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三月議会報告と私の一年

早いもので、皆様のお力添えとご
支援により、私の議員活動も一年間
を送ることができました。昨年の改
選後六月議会から始まり、九月、十
二月、今年の三月議会と毎議会ごと
に壇上に立たせていただきました。

一般質問を始め、所属する厚生常任
委員会での数々の質疑も致しました。
今後さらに充実した議員活動を行う
ように努力致しますので、皆様のご
支援とご協力をお願い致します。
さて、
「ひげ通信」
も第四号となり
ました。今号は、平成十六年度の川
越市予算に対する議案（本文）と日
頃私たちの心に残る「景観」に関連
した質問を掲載いたしました。三月
議会は、平成十六年度の川越市を左
右する大切な予算の審議が中心でし
た。中核市となり一年が経過し、川
川
越保健所が建設され
建設され、
保険衛生に関
越保健所が
され、保険衛生に
しては、より市民
より市民の
身近なところで事
しては、
市民の身近なところで
なところで事
務が行われるようになりました。
包括外部監査など新
しい監査
また、
包括外部監査など
など新しい監査
システムの導入により
導入により、
透明性の高い
システムの
により、透明性の

行政運営が行われようとしています。
われようとしています。
行政運営が
さらに、今年度は、川越市の将来像
を描く、川越市第三次総合計画
川越市第三次総合計画の策
川越市第三次総合計画
定も具体的作業に入っています。こ
のように、様々な行政課題も市長の
強力なリーダーシップのもと、積極
的に推進していることは、十分評価
できます。

中核市川越
中核市川越として
として
元気を出そう！
そう！
元気を

しかしながら、少し気になること
もあります。それは、頭が先行しど
うも体は後からついていくような傾
向が見られます。
すこし厳しく見ると、中核市にな
り、今まで以上に勉強され頑張って
いる職員の方々も数多く見受けられ
ますが、逆にもう少し元気を出され
た方が良いなという方もいらっしゃ
るようです。これは、議員としての
私にも言えることですが、問題はや
る気の有る、無いにつきるのではな
いでしょうか。とにかく基盤整備や
ハコモノも一息ついたせいか、のん
びりしていて、中核市になった緊張
感が無いような気がします。中核市
川越は、頭と体のバランスが必要で
あり、私達議員はもとより、市役所
幹部、一般職員もぜひ今もっている
力を十分発揮して市民とともに行政
運営を行ってもらいたいと思います。

景観とは…
景観とは
とは…

現在、観光で川越市を訪れる方が
年間４５０万人あまりと言われてお
ります。観光客のほとんどは、蔵造
りの町並みや喜多院など市内の中心
部を訪れ、休日などは大変な賑わい
です。また、十月の川越祭りには、
数十万人の人出で、それこそ身動き
の出来ない状態です。このような町
並みやお祭りは、地元の団体や住民
一人ひとりの努力と御苦労によって
成立っています。
また、
「景観法」
（本文）という法
律が制定されようとしています。こ
の法律は、蔵造りの町並みなど心に
残る「景観」に対して、法律で守っ
ていこうとするものです。全国に誇
れる川越の町並みは、国の「景観法」
が議論される以前から、川越市都市
景観条例によって保全に努めてきま
した。しかし、この条例は市の街中
が中心で、周辺部の自然環境や歴史
環境については提唱とされていませ
んでした。そこで、この「景観法」
の制定を契
機に、川越
市全体の景
観に対して、
子供達の世
代まで残せ
るよう条例を改正することが必要と
思われます。

みました。

川越市一般会計の年度別比較をして

厚生常任委員会での私の質疑

計画書が出せるのかが、第一のポイン
トであり、赤字財政の国が補助金をす
んなり出せるのかが、第二のポイント
であると思います。庁内では機種選定
の問題で調査中で有りますが、国の補
助金をあてにしての事業ゆえに、確実
に担保できるスケジュールを組むべき事
が最大の課題です。市民には事の遅れ
た説明責任を果たすべきであるという
のが私の考えです。（特に建設予定地
周辺や西清掃センター周辺住民）

○ 鏡山酒造跡地活用について
現在は川越市の所有ではなく、第三
機関（公社）の土地であるが、いずれ川
越市の引取り時期が来ます。利息を
含め引取るわけですから将来の住民
の負担とならない川越らしい、効果的
な事業計画を早く立てることです。

（鯨井中学校より撮影）

主な議決案件

※四面の市議会ワンポイント参照

新清掃センター予定地

三月定例議会の主な議案

（中核市１年目）
十六年度は、公債費が増えています。

（中核市２年目）

（二月二十四日～三月十八日）

①平成十五年度
一般会計補正予算について
新清掃センター継続費の補正について
・ 新清掃センター建設事業に伴う
全体スケジュールについて
・ 平成十七年度国に対して整備計
画書の提出の確認（国の補助金確
保の為）
・ 新清掃センター建設計画の遅れと
それに伴う西清掃センターの延命
対策に対する行政責任について
②平成十六年度一般会計について
衛生費
・ 塵芥処理費（ゴミ）関係 五点
・ 新規事業 枝木のマルチングチップ
化
・ 新規事業 不法投棄監視
商工費
・ 旧鏡山酒造跡地活用推進
今後の課題
私が思う今後の
新清掃センター建設事業に対して
行政側としての責任を明確にして、取
組むことが必要です。新清掃センター
建設事業は、複数の議員が議案質疑
や一般質問で行っておりますが、私も
今回委員会の中で触れ、具体的な今
後のスケジュール等や、西清掃センター
との係わりを質疑したところ、「現段
階では順調に行っても、平成二十二年
の稼動である」とのこと、私は質疑の中
で、確実に国の補助金要請の為の整備
歳出予算の目的別割合

歳出予算の目的別割合
歳出予算の目的別割合

主な議決案件

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

平成十六年度予算案〔原案可決〕

川越市一般会計予算円グラフ
川越市一般会計予算円グラフ
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行政の情報は市民の共有財産である

私の議会質問
仮称）景観法案について
景観法案について
（仮称）
おのざわ 昨年十二月の新聞で、
「（仮称）景観法（案）が制定される」
という記事が載っておりました。
その記事によりますと、「国土交通
省が、今後の景観づくりの基本と
なる法律を制定し、建築物の色や
デザインなどを規制できるように
する」とありました。さらに「規制
に合わない場合には、市町村長が変
更を命令できる」ともありました。
また今月に入り、蔵造りの町並み
周辺の建造物の高さの規制等に関
連する記事があった事もご報告し
ておきます。
さて、私は、本市の景観行政は、
観光行政と並んで全国に誇れるも
のと考えております。これもひとえ
に市長のリーダーシップのもと、川
越市の職員の皆様の御苦労が評価
されているものと思います、そうい
った意味では敬意を表したいと思い
ます。
本市の景観行政は、昭和六十三
年に「川越市都市景観条例」が制定
され、当時としては市レベルでこの
様な条例の制定は、先進的であった
と記憶しています。また本市は、一
番街の蔵造りを始め、大正ロマン通
りなど、歴史的な景観が数多く残
されており又、田園風景や雑木林
など、自然景観も優れたものがた
くさんあります。そのような景観
に対して、国がようやく本腰を入れ
て取組む姿勢を示しました、これは
評価したいと思います。

私の手元には（仮称）景観法（案）の具体的
な内容がありません。
そこでお尋ね致します。まず、（仮称）景観
法（案）の背景はどのようなものか、そして
その目的についてお聞かせいただきたい。ま
た新聞報道にある、景観計画区域や景観地
区、景観重要建造物、景観整備機構がそれ
ぞれどの様なものなのか、イメージで結構
ですのでお答え願います。
まちづくり部長 国においては、この国を魅
まちづくり部長
力ある国にする為に、この国土を国民一人
一人の資産として、我が国の美しい自然との
調和を図りつつ整備し、次ぎの世代に引継ぐ
という理念の下、行政の方向を美しい国づく
りに向けて大きく取組む事としました。この
ため、「美し国づくり委員会」を組織し、議論
を積み重ねてきました。課題は多々ありま
すが、「美しさ」に絞って、それも具体的なア
クションを念頭に置きながら、美しい政策大
綱をまとめました。この政策大綱の中で、景
観に関する基本法制の制定という事で、景
観法が制定されました。
景観地区 市町村は、都市計画区域又、
準都市計画区域内の土地については、市街地
の良好な景観の形成を図るため、都市計画
に景観地区を定めることができることになり
ます。
景観協定 景観計画区域内の土地の所有
者は、その全員の合意により、景観に関する
ルールを定める、景観協定を締結することが
できることになります。
景観整備機構 行政団体の長は、景観の
形成の為の業務を行う公益法人や、ＮＰＯ法
人を、景観整備機構として指定出来る事に
なります。
景観協議会 景観計画区域内における良
好な景観の形成を図る為に必要な協議を行
う為、行政団体は、景観協議会を組織する
ことが出来ます。
（以上 抜粋）
おのざわ もう少し踏み込んでお聞きした
いと思います。新聞報道に、市町村長が変
更を命令できるとありましたが、市町村長

の権限についてお聞きしたいと思います。ま
た、私は昨年の六月議会でまちづくり条例
について質問させていただきましたが、この
（仮称）景観法（案）の中で市民との協働や、
参加の可能性について分かる事があればお
聞かせ願います。
まちづくり部長 景観地区では、建築物の形
まちづくり部長
態意匠、高さの最高又は、最低限度等のう
ち必要なものを定め、都市計画に景観地区
として定める事とされております。具体的な
指定の方法につきましては、地域住民の方々
と十分な協議の上、合意形成が得られた地
区について、景観地区として指定することと
なりますが、指定する際には、都市計画審
議会の議を経ることになります。
市町村長の権限については、景観計画区域
内において、建築、建設、開発行為等の行為
をする者は、あらかじめ、行政団体の長に届
出なければなりません、その届出対して景観
計画に適合するように勧告する事が出来ま
す。また従わない者に対して、設計の変更等
を命じる事が出来ます。さらに違反した者
に対して現状回復を命じる事が出来ます。
市民との協働、参加については、景観協議
会を組織できることとなっております。
おのざわ 先ほど申した通り、川越市には
都市景観条例があります。この（仮称）景観
法（案）と、川越市の都市景観条例との整合
性についてはどうなっているのかお聞きしま
す。
市長、この（仮称）景観法（案）が成立、施
行された場合、それに合わせて川越市は条
例の改正を行うのでしょうか？
最後に要望となりますが、本市の都市景
観条例も（仮称）景観法という後ろ盾が出来
るわけですが、これを期に市街地だけでな
く周辺部も積極的に対象としていただきた
いと思います。市街地には地元住民や地域
の団体、又市長、職員の皆様の努力の甲斐
があって景観に対する意識が高まっている
様な気がします。この意識の高まりを是非
周辺部に広げていただきたい。周辺部にも

それぞれの地域に、次の世代に残したい川
越ならではの、自然、歴史、文化がたくさん
あると思います。これらを将来ある子供達
に、川越の景観として、いつまでも残せる様
に川越の景観条例で残していけるようにせ
つに要望します。
まちづくり部長 今回の（仮称）景観法と川
まちづくり部長
越市都市景観条例は、内容的にはあまり違
いませんが、大きな違いとしては、法的な規
制が伴う景観地区制度の新設や、住民と行
政が協働で取組む、景観協議会の位置付け
がされたことが挙げられます。
市長 法律が出来ると条例の後ろ盾になり
まから強いことになります。そして又市長の
権限も強いこととなります。……

ひげ通信」
「ひげ通信
通信」の一年

平成十五年度の一般質問は、
「行政の情
報は市民の共有財産である」事を前提とし、
都市計画関連と、教育問題に触れました。
第一号
都市計画マスタープランとまちづくり条
例
○都市計画マスタープランの進行管理
○まちづくり条例制定の提案
第二号
中核都市川越となって
○学校評議員制度の諸問題
○中核市としての教育諸問題
○ＪＲ川越線的場駅の周辺整備
第三号
川越市の広聴について
○パブリックコメントの条例化
○市民モニター制度の提案
第四号
本文
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川越市政の
川越市政の

ココに注目！
既報（３号）観光協会の法人化実現
社団法人小江戸川越観光協会が設
立されました。今後川越の「見る」観
光だけでなく、商、工、農、分野にお
ける観光産業の発展に期待されてい
ます。

第三次川越市総合計画案について
先日の広報川越に、第三次川越市
総合計画のかわごえ市民会議の委員
の募集が出ていました。
総合計画は、自治体の全ての計画
の基本となる計画のことで、地方自
治法第二条第四項に規定された自治
体計画です。
川越市の総合計画は、昭和四十七
年に昭和六十年度を目標年次とした
川越市総合振興計画が策定され、つ
いで、自治法の改正により、自治法
に基づく計画として、昭和五十八年
度に平成七年度を目標年次とする川
越市総合計画が策定され、平成八年
には第二次川越市総合計画（平成八
年～平成十七年度）が策定され、今
回、第三次川越市総合計画が策定さ
れようとしています。目標年次は平
成二十八年、スタートは平成十八年
度になります。
このように今回策定される第三次
総合計画は、川越市の今後十年間の
計画であり、川越市の将来を決める
大変重要な計画です。総合計画のよ
うな市民の将来にかかわる重要な計

「大都市近郊の自治体におけるまちづくりの手法に関する研
究」を行い、論文の発表中（写真＝東洋大学にて）
。教授の方々
からは、手厳しい質問があびせられました。学生と共に勉強し、
学生の相談役になれた事が自分にとってよい経験でした。
2004/03 に東洋大学大学院の工学研究科建築学専攻博士前期
課程（修士・工学）を修了致しました。

次回の議会
六月定例議会には
是非傍聴にお越し下さい。

市民相談
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。
ＴＥＬ
２３２―５７８９
ＴＥＬ
２３１―４８５０
ＦＡＸ
２３３―９３１０

参加市民の方々とお互い （朝日新聞、埼玉新聞）
遠慮なくトークセッション
ができ、よい経験でした。

画は、当然市民の参加のもとに作ら
れなければいけません。今回の第三
次総合計画でも市民の参加が、市民
会議や私が九月議会で質問したパブ
リックコメントが採用されており、
大いに評価したいと思います。しか
しながら、市民の参加には、明確な
ルールが必要だと思います。今回の
市民会議やパブリックコメントにつ
いて、今の所、明確なルールが市民
に示されていません。市民会議の委
員を募集するにあたり、こういうル
ールで市民の皆さんの意見を取り入
れます、このように総合計画に反映
します、と事前に示す事が必要だと
思います。そうしないと、市民会議
の中で意見が対立したらどうするの
か、また、都合の悪い意見が外され
たり、特定の意見が採用されたりし
かねません。せっかく川越市も市民
参加の手法を取り入れるのですから、「市議会と市民が本音で語る集い」に
市民会議やパブリックコメントが単
参加しました。
なる市民参加のアリバイづくりにな
らないためにも、市民の意見ができ
るだけ反映されるような仕組み、ル
ールが必要だと思います。

現役学生とともにＳｔｕｄｙ！

市議会ワンポイント

市債（しさい）
３月議会は、来年度の予算を審議する重要な会議です。予算の中で、特に注意しなければいけないのが、公債
費です。公債費は、市が発行した市債の償還費です。公債費が多いとそれだけ事業に使える予算が少なくなり
ますので、財政の硬直化と言われています。
市債とは市の借金のことです。なぜ、借金をするかといいますと、学校や道路など数十年にわたって使用さ
れ、将来の世代もその恩恵を受ける事業について、単年度でいっぺんに負担をすることは、世代間の公平を欠
きます。また単年度の財政負担が大きくなり、他の事業を圧迫します。そこで、市債を発行して、市が借金をして
事業を行うことになります。しかし、市債に頼りすぎると今度は償還費が多くなり、後年度の負担が増えてしまい
ます。そのため、計画的な市債の発行が必要になります。ちなみに、川越市一般会計の市債残高は、平成１６
年度見込みで、約７５９億円です。

