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定例市議会報告（３月議会）

３月定例市議会が平成二十四年 庫支出金の減収が見込まれますが、

私たちの会派やまぶき会では、当

二月二十二日に開会、二十四日間 市税全体としては前年度に比べ１％ 所予算に対する議案では賛成討論

の日程を終了し、三月十六日に閉 約５億４０００万円の増収が見込ま を行い、他、全議案に対しても賛成

会となりました。今回の議会は昨 れます。また、歳出（支出）のポイン いたしました。

年度予算編成に伴う、とても重要

二十三年度財政調整基金の取り崩

として二十四年度は９億円を計上、

※川越市の財政調整基金（貯金）

な議会であり、新人の議員さんに

しはあるものの平成二十四年度末

年の選挙での改選後、初の二十四 トとしては職員の退職者減少によ

とっても各所管部所が予算を編成

の残高見込みは約２７億３０００万

の歳入、歳出の大まかな見方です。

以上が平成二十四年度当所予算

円程度となる見込みです。

していく過程が良く分かる為、私た
ちのやまぶき会の新人議員も議案
質疑には今まで以上に真剣に取り
組んでいました。

市民の理解が得られる形での広
さて平成二十四年度一般会計予
域がれき処理の受入れに関する決
算については１００５億７０００万円、
議が全会派一致で可決
特別会計７８８億５８７９．２万円
三月十六日の議会最終日、川越
と総額では１７９４億２８７９．２万
市議会は、川越市に対し科学的な
円が計上されました。歳入（収入）
知見により放射能の影響を検証し、
のポイントとしては、先ず税の増収 り退職手当が減り、人件費の減少 処理前から処理後までの放射線量
として法人市民税（見込み）、市た が見込まれます。また新河岸駅周 の測定等、安全であることを確認で
ばこ税及び都市計画税、更に普通 辺地区整備や地域振興ふれあい拠 きる十分な体制を整えることを条
件に通常の廃棄物相当と判断され
建設事業費の増加による市債（市の 点施設整備事業など都市基盤整
るものについて東日本大震災で発生
借入金）が見込まれます。また、逆 備の増加や衛生費、土木費及び、
したがれきを受け入れる事を表明
に減収として固定資産税の評価替 臨時財政対策債等の借入金の返済 することを要請する決議に対し議
えによる固定資産税の減収及び国 の増加による公債費の増加が見込 論を行い、決議案を提出、原案可
の子供手当ての制度改正による国 まれます。
決に至りました。（原文は本文４Ｐ）

や ま ぶ き 会

主な議決案件

産業建設委員会の
主な議決案件

今回の予算編成については、特に

扶助費
23.9%

歳出総額

1千5億
7 千万円

人件費
21.1%

詳しくは議会だよりを参考に 万円（８７．５％）

歳入での都市計画税の増収が見込
産業建設委員会がかかわる部所
まれた為、都市計画部、建設部の
三月定例議会の主な議案
（都市計画部、建設部、産業観光部、
（二月二十二日～三月十六日）
上下水道事業部）の議案については、 充足率も高く、市長の都市計画事
主な議決案件
条例の制定について
二件 十九議案があり、内二十三年度補 業や道路建設に対する意欲が感じ
（原案可決） 正予算、二十四年度当所予算も含 られた査定であり、私は評価する
条例の一部改正について 十九件
まれております。私も委員会では ものであります。
（原案可決、一部異議あり）
川越地区消防組合議会の
包括外部監査契約について 一件 何点か質疑を行いました。特に二
主な議決案件
（原案可決）
十四年度に向けての一般会計予算
（平成二十四年三月二十一日）
訴えの提起について
一件 については市民の要望等を含めた道
主な議決案件
（原案可決）
規約の変更について
一件 路行政も係わる事もありましたの 条例の一部改正について 四件
（原案可決） で市側の主要部所に予算要求に対
（原案可決）
道路線の認定、廃止について五件
平成２３年度補正予算
一件
する予算査定の充足率（予算要求
（原案可決）
（原案可決）
に対して実際に組入れた予算）を確
平成２３年度補正予算
六件
平成２４年度一般会計予算 一件
（原案可決） 認したところ次の通りでした。
（原案可決）
平成２４年度当所予算
二件
産業観光部
先決処分の報告
一件
（原案可決、
一部反対＆異議あり）
要求予算２６億５５３７．９万円
平成二十四年度川越地区消防
同意を求めることについて 一件
(固定資産税評価委員会委員の選任) に対する査定額、２１億９１５．７ 組合の一般会計予算は４７億３５１
（決定） 万円（７９．４％）
４．９万円となりました。川越地区
意見を求めることについて 一件
おのざわ康弘 プロフィール
都市計画部
消防組合とは川越市と川島町で組
(人権擁護委員候補者の推薦)
昭和二十九年三月十三日
予算要求６１億８６２０．４万円
（決定）
最終学歴
合組織化されています。
東洋大学大学院
川越市議会委員会条例の一部改 に対する査定額、５８億１５１２．７
工学研究科
平成二十四年度川越市一般会
正（議員提出議案）
一件
（建築学専攻）修士
（原案可決） 万円（９４．０％）
計予算では消防費として４１億３１ 現職 川越市議会議員 三期
建設部
意見書第一号
一件
所属会派「やまぶき会」
８２．４万円計上され、主に川越地
議会運営委員会
（原案可決）
予算要求４６億６３２９．１万円
産業建設常任委員会
決議第一号
一件
区消防組合負担金として４０億８
川越地区消防組合議会
（原案可決） に対する査定額、４０億７８３６．２
都市計画審議会
６８．２万円が組まれています。
なぐわし公園建設委員会

その他
2.4%

11.5%

物件費
13.7%

国庫支出金
14.3%

衛生費 土木費
10.8% 11.7%

操出金
11.6%

公債費
10.2%

1千5億
7 千万円

普通建設
事業費

総務費
10.0%

5.0%
市債
9.2%

1千5億
7 千万円

歳出総額

歳入総額

県支出金

市税
53.3%

教育費
9.9%

その他 補助費等
4.6%
5.6%
民生費
38.7%
公債費
10.2%

消防費
4.1%

その他
14.2%

諸収入
4.0%
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幹事長
委員長
委員
議員
委員
委員

歳入予算の構成割合
歳出予算の目的別構成割合
歳出予算の性質別構成割合
※特に増えた市税
法人市民税 43 億 3364 万円(H23)→ 50 億 9098 万円(H24)
たばこ税
18 億 3209 万円(H23)→ 20 億 2681 万円(H24)
都市計画税 33 億 5313 万円(H23)→ 38 億 2998 万円(H24)
※大幅減となったもの 固定資産税 218 億 2223 万円(H23)→208 億 4435 万円(H24)
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三月二十一日に川越地区消
防組合議会が開かれました。
昨年六月より消防組合議
員となり、今まであまり関
わりの無かった事や、火災
現場などに直接出向き、消
防職員や消防団員の方々の
日頃の訓練の成果による現
場での機敏な行動を目の当
たりにし、私たち一般市民
にとっても改めて消防、防
災職務の重要性を感じるに
至りました。特に昨年の東
日本大震災により一層の地
域防災に関連した共助意識
が高まっている現在、川越
地区消防組合の重要性の意
味を考え、今回の一般質問
に臨みました。消防組合議
員となり初めての一般質問
ですが、質問の主旨は平成
十八年六月十四日に交付、
施行された「消防組織の一
部を改正する法律」を受け
平成二十年「埼玉県消防広

消防議会一般質問

行政の情報は市民の共有財産である

当消防組合で制度化すべきと考 中で初めて一般質問を行いました
えるがどうか。
が、日ごろの消防職員、消防団の
答 弁
方々の訓練の様子が改めて良く理
川合管理者より、川越市と川島 解でき、敬意を表するところであ
町はすでに昭和四十八年から１市 ります。しかしながら昨年の東日
１町で組合組織化を図っているこ
本大震災のような広域に被災した
とから、当組合が埼玉県の計画で
場合に対して、日頃より近隣自治
位置づけられている第三ブロック
体同士の訓練の必要性を更に感じ
（１０市１１町）の広域化は今の
ると共に、やはり退職消防職員、
ところ必要ないとの考え方であり
退職消防団員の経験や能力は是非
ましたが、広域的訓練については
地域防災や現役の消防職員の後方
今後さらに強化していく必要があ
るという考え方を示していただき 支援として重要と考えました。
是非この機会に、日頃の消防職
ました。また、消防職員退職者及
び消防団退団者の地域防災支援者 員の活動のＰＲと川越市が進めて
についての当組合での制度化につ いる自主防災組織にも反映できる
いては、退職した消防職員、消防 制度づくりに期待をするものであ
団員がそれまで培ってきた知識、 ります。

域化推進計画」
が策定されました。 ・ 消防広域化の概要と現状はどう 技術を活かし地域社会における消
すでに過去の消防議会の中でも議 なっているか。
防防災のリーダーとして消防の活
論がありましたが、昨年の東日本 ・ 東日本大震災を経て、川越地区 動を補完し後方支援する組織体制
大震災から１年が経過した為、本 の消防広域化に対する考え方を を図る事について、首都直下型地
組合と周辺地域に対して大規模災 改めて確認する。
震の切迫性が叫ばれる中、災害に
害に対する訓練の広域性と消防の ・ ＰＲも含め、住民参加型の消防 強いまちづくりの一つとして前向
広域化を含めた地域防災について 訓練は必要ではないか。
きに検討したいとの答弁を局長よ
質問をいたしました。
・ 消防職員退職者及び消防団退団 りいただきました。
者を地域防災支援者並び指導者 私が思う今後の課題
として活躍していただけるよう、 今回私は、地区消防組合議会の
大規模災害に対する訓練の広域

性と消防の広域化を含めた地域防
災について
【質問骨子】

・ 消防の行っている広域訓練とは
どのようなものがあるか、又課
題は何か。
・ 三月十一日に所沢市が近隣消防
本部と行った訓練とはどのよう
なものか。
・ 当組合では三月十一日にどのよ
うな訓練を行ったのか。
・ 住民参加型の訓練は行っている
のか。
・ 消防職員退職者、消防団退団者
を地域防災支援者として生かす
組織作りの必要性があると考え
るが、実施している市町村はあ
るのか。

市民の理解が得られる形での

歴史まちづくり法による整備

趣味の活動ご紹介

広域がれき処理の受け入れに関する決議
歴史的地区環境整備街路事業によ 《古民家趣味の会》
昨年（２０１１年）三月十一日、マグニチュード９．０という世界
る地質調査を行います。
郷愁にかられる
最大級の東日本大震災が発生し、東北地方を始め、東日本の広範囲に ○川越喜多院 門前通線
ふるさと古民家展が開催
わたる地域が、地震とそれに続く津波により、我が国でかつてないほ ・小仙波町１丁目、久保町地区
平成二十四年三月三十一日～四月一
どの大きな被害を受けた。
日の２日間小江戸蔵里にて古民家趣味
○立門前線
連雀町地区
の会（会長山﨑 昇 氏）による郷愁た
これまでも全国各地の多くの人々が、被災地の復旧と復興に向けて 地 域 要 望
だよう古民家、飛騨の合掌造、水車小
取り組んでおり、本市でも専門知識を有する職員を派遣するなど、様
《鯨井地区》（鯨井自治会）
屋など縮尺６０分の１前後の模型を中
々な形で復旧と復興に向けた支援を進めてきた。
資 源化 センタ ー 心に多数展示されました。個人の制作
しかしながら、被災地の復旧と復興に向けて大きな障害となっている
作品が同時に
へ 通じ る新設 道
のが、膨大ながれき処理である。岩手、宮城、福島３県では、約２，
多数展示され
２５３万トンのがれきが発生し、一年経過した現在でも６％程度しか
路 の一 部に歩 行
るのはたいへ
処理ができていない状況である。政府は処理が進まないがれきのうち
ん珍しく、開
者 安全 の為に 新
、県内処理を国が決めている福島県を除く、岩手県の約十一年分にあ
場は大勢の人
た に歩 道を設 置
たる約４７６万トン、宮城県の約十九年分にあたる約１，５６９万ト
でにぎわい、
ンのうち４０１万トンについて広域処理をすることとし、全国の自治
しました。
昔の思い出話
体に対して協力を呼びかけているが、受け入れが進んでいないのが実
や模型の精巧
（緊急！）
情である。
な完成度に満
足された見学
被災地の方々の苦悩を思うと、全国民の協力によるがれきの一日も 《的場地区》（的場中組自治会）
者から会長さ
早い処理が求められている。
かねてから要望を頂いておりました、
ん他５名の制作者も質問攻めにあって
がれきの処理なくして被災地の真の復興はあり得ない。
川越市議会は、昨年三月十六日に「東北地方太平洋沖地震に関する 雨水対策としての雨水貯留施設が関越 いた様子がうかがえた二日間でした。
また、この会の発足は１年半前との
下に完成しました。
決議」を可決し、最大限の支援を行うと決意した。
事でした。
山﨑 昇会長自身は二十年以
よって、本市議会は、本市に対し、科学的な知見により放射能の影
上前から作品作りを手がけており、そ
響を検証し、処理前から処理後までの放射線量の測定等、安全である
の作品に興味をもたれた小仙波町の
ことを確認できる十分な体制を整えることを条件に、通常の廃棄物相
方々で会を立上げ制作が始まり合同作
当と判断されるものについて受け入れを表明することを要請する。
品の展示に至ったとの事でした。ちな
なお、受け入れに際し、岩手県及び宮城県のがれきについて情報を
みに６０分の１のスケールの模型はお
開示し、国及び本市が市民への説明責任を履行するとともに、本市に
おむね１年か
おいて放射性物質濃度を国の基準以下にするなどの検討もあわせて要
かるそうです。
私も模型に手
請する。
を触れ細部ま
右、決議する。
で拝見いたし
ましたが、こ
平成二十四年三月十六日
川 越 市 議 会
の完全に手作
りの制作には
根気と想像力
が必要な芸術
作品だと思
いました。
工事中の様子

※ 豆 知 識 ※ （ゴミの最終処分場）
《笠幡地区》（西部自治会）
川越市のゴミ最終処分場（小畔の里クリーンセンター）埋立残量は現在約２
４、０００ｔ位であり、平成二十四年度予測では、ゴミ最終処分場へ埋立てる 笠幡地区市道００７４号線、田島橋
ゴミの最終処分量（埋立量）は年間６００ｔ～１，０００ｔと予測されます。 の歩道橋と歩道の整備を行います。
尚、東清掃センターから出た灰、煤塵はすべてセメント原料となります。
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