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市議会報告（６月議会）３期目初議会！

議員定数を４０人から４人削減さ
れた事はすでにご承知の通りです。
まず、議場の最後列席、左右各２議
席には議員はおらず、雰囲気が少
し違います。又、委員会（常任委員
会）等においても正副委員長が選出
されると各対面テーブルには３人
対４人の委員席が出来上がり、や
はりこちらも各委員会で一名の削
減ですが、少なく感じると共に、質
疑や発言にも更に責任を感じます
各委員の発言のチャンスも多く、結
果的には削減による議会改革の効
果は上がったと改めて評価するもの
であります。

選前の議会で議会運営委員会委員
長を務め、各会派代表委員のご協
力の下で議員定数の削減や他の議
会改革を議会運営委員会で行った
のは記憶に新しいとは思いますが、
今期最初の議会においても２回目の
議会運営委員会委員長を務める事
となりましたのでご報告致します。
議員定数３６名による
議会を迎えて
前期の議会改革により、市議会

また六月定例議会を迎えるにあ
三 年 前 の も２期目当時、川越市長選挙を機
たり、議会の運営について協議が行
われ、小野澤 康弘議員は、前期改

リ ーマン ショ 会に須賀 博（前）議員と会派「スピ
ック以降、急 リット 」を組み活動を行ってまい
速 に 景 気 の りましたが、今回の統一地方選挙
低迷が 続き では須賀 博氏が出馬を行わなかっ
日本中に閉 た為「スピリット 」は解消し、旧友
で同期でもある三上 喜久蔵議員、
塞感がただよう中、更に東日本大
若海 保議員、又先輩議員でもあ
震災により日本経済の根幹が揺ら
る江田 肇議員らを中心に、新井
ぐ中で政治の役割が大きく問われ
喜一議員、久保 啓一議員又、他
ています。その様な中、市民にとって
会派より倉嶋 美恵子議員ら新人
大切な統一地方選挙、川越市市議
四 名 を含め て 十一 名で 構成 す る
会議員一般選挙の執行が平成二十
「やまぶき会」という会派を皆さん
三年四月二十四日に行われました。 と一緒に立ち上げ、五月二日より
私もまた新たに五月二日より川越 活動をスタートいたしました。「やま
市議会第二十三期の議員として３ ぶき会」は議員歴７期、６期、５期、
期目の活動をスタートいたしました。 ４期が各一名、３期三名、１期四名
改選時の議会はあわただしく、臨 とバランスも良く、今後の会派活動
時議会、通常定例議会と続きます。 も期待されるものであります。
会派代表には５期目の江田 肇
私も今回３期目の議員として会派
報告又、自らの活動報告も含め本 議員、会派幹事長に３期目の小野
誌「ひげ通信３３号」として発行さ 澤 康弘議員が決まり、新人も含
めて五月十三日臨時議会、六月一
せていただきました。
日開会の六月定例議会に臨みまし
市議会議員三期目を迎え
た。定例議会も六月二十二日をも
って閉会となり、様々な問題を討
議し、終了いたしました。（詳細は２
ページ）
平成二十三年四月二十四日の選
挙執行により当選をいたし、新しい
議員を含め三十六名の市議が生ま
れ、会派の構成が変わりました。私

50

50

荻窪 利充

1

中原 秀文

1

倉嶋 美恵子

4

若海 保

3

会計

監査委員

小野澤 康弘

3

幹事長

三上 喜久蔵
久保 啓一
江田 肇

3
6
5

代表

新井 喜一

7

私の思う今後の課題

川越地区消防組合議員 議長

ケーションに関わる新法の実現を政
府に働きかけるため、広く市民の皆
様の理解を得ることが必要と考え、
パンフレットの普及と署名活動を展
開することになりました。全国でパ
ンフ３０万部普及、１２０万人の署
名の目標を掲げ、運動を進めている
ところです。

川越地区消防組合議員

「やまぶき会」会派の構成

1

道路幅員が４ｍ以上、原則として私
有地でないこと、民間の開発行為者
による帰属や市が自ら公共道路と
して認定する場合、一定の基準が
保たれている事であります。
川越地区消防組合議会臨時会
６月 日
○議案第５号
救助工作車の取得について
（原案可決）
契約金額
１億８４６９万５千円（税込）

吉野 郁惠

新しい会派活動

1

２４

やまぶき会は川越市聴覚障害者協
会会長様より提出された「ＷｅＬｏ
ｖｅコミュニケーションパンフの普
及と署名活動のお願い」に賛同し、
署名活動を行い支援する事となりま
した。
「お願い」の内容は次のような
ものです。
現在、政府は「障がい者制度改革推
進会議」の意見を基に今国会に障害
者基本法改正案を提出いたしました。
その中で、わが国で初めて「言語（手
話を含む）
」という文言が明記される
ことになりました。障害者基本法改
正案には問題点が多く存在していま
すが、私たち聴覚障害者にとっては
一つの前進と喜ばしく思っておりま
す。しかし、コミュニケーションの
壁を持つ私たちが円滑な社会生活を
営むためには、さらなる法整備が必
要と考えています。情報・コミュニ

川越地区消防組合議員

高梨 淑子

主な議決案件
〈なぜ撤回か？〉
私も議員として九年目になりま
六月定例議会の主な議案
したが、議案の撤回とは珍しく、本
（六月一日～六月二十二日）
委員会でも翻弄されました。
主な議決案件
議案の説明後委員長より質疑は
条例の一部改正
一件
ありませんか？との発言があり、各
（原案可決）
委員による質疑が始まりましたが、
請負契約について
三件
答弁に食い違いがあり、議案の提出
（原案可決）
者がきちんと説明できずに、あいま
道路線の認定、廃止について四件
いな表現で的を射た答弁ではあり
（取下げ二件、原案可決二件）
ませんでした。途中休憩を取り、私
平成二十三年度補正予算 一件
も休憩中に何点か職員とやり取り
（原案可決）
を行いましたが、私も納得出来ない
平成二十二年度継続費繰越計算書
議案でした。市側より休憩をはさ
平成二十二年度繰越明許費計算書
み、議案の撤回の申し入れがありま
同意を求める事について 一件 したので、議案の撤回には会派の発
（原案可決） 言として応じました。
詳しくは議会だよりを参考に ※川越市道路認定基準の第三条に
主な議決案件について
（認定の特例）という項目がありま
すが、今回の議案ではそこにたどり
産業建設常任委員会
着くまでの経過が見えなかったとい
○議案第 号
う事が原因ではないかと思います。
川越市道路線の認定
いずれにしても、議会運営委員
○議案第 号
会を経過し、本会議で議案の上程
川越市道路線の廃止
を行った議案を撤回せざるを得な
本件二件の提出がありましたが、 い事態が生じるという事は、私とし
二件の議案について川合 善明市長 ては極めて遺憾に思います。今後は
より六月十五日付で議案の撤回請 この様な事がないよう、議案を提出
求があり、川越市議会会議規則第 する前に市側としてしっかり精査し
十九条の規定により産業建設委員 て欲しいと思います。
会で採決に入り各委員異議がなく ※道路線の認定とは道路として一
議案の撤回について可決しました。 般交通の用に供する状態であり、

他職

所属委員会
総務財政常任
図書室委員会
産業建設常任
広報誌編集委員会
保険福祉常任
文化教育常任
議会運営委員会
産業建設常任
政務調査委員会責任者会議
総務財政常任
産業建設常任
議会運営委員会 委員長
（議長）
保険福祉常任
文化教育常任
総務財政常任
議会運営委員会

期数 会派役職
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行政の情報は市民の共有財産である

の液状化被害と石巻市の津波に 水や地震で緩んだ土手の決壊な
東日本大震災と被災地
よる甚大な被害を、身をもって感 どによる水害などが起きた場合
三月十一日に東北地方を中心 じ、特に石巻市についてはご冥福 の事などを考えると、川越市は地
におそった東日本大震災から既 をお祈りしながら被災地を調査 域防災計画があるものの心配は
に五ヶ月になろうとしています。 してまいりましたので一部ご報 ぬぐえません！事前の地域防災
計画に対する整備や備えの重要
被災地では地元行政、自衛隊や全 告いたします。
性を改めて考えさせられました。
国から派遣された警察官、全国各
○浦安市での調査
浦安市 高洲・明海地区５月 日
地からのボランティアの方々な
東日本大震災で ％以上が液
どがまちの復旧や地元の方々を 状化の被害を受けた浦安市内。特
助ける為にご苦労をされており に高洲地区では地面より砂が浮
ます。まだまだ復旧は時間もかか き上がり歩道が沈下している様
るものと思いますが、私も出来る 子がうかがえ、マンホールが地面
限りの支援をいたします。改めて から飛び出しておりました。本市
ご家族を亡くされた方々にはご でも液状化の地層がある地域も
冥福を祈ると共に国家の力でい あるので気にかかります。
○石巻港周辺について
ち早く被災地の方々を救済して
私の友人の実家がある仙台へ
欲しいと願っております。
私は今回の震災やその影響に 行く機会があり、今回の震災の現
ついて私なりに考える事が数多 状と石巻港周辺の現地を確認し、
くありました。個人及び団体の支 お話を伺ってまいりました。改め
石巻市 津波被害の様子６月 日
て想像もつかぬ津波のエネルギ
援の長期化、自治体としての役割
ーの強さを肌で感じ、呆然と立ち
又、国家に求めるもの、また何よ
すくんでしまいました。全国から
りも被災された方々の悲しみや
のたくさんの個人や各種団体の
精神的なご負担であります。更に
復興に向けた力強いご支援、ご活
は阪神淡路大震災や中越地震以 躍に敬意を表すと共に、被災され
上の自然エネルギーによる破壊 た方々にお見舞いと、亡くなられ
力であります。私は今後私たちの た方々へのご冥福をお祈りしま
生活にも直結する災害に対し自 す。その帰宅途中、わが身に置き
分の目で確認したいとの思いも 換え川越市は海もなく津波とい
強く、首都圏の被害として浦安市 う災害はまぬがれても、河川の増
80

統一地方選挙
３期目に向かって挑戦！
今回の統一地方選挙については、三
月十一日の震災後の選挙となり、選挙
そのものを考えさせられる、私の記憶
に一生残る選挙でした。
私は
《ま
ちづくり》
《安心》
《改革》のキ
ーワードを掲げ、三期目を目指
しました。
《まちづくり》
●
年後の川越のマスタープ
ランを作成
● 川越駅西口周辺の整備
● 霞ヶ関駅周辺の整備
《安心》
●
分以内の救急搬送の確立
● 夜間・小児医療体制の充実
● 新斎場の建設
《改革》
● 夜間及び土曜日の市議会開
催を実現
● 引き続き議員報酬の削減を
目指す
● 政務調査費の将来的な廃止
● 市議会議員の公開報告会の
実施
● やさしい市役所、小さな市役
所を実現
１０
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笠幡菖蒲愛好会の皆さんと

１１

２８

２６

5 月 26 日

小高自治会長より

要望書の提出

１０

自治会連合会霞ヶ関支会の皆さんと

２０

協議するよう要請いたしました。

育館の建設用地として活用する
地域要望 ５月 日
地域要望 ６月 日
川越市政の
川越市政の
報告を川合市長よりうけました。 防災無線について
《みよしの自治会》
※旧市民体育館の代替施設に 《みどり会自治会》
「川越シャトル」への経由地追加要望
ココに注目！
当該地区は市内循環バス「川越シ
ついては、平成二十年九月五日に 東武東上線、霞ヶ関駅北口へ
川越市歴史的風致維持向上計画
体育協会からも早期建設を強く
防災無線設置の要望 ャトル」 系統にあたる東武東上線、
国により認定！ 要請する請願が提出され、本会議 本件にかかわる要望では、今回の震 霞ヶ関駅北口から鶴ヶ島駅西口の経
通称「歴まち法」による川越市 でも採択されている経過もあり、災における計画停電の霞ヶ関北口周 由地でありますが、西文化会館とフ
歴史的風致維持向上計画が平成 市側の早急な決断が求められて 辺への防災無線による周知が著しく ァミリータウン春日との区間、みよ
しの自治会付近を経由地として追加
二十三年六月八日に認定されま いたものであります。私は、川合 弱く、要望に至ったものであります。していただく事の要望であります。
した。私はこの計画の認定にあた 市長の方針を大いに評価するも
当該霞ヶ関駅北口周辺には開設時よ 紹介議員として小野澤康弘議員（や
り、数年前より高山市、金沢市な のであります。
まぶき会）協力者として明ヶ戸亮太
り防災無線設置は無く、今後の事を考 議員（みんな）が提出いたしました。
どを視察、更には喜多院周辺など 川越市なぐわし公園温水利用型施設
え、地域住民のみならず、駅利用者の 今後は既に複数の議員さんより提
にかかわる重点区域の施策事業
地盤改良工事の視察 ７月 日
方々の為にも地域防災対策として設 案されております、リアルタイムに
などを川越市へ地域要望として
なぐわし公園建 置は必至と思われます。
提供するオンデマンドバスシステム
申し入れる等の活動をしてまい
についての検討が必要と思います。
設工事が始まり
りました。他の地域を含め今回、
私も昨年と今年３月にも川合市
ました。本施設
国から認定された事を大いに評
長及び都市交通政策課と懇談し、
部分の支持地盤
価いたすものであります。
まずこの地域で実証実験行っては
まで掘削攪拌し
喜多院周辺では地元市民団体
どうかと既に要望をしております
「川越もみじ会」や西小仙波１丁
ながらセメント
自治会連合会霞ヶ関支会７月 日
目及び小仙波１丁目などの地域
系固化材液を注
川越市長表敬訪問
で歴みち計画の推進を要望して
入し地盤改良工
霞ヶ関支会正副会長が川越市長を表
いただけに、今回の認定で歴史的
事を行ってます 《なぐわし公園建設協議会》 ６月２日 敬訪問いたしました。各担当部長を含
地区環境整備街路事業、及び現在
私が顧問を務める「なぐわし公園建 め懇談の中では、金澤支会長や小川、
笠幡菖蒲まつり ６月 日
地震で崩れた松平大和守家廟所
飯島両副支会長より現状の自治会加入
設協議会」
が行われました。
なぐわし
今年も笠幡菖蒲愛好会主催で笠 公園温泉利用型健康運動施設につい
の整備事業も位置づけられ、地区
問題や今後の霞
ヶ関地区の課題、
の景観と一体となって歴史的風
幡菖蒲まつりが開催されました。
てや、
工事スケジュールを議題として
要望等を含め、有
致の向上を図れるものと期待い
今年は開花が少 協議を行いました。
意義な意見交換
たします。
し遅れましたが 会議の中で 小野澤康弘議員は、鯨
をいたしまし
《参考》平成二十一年一月十九日 認定
例年になく菖蒲 井北側地区付近に防災無線による音
た。紹介議員と
金沢市、高山市、彦根市、萩市、亀山市
が良く咲きまし 声が届かず、地元で要望が出ていた件
して西側地域の
※川越市は２６番目となります。
（埼
議員である小野
玉県では最初の認定です。
）
た。写真では川 について本件公園施設竣工（共用開始
澤議員(やまぶ
合市長と小野澤 平成二十四年八月末）までに早急に防
き会)と桐野議
議員をかこみ華 災無線設備を設置するよう、公園整備
員(公明党)が立
がいっぱいです 課長に強く要望し、防災危機管理課と
合いました。
市民体育館の建設用地について
平成二十三年七月六日
旧川越保健所跡地（約５９００
㎡）を埼玉県から取得し、市民体
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