住する者の三親等以内の親族のため
の自己用住宅の許可基準を設けまし
た。
（詳しくは３Ｐ）
市街化区域とは
すでに市街地を形成している区域
市街化調整区域とは
自然環境や農林漁業と調和した土
地利用を図る為に市街化を抑制す
る区域

原則として
定めない

5
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議会運営委員となりました
議会運営委員
営委員となりました
本議会より私、小野澤は議会運営
委員会の委員となりました。議会運
営委員とは議会の進行を話し合うと
ても重要な委員会です。
今回の議会では私も今までの一般
質問とは別に、本議会にて議案三十
五号「川越市総合計画審議会条例の
一部改正する条例を定める」につい
て質疑をさせていただきました。
前回の「ひげ通信」４号にて川越
市第三次総合計画について少し触れ
させていただきましたが、その計画
の審議を行う人員の条例という事で
大切な問題でもあります。詳細は本
文２Ｐにて解説いたします。

市街化（%）
38%
13%
38%
41%

知っていますか
都市計画図って？
都市計画図って
って？

川越市にかかわらず、どこの自治
体にも都市計画図は存在いたします。
（川越市役所まちづくり部にて販
売）私達川越市の都市計画図を見る
と、色がついている部分と真白な部
分とに分かれています。色がついて
いるところを市街化区域といい、真
白な部分を市街化調整区域といいま
す。このような制度は、非計画的に
市街化が進んでゆく現象を防ぐ為に
（スプロール化）１９６８年（昭和
四十三年）都市計画法の制定により
区分されました。
※川越市は、市街化調整区域に居

定める
積極的に施行する
住宅や店舗、 道路整備、下水道整備
工場等
等

76.98k ㎡
(71%)

暑い日がつづき、皆さんいかがお
過ごしですか。毎日少量の塩分と水
分補給を忘れずこの夏を元気で乗り
切りましょう。
参議院選挙も終わり、いよいよこ
れからの日本の国が本当に問われる
時期が来ました。これで日本はよい
のか、私たち地方議会もしっかりと
腰をすえ市民と川越市という自治体
の為に全力投球で働かなければなり
ません。

さて、
川越市議会第三回定例会
（六
月議会）も川越少年少女合唱団のさ
わやかな歌声のコンサートとともに
始まりました。本議会では数々の議
案の提出がなされ、その後質疑があ
りました。

既に市街化を形成して
いる区域及び概ね１０
年以内に優先的かつ計
画的に市街化を図るべ
き区域
市街化を抑制すべき区
域

市街化調整区
域

市街化
2,749
613
749
721

用途地域

市街化区域

調整
4,450
4,137
1,221
1,052

原則として施行しない
地域間連絡道路・市街
化区域と他の市街化区
域を連絡する街路等は
除く
調整(%)
合計
62%
7,199
87%
4,750
62%
1,970
59%
1,773

市町村
所沢市
日高市
富士見市
鶴ヶ島市

都市計画事業

意義

面積
・全体
109.16k ㎡
32.18k ㎡
(29%)

区域
川越市
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主な議決案件
六月定例議会の主な議案

財産の取得について

条例の一部改正について

五件

一件

五件

（六月三日～七月十二日）

請負契約について

六件

道路線の認定、廃止について三件
報告について
他については市議会だよりを参考
にして下さい。
主な議決案件
川越市総合計画審議会条例の一部を
改正する条例を定める
〔原案可決〕

〔原案可決〕

する条例の一部を改正

川越市廃棄物の処理及び再利用に関

〔改正の内容〕
家庭からゴミ集積場所に排出された資源
物の所有権に係る規定を加えるとともに、
市又は市長が指定する事業者以外の者が、
当該資源物を集積し、又は運搬することを
禁止しようとするもの。
平成十六年九月一日施行
※但し、本条例には罰則規定はありません。

川越市大字菅間字石橋１８―９

〔原案可決〕

用地取得について

仮称川越市立菅間学校給食センター

所在地
他一筆
取得面積 ８３７５．７９平方メートル

川越市土地開発公社

取得価格 １２億９５１８万１８７８円
契約者

仮称川越市立菅間学校給食センター
新築工事請負契約 他４件
〔原案可決〕
寿町学校給食センターの老朽化に伴う給
食センターの整備により川越市内三五校の
小学校において二時間以内（一回転調理）の
実施が可能

私の本会議での質疑
議案三十五号

改正する条例を定める

川越市総合計画審議会条例の一部を

〔改正の内容〕
川越市総合計画審議会委員の定員を二十
人以内から三十人以内に増員しようとす
るもの。
おのざわ 川越市の総合計画につきまして
は、前回の議会でご説明いただきました様
に、市民会議という新しい手法が導入され
市民が参加した総合計画の策定を目指して

いる様であります。これについては、大きな
期待をしています。そこに参加された市民
の方々や担当の政策企画課並びに若手職員
で構成されたプロジェクト、そして関係各課
の方々のご尽力には敬意を表します。 さ
て本案について、いくつかお尋ね致します。
まず一点目、現在の委員の構成、さらに今
回増員する委員の構成、又なぜ増員が必要
なのか、その必要性についてそれぞれ構成分
野毎にお答えをいただきたいと思います。
二点目は、市民会議と審議会委員の関係
についてお尋ねいたします。同じ団体で市民
会議と審議会に双方に委員を出すことがあ
るのか、また団体推薦、個人推薦を問わず、
同一の方が両方の委員になることがあるの
かどうかお聞きします。
市長室長 一点目の現行の委員の構成でご
ざいますが、現在の審議会の委員には、市内
の公共団体等の代表者として、市内の各種
団体等の代表者一〇名と学識経験者として、
市会議員等の一〇名で合計二〇名の方に委
員として就任していただいておりました。ま
た今回増員する委員の構成、必要性でござ
いますが、川越市が昨年中核市となりまし
たので、他の中核市の状況を参考といたしま
して、新たな人材を加えてゆくことが望まし
いと考えた次第でございます。新たな委員と
いたしましては、中核市の移譲事務に対した
各分野の団体の代表者、女性団体の代表者、
大学教授等を想定しております。
二点目の同一の団体から市民会議と、審議
会に委員を重複して出せるかとお尋ねでご
ざいます。審議会には市民が委員となること
により、行政執行に市民の意見を反映させ
るという事も重要な役割と考えており、場
合によっては重複することも考えられます。
おのざわ 前回の総合計画から時もたち、
社会情勢も大幅にかわっております。単純
に人数を増やすことより、現在の委員の構
成の見直しをまず行うべきと考えます。ま

た、行政組織の一部である委員会もまず現
行の見直しを行うのが当然とおもいます。
また学識経験者の増員を行うお考えのよう
ですが、この間の社会情勢の変化によるも
のだとしたら、具体的にどの様な理由でど
の分野に必要なのでしょうか。
また二点目ですが、今回の総合計画につい
ては広く市民の方々の意見を聞くというこ
とで市民会議を設けたと理解しています。
審議会もより広い視点から審議が行われる
様にしたいという今回の議案の骨子でござ
います。何か二重のような気がしているので
すが、もう一度市民会議と審議会について、
役割と機能の違いを明確にご説明願います。
また同一の団体や人物が重複する可能性
あるとのお答えですが、総合計画は市全体
の問題でもありますし、将来の問題でもあ
ります。やはり一部の市民や団体の力が影
響しない様にと考えます。私は、運用ではな
く、要綱や条例の中に明確に重複の禁止を
規定すべきと考えますがいかがでしょうか。
市長室長 一点目でございますが、現時点で
社会状況の変化ととらえているものは、少子
高齢化、治安の悪化などと認識しており、そ
の分野の事情に明るい方を学識経験者とし
て検討してまいりたいと考えております。
次に市民会議と審議会の役割機能の違い
でございます。市民会議は市民の視点に立っ
て、川越市のあり方を幅広く議論していただ
き、意見を提案していく場と考えております。
一方審議会は、市が市民会議の提案を受け
作成した総合計画の原案について専門的かつ
客観的に議論していく場と考えております。
また委員の重複については、規定としてはご
ざいませんけれども、幅広く意見を聞く事
に配慮し考えていきたいと思っております。
現在の委員の見直しについては、現時点では
大変バランスの取れた構成になっていると考え
ていまして、その上で他の分野の増員をしたい
と考えているところでございます。
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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
今回は、私の市議会議員と
して、最初の議会でもあった
昨年の六月議会で質問した、
まちづくり条例と都市計画
マスタープランについてその後
の進捗状況を質問しまし
た。

まちづくり 条例の検討と
まちづくり
都市計画マスタープラン
おのざわ 私、昨年の六月議会
で都市計画マスタープラン（以下
都市マス）についてはかなり突っ
込んだ質問を致しました。そこ
で、一年経過したわけですが、現
状とどの程度検討がすすんだの
かお尋ねします。また他の部局
との調整について現在他のどの部
局と協議をし、市民参加型のま
ちづくりは具体的にどのように
行われたのかお答え願います。
次にまちづくり条例についてど
の程度検討が進んでいるのかお
尋ねします。
まちづくり部長 この都市マスの
まちづくり部長
進行管理につきましては、進行管
理の手法としては非効率的な部
分もあるため、より効率的で客観
性のある評価システムを検討する
必要があると考えております。
関係課との連携につきましても都
市マスが長期的な計画である為、
個々の事業を進行管理するデメ
リットもありまして、具体的な改

善策が煮詰まらない状況にあります。今後
は市民参加のあり方を視野にいれた、分かり
易い進行管理方法を検討したいと考えてお
ります。市民参加の具体例ですが、新富町
周辺地区で行われております、景観形成地
域指定に向けた住民との会議を始め、商店
街組合等で構成された「まちづくり検討会」
や、高階土地区画整理事業計画区域で実施
されております「まちづくり検討会」があげ
られます。
次にまちづくり条例の制定に関してでござ
いますが、これまで杉並区、ニセコ町、川口市
などすでに条例を施行している自治体や検
討中の自治体の情報を収集しまして、検討
を進めているところでございます。まちづく
り条例はまちづくりの推進に市民参加を制
度的に保障する手段として大変有意義であ
ると認識しております。ひきつづき検討して
まいりたいと考えております。

おのざわ 都市マスの進行管理ですが、より
効率的な管理システムをつくると言うこと
ですが、どこの機関が進行管理をしてゆく
かという事もポイントにおかれた方がよい
と思います。まちづくり条例の検討と都市
マスについてでございますが、他の自治体の
調査とか少しずつ検討が進んでいるようで
すので安心致しました。簡単な問題ではご
ざいませんので、じっくり時間をかけて市民
の意見を聞き行うのも重要とは思いますが、
私も民間企業にいたせいか目標を立てて、ス
ケジュールをきちんとつくって取組まないと、

なかなか実現しないと思います。具体的な
スケジュールについてはどの様にお考えかお
尋ねいたします。
次に、現在（仮称）第三次総合計画が策定
中であります。この総合計画が策定ののち
都市マスもこれに添った形で見直しをする
のかお尋ねいたします。
まちづくり部長 まちづくり条例実現に向
まちづくり部長
けた具体的な目標とスケジュールについてでご
ざいますが、内容が市政全般に渡る事にな
りますので、具体的な目標やスケジュールの
設定は難しい状況にありますが、関係各課
と共にさらに検討を重ねたいと思います。
つぎに都市マスの見直しですが、（仮称）第
三次総合計画の内容を十分に踏まえた上で、
都市マスの見直しの必要性を十分に検討する
事が必要であると考えます。又、見直す場
合におきましても都市マスを策定した経緯を
十分に考慮した上で、その見直し方法につい
てもさらに検討してまいりたいと考えます。

川越市政の
川越市政の

ココに注目！
市街化調整区域に長期居住する者
の３親等以内の親族のための自己用
住宅
この議決事項は、次の１と２に該当する
場合、都市計画法（以下「法」という。
）
第３４条第１０号ロ又は同法施行令第３
６条第１項第３号ホの規定に基づき、開発
審査会の議を経たものとして許可できる
ものとする。
１．市街化調整区域に長期居住する者の
３親等以内の親族の自己用住宅とは
当該市街化調整区域に二十年以上居住
する者の３親等以内の親族が、既存の集落
に自己又は自己の親族が所有する土地に
おいて自己用住宅を建築する目的で行う

開発行為及び建築行為（以下「開発行為等」
という）をいう。
２．許可基準
①
開発行為を行う者
自己の持ち家がなく、新たに独立の世帯
を構成する者又は自己の居住について
立ち退き等の事情により新たに当該地
を自己の生活の本拠とする者で合理的
事情がある者
②
開発行為等の対象となる土地
開発行為等の対象となる土地は、既存の
集落内にあり、次のいずれかに該当する
土地
ア 開発行為等を行う者が所有している
土地。
イ 開発行為を行う者の３親等以内の親
族が所有している土地。
③
予定建築物の用途
自己の居住のための一戸建専用住宅、又
は自己の業務のための併用住宅とする。
④
予定建築物の敷地
予定建築物の敷地は３００平方メート
ル以上であること。ただし、本基準の施
行日前に分筆されていた土地で、３００
平方メートルに満たない場合はこの限
りではない。
⑤
市計画との調整
総合計画等の土地利用計画に支障がな
いこと
⑥
その他
その他の法令による許認可が必要な場
合は、その許認可等が受けられるもので
あること。
（課題）市街化調整区域の乱開発につなが
らないよう、行政にも課題が残ります。

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
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霞ヶ関駅北口開設に
関駅北口開設に伴う駅舎工事の
駅舎工事の概要について
概要について

かさはた菖蒲園

川越市ゴミ処理施設研究会の

発足

今後の川越市の最大の課題である
ゴミ処理施設等の問題について、私
達一期生である市議会議員有志に
よる、会派を超えたゴミ処理施設に
ついての研究会をつくり勉強会を
行いました。

研究会メンバー
研究会メンバー紹介
メンバー紹介
民主党 片野広隆、山本綾子
社民党 高橋剛
啓政会 三上喜久蔵 若海保 関口勇
神田寿雄 小野澤康弘

休耕田を利用した
すばらしい菖蒲園。笠
幡菖蒲愛好会の皆様の
御苦労がうかがえま
す。お疲れ様でした。

鯨井八坂神社の夏の祭典、
天王様

約 四五 キロの 獅子 頭をか つ
ぎ、水引にからむ若者達！

五月十九日、東洋大学工学部環境
建設学科の藤田壮教授の研究室に
て、小瀬講師や研究室の大学院生を
含め循環型社会の構築、東洋大学の
環境研究を含め、今後の課題につい
て実践的な事や質疑等による勉強
会を開催いたしました。初めての試
みでしたが議員と大学側との議論
もおこなわれ、有意義な勉強会でし
た。今後も継続的に研究会を進め、
次回の議会
私達議員の質の向上に努めてゆき
九月定例議会にも
たいと思います。 幹事 おのざわ
是非傍聴にお越し下さい。
H16.7.18

地域二〇〇四年、夏

東武東上線霞ヶ関駅は平均約 3 万人(平成 15 年度乗降客数が利用す
る駅ですが、駅の出入り口は南側のみの為、北口開設は長い間地域
の要望でした。
H16.6.13
このたび霞ヶ関北口開設に伴う駅舎改築工事について、東武鉄道
㈱と川越市の間で協定が締結されました。今回の駅舎改築工事は、
霞ヶ関地区の核となるような駅としてバリアフリーへ配慮した駅舎
の橋上化と自由道路の整備を行い、新たに北口を開設します。
総事業費）
約 13 億 2 千 6 百万円
施設内容）
エレベータ（車椅子対応型）3 基
エスカレータ ４基
平成 18 年３月完成予定
まちづくり推進課

都市化社会から都市型社会にともな
う市街化調整区域のまちづくり。

農家、非農家にかかわらず、現在の生活
様式は都市的生活様式となっていること
から、市街化調整区域においても下水道整
備等の生活環境の向上がもとめられてい
ます。また、少子高齢化社会では、人口増
加の鈍化等により市街地の拡大需要が減
少する一方で、人々の住まい方に対する考
え方は多様化し、自然に恵まれた市街化調
整区域において、緑豊かな環境を体感でき
る質の高い田園居住型住宅等や、優良農地
及び自然資源を将来にわたり保全する地
域と共生する地域づくりを推進してゆく
ことが大切であると思います。
〔用語〕
人口、産業が都市に集中し都市が拡大し
た環境「都市化社会」。都市化が落ち着い
て産業文化等の活動が共有の場として展
開する成熟した環境「都市型社会」

霞ヶ関駅北口関連パート２

北口方面からの予想図

2004 年 8 月 （4）

市議会ワンポイント（審議会とは）
地方自治法では、「地方自治体には，執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調
査会、その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関をおくことができる」(自治法 138 条 4‐3)とあって、
必要に応じて、執行機関(市長)が、審査や審議をする為の機関を設置する事が出来ます。川越市の場合、６
月議会で私が質疑をした川越市総合計画審議会や都市計画審議会のような審議会であったり、情報公開審
査会や建築審査会のような審査会であったり、また、国民健康保険運営協議会、川越市防災会議のようなも
のもあります。いずれの場合も、自治法に基づき条例により設置されています。
委員の構成は多くの審議会、審査会では関係団体の代表、学識経験者、議員等が委員となっているよう
です。最近では一部に市民からの公募の委員もでてきています。また、女性を増やす傾向にあります。
．．．．．．．．
いずれにしても、広く専門的な知識や市民の声を聞くために設置されるものですので、ただ作るだけや人
．．．．．．．．．．．
数を増やすだけではなく、審議会や審査会の意見が行政に反映されることが重要だと思います。

