんには混乱をさける

ように、しっかりと調整の指導をする

よう、申し入れをいたしました。

ココに注目！

トピックス

トピックス

がん患者、及び家族や支援者の方々
が、がん制圧を呼びかける活動が、広
瀬哲也大会実行委員長のもと行われま
した。現在ではがんでお亡くなりにな
る方が川越市でも死亡者数の３０％を
超しております。とても他人事とは思
えず、私も何かお役に立てればと思い
参加いたしました。

リレー・フォー・ライフ２００９埼玉
ひげ通信２５号に続き
（命のリレー）
（川越）
鯨井地区新清掃センター
が川越水上公園で開催！
建設工事現場から

（川越市資源化センター）について

ご報告いたします。建設地の自治会に

あたる鯨井自治会が主催で行われた工

事見学会に私も同行いたしました。総

勢８０名以上の方々がご参加され、森

所長さんや粕谷理事さんより説明を受

けました。地元の中でも中心となる話

題だけに、皆さん興味深く見学をして
おりました。

以前に私が９０ｍの煙突に登った話

を聞き、有志３４名の方々が「煙突登

り」に意欲を見せ登りました。工事の

都合上最高頂までとは行きませんでし

たが、皆さん汗だくの姿がみょうに爽
やかでした。

次回の議会

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。

十二月定例議会にも
是非傍聴にお越し下さい。

小野澤康弘議員 広瀬哲也実行委員長 石川稔副市長
9 月 19 日 川越水上公園

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

《上戸小学校区》
川越市政の
川越市政の
秋の運動会シーズン真只中。地区の
運動会(上戸小学校)へ参加いたしまし
た。来年入学予定の児童の参加種目を
お手伝いしました。ヨーイドンでスタ
議会改革について
ートした児童に私が大きく手を振ると
私も川越市議会、議会運営委員会 一目散で走ってきました。子供には大
の副委員長を六月議会より就任させ 人が良い道しるべになってあげるべき
ですね。
ていただき、本会議も９月議会まで
終了いたしました。この間、小林薫
委員長を中心に、今まで継続となっ
ていた議会改革の議論も再開し、主
に市議会のＴＶ中継の議論が高まり
ました。各会派から選出の議会運営
委員の意見や各会派より提出された
ＴＶ中継に対する問題や課題を正副
委員長で取りまとめて整理し、実施
に向け前向に検討していきます（議 《第一小学校区》
旧琵琶橋と新琵琶橋はどうなるの？
会運営委員会合意事項）
。
旧琵琶橋は本年度中二十二年３月ま
また、関連いたしますが、本会議 での渇水期に橋の撤去を考えています
の一般質問の通告者が２９人有り議 旧琵琶橋仮設の橋については来年度予
会開会に伴い４日間の日程で組みま 算で要望していきたいと考えておりま
す。また、問題の新琵琶橋ですが、今
したが若干の議会時間の延長があっ 年度は地質調査を埼玉県が行う予定で
たものの、各議員さんの意識も感じ す。新琵琶橋はすでに通行止にされて
られ、日程通り一般質問が終了した いる旧琵琶橋と違い見た目では老朽化
事は、議会改革に上ったＴＶ中継等 は感じられず、県は改修の必要は無い
との判断でありましたが橋の架け替え
とも結びつくものと私は感じました。
の計画と交差点改良の話もあり、仮に
参考に議会中の各議員さんの質問時 新琵琶橋の架け替えがある場合、１６
間を私が計測したところ（答弁含む） 号線は通行止にはせず、新琵琶橋の脇
２０分～３０分６人、３０分～４０ に片側通行で新たに仮設の橋をつくり
対応する考えだそうです（市建設部）
分７人、４０分～５０分５人、５０
小仙波地区の皆様にはご負担をおか
分～６０分６人、６０分～７０分３ けしますが、私ももう少し見守ってい
人でした。
きたいと思います。

8 月 30 日新清掃センター
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