九月二日より川越市議会第四回定
例議会（九月議会）も開会となり、
夏期国体の休会日をはさみ、十月四
日に閉会となりました。この間にも
異状気象による夏日の連続や台風に
よる風や雨の被害にあった地方都市
の住民の方々が、大変な思いをされ
ている事には、私自身も心を痛めて
おり、
心からお見舞い申し上げます。
また、最近は熊が奥山から里山及
び住宅地へ出没し、人間に怪我をさ
せる事故など、何か生態系もおかし
くなっています。
さて
「ひげ通信」
六号では、
本議会の主な内容と、私の一
般質問として、市民にとって
一番公共性の高い道路問題、
中でも「生活道路」と子供達
が通う「通学路」について私
なりの考えを市にぶつけてみ
ました。
現在川越市では、
総延長一、
五二三．二㎞の道路が総路線
五、一四八路線あります。そ
の中で、幹線道路と生活道路
の割合は、圧倒的に生活道路
が高く、道路設備等に対して
問題も多く市民の要望等を含
め、川越市自体の生活道路に
対する整備計画が必要だと私
は考えます。（詳しくは本文
で）
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一月二十三日川越市長選挙！
一月二十三日川越市長選挙！
九月議会では一般質問の答弁の中
で舟橋市長が、４選出馬に向けての
川越市政に対する思いを熱弁されま
した。日頃の舟橋市長の激務には敬
意を表したいと思います。

そこで良い機会なので、市民にと
っても大切な選挙公約と政権公約
（マニフェスト）について私なりに
考えてみました。
マニフェストは、昨年の参議院選
挙で話題になりましたが、選挙の時
の候補者の公約とはどう違うのでし
ょう。呼び方が横文字になっただけ
ではありません。日本語に強いて約
せば、従来の公約が「選挙公約」で
あるのに対し、
「政権公約」
であると
いわれています。
では、選挙公約と政権公約はどう
違うのでしょうか。選挙公約は、あ
れもやります、これもやりますとい
った、有権者向けのリップサービス
が目立ちます。それに対して、マニ

※地域ニュースは、今回二面です。

フェスト（政権公約）は、その具体
性が問われます。
つまり、
「住みやす
いまちづくりをします」「福祉を充
実します」
「環境を大切にします」
と
いった抽象的な、約束を守れたか守
れなかったか評価できないようなも
のではなく、
より具体的に、
「二年以
内に下水道普及率を七〇％にしま
す」「三年以内に特養の待機者を半
減します」
のような数値目標、
期限、
財源、手法等を掲げ、それが実現で
きたか出来なかったかを評価するこ
とになります。もし実現出来なかっ
た場合には、なぜ実現出来なかった
のかといった説明責任が出てきます。
政権公約はより具体的な政策を掲
げることで、それが市民全体の利益
になるのか、
特定の団体に対してか、
ということが明確になってしまいま
すし、
（政権公約）
をつくる過程での
市民の参加の可能性が出てきます。
市民のグループが自分達の活動に関
する（政権公約）をつくって候補者
に採用させることで、
候補者の支持、
不支持が明確になりますし、投票の
大きな判断材料になります。
このように、マニフェストは市民
の政治参加、行政への参加さらには
行政との協働の可能性について、大
きな役割を果たすものであると期待
されています。

主な議決案件
九月定例議会の主な議案

十三件

（九月二日～十月四日）
決算認定について

四件

三件

専決処分の報告について
一件

請負契約について

十五年度継続費精算報告
日本郵政公社の現行経営形態の
堅持を求める請願書
※特別委員会（地域振興ふれあい拠点施
設建設にかかわる川越駅西口周辺整備対
策特別委員会）

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
川越市環境衛生センター汚泥処理設
備改修工事請負契約について
〔原案可決〕
１．工事場所 川越市仙波一二四九―一
２．工事内容 ・機械設備工事一式

・ 東武東上線霞ヶ関駅北口開発に

ともない、新規道路が出来ます。

･川越市立上戸小学校に安全防犯上

の為に、以前より要望していた、

地域二〇〇四年

・ 幅員 5ｍ 延長 120ｍ

こんなにきれいになりました。

子ども達にとって魅力的で安全、安

初雁興業㈱

２． 汚泥処理の現在の収集量と
ピーク時の量
３． 工事契約内容の確認
・脱水機の処理能力
・脱臭装置の機能
４． 契約金額
五億七千六四五万円の工事内容比率
今後の課題
私が思う今後の
川越市は、下水道から出る汚泥処理
と今回質疑の中のし尿、浄化槽汚泥
等があります。
下水道の汚泥処理に関しては、脱水
処理後（十五年度）、１４，６００ｔ／
年が更に処理され１３，３００ｔ／年
を焼却し、処理後１，３３０ｔ／年の焼
却灰を有機肥料とし、１，４７０ｔを有
効利用しています。
今回質疑を行った、し尿、浄化槽汚
泥等も同じような工程で処理され、
脱水後（十五年度）約２２６ｔを更に焼
却すると、その一〇％弱が焼却灰と
なりますが、こちらの方は現在有効利
用はされていないようです。
今後下水道整備が更に進むとこの
ような処理センターの処理量が減るの
は当然ですが、なくすわけにはいかな
い施設です。
また量的には少ないですが焼却灰の
有効利用が図れることを期待したいと
思います。
※参考 平成十五年度
くみとり
３，２７７世帯
浄化槽
１７，０８９世帯

開閉引戸がつきました。

契約者
（解説）
この施設は昭和五十五年三月に竣工し、
現在まで二十四年間経過しており、経年劣
化が進んでいる為、改修工事を行うという
事です。川越市は公共下水道の整備が川越
市全戸数ではなく、主に市街化区域である
為、今後の公共下水道の整備により、し尿
の収集の量は減量すると思われるが、必要
が無くなるという施設では有りません。

地域振興ふれあい拠点施設建設に
かかわる

〔原案可決〕

川越駅西口周辺整備特別委員会

（解説）
地域振興ふれあい拠点施設とは
埼玉県と川越市の共同事業であり、川越市
の業務核都市との位置付けの一つの核に
当たり、県は産業支援施設や地方庁舎など、

画を期待した大きな事業を計画している。

川越市は市の施設やより幅広く民間の参

規模としては計画敷地としては、２４、
０００㎡であり、計画敷地内では埼玉県川
・電気設備工事一式

でも市民に利用されています。

越福祉センターや川越南公民館等が現在

川越市環境衛生センター汚泥処理
設備改修工事請負契約について
１． 汚泥処理にかかる流れの確認

厚生常任委員会での私の質疑

・土木工事一式
３．契約内容 指名競争入札

㈱荏原製作所北関東支店

４．契約金額 五億七千六四五万円
５．契約者

（的場下組自治会、環境推進部の皆さん）

心の学校にしよう！

・ JR 的場駅前、環境整備と防犯対策に一役
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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、生活道路の整備計
画の必要性と、通学路に対
する川越市教独自の定義付
けと通学路表示について、周
辺自治体の調査も参考に質
問を致しました。

生活道路と幹線道路
生活道路と
おのざわ 生活道路について、私
たちが日頃通行している道路に
も幹線道路と生活道路に分かれ
ているとお聞きします。私の所に
も、いろいろご意見や苦情の中で
道路に関するものが一番多くあ
ります。特に私達が一番身近に
毎日利用する、生活道路につい
ては、私の所にも市民の方から
意見や問い合わせが、この所多
く寄せられる様になりました。
そこで、これらの整備について
はどの様に行われているのか、又
整備計画はあるのか、お答え願
います。
建設部長 生活道路は、その地
域に住む人々が日常の生活をす
る上で密接な係わりを持つ道路
でございます。
幹線道路については市道一、二
級幹線整備計画、その他交通量
等を考慮し、計画的に整備して
おります。生活道路の整備計画
については現在特にございません
が、緊急性及び、地元要望などを
加味し、整備を進めています。
おのざわ 幹線道路は整備計画
があるようです。生活道路には
それらしいものがないようです
が、私はもう少し長期的な市全

体の中での計画も必要だと思います。
建設部長 生活道路の整備につきましては、
各地域からの要望が数多く提出されてい
るところでございます。緊急性及び、必要
性、整備効果これらを検討する中で、計画
し、進めていきたいと考えております。
おのざわ 川越市の都市計画マスタープラ
ンに「災害時の避難や緊急車両の活動が円
滑に行えるような道路づくりを住民と協力
して進めます」とあります。
また、都市施設の中で、生活道路は住民
の一番身近なものですし、地域のまちづく
りの根本でもあると私は思います。その身
近な生活道路を地域住民の声を反映し、又
計画的な道路整備を行うのは当然である
と思います。
建設部長 地域住民との合意形成がより円
建設部長
滑に図られる様、他市のまちづくり条例に
みられるような、まちづくり協議会の立上
げも視野にいれながら検討してまいります。

通学道路の定義とは？
おのざわ 次に通学路についてお尋ねします。
私も昨年までＰＴＡの役員をやっていた関係
もあり、今でも朝、可能な限り小学校の通
学路に立つように心がけています。最近通
学路において子供達を対象とした犯罪も発
生しており、子供達や保護者の方々にも犯
罪に対する不安感がひろがっています。
そこで、通学路はいったいどの様にして決
めているのか、指定の方法、基準が有りまし
たらお答え願います。合わせてどこの機関
が決めるのかお答え願います。
学校教育部長 通学路は、地域の状況交通
事情をふまえ各学校が設定をしております。
各学校毎に状況が違うので一概には言えま
せんが、各学校の自治会、ＰＴＡ役員，保護
者等のご協力を得ながら、道路事情、及び
安全確保などを考慮し設定していることが
多い状況です。
おのざわ 通学路の決定方法が、あまり明
確では無い様ですが、私は、川越市の教育

委員会としても一定の基準をつくる必要性
があると思っています。また、交通事故から
だけでなく犯罪から子供達を守る為にも周
辺住民の協力が欠かせません。市内を走っ
てみると、通学路の道路標識、看板、ＰＴＡ
の人達が独自に作られたアクリル板のよう
なものがあるようです。そこで通学路を周
知させる為の表示方法はどの様に行ってい
るのかお聞きします。
学校教育部長 通学路の周知方法で、学校の
取組について把握している範囲で申し上げま
す。校内に通学路マップを掲示する、各自治
体で道路等の要望をまとめる際に通学路に
ついても検討する。などがございます。
まちづくり部長 通学路の表示、標識の主な
まちづくり部長
ものは、道路上にペイントで学童注意の表示
をする、幼稚園、保育園などの警戒標識、さ
らに「学童多し」「飛び出し注意」等の注意看
板があります。また設置基準は交通量、又Ｐ
ＴＡ、自治会などの要望を総合的に判断し、
設置しているところでございます。
おのざわ 通学路については基本的に学校に
まかせて教育委員会としてはあまり係わっ
ていないような印象を受けました。
学校内の犯罪者の侵入が大きな事件と
なっておりましたが、通学路で起きる事件
も増大し、凶悪化しております。そこでこの
ような犯罪を未然に防止する為、学校と教
育委員会また地域の連携が必要であること
には異論は無いと思います。何度も申し上
げますが、各学校に任せるのではなく教育
委員会全体として今後取組むことが必要と
考えます。
また、川越市の通学路にはいろいろな表
示があり、私も市内を廻ってみてペイントや、
標識など統一性がなくバラバラな様な気が
しました。先日、東京杉並区に行きまして、
「通学路」その下に「杉並区」と表示したもの
が電柱にぐるっと廻した標識を拝見いたし
ました。それが何本か置きにあって、初めて
来た私にでも分かるようになっていました。
そういうものに学校名を入れたとすると、

何かあった時の連絡も取りやすく、また、そ
の表示がその道を地元にＰＲし、例えば朝
夕のウォーキングの道として利用していただ
くとか、様々の場所において大人の目を確
保する事が必要ではないかと思います。

学校教育部長 本市では市立の全小学校で
集団登校を行っており、学校を取り巻く地
域の状況や、交通事情が大きく異なっており
ます。それぞれに応じて子供会、育成会ある
いは、自治会の方々、市の交通指導員のご協
力によりまして、登下校の安全確保の為の
様々の取組がなされています。従いまして、
本市の特徴やこれまで行ってきた方法もふま
えまして、他市の状況を調査するなど、今後
研究を深めていきたいと考えております。
教育長 教育委員会といたしましては、これ
まで公聴会を通じまして、交通安全ととも
に防犯の観点をふまえた通学路の一斉点検
など、それぞれの学校の実情に応じた対応が
図れるよう努めているところでございます。
今後につきましては、ご質問の主旨を踏ま
え川越市として各学校の取組の経過や通学
域との関連にも留意し、本市と同規模程度
の他市の状況を参考にしながら慎重に検討
していきたいと思います。
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ココに注目！
ココに注目！
河越館跡整備事業
ってご存知ですか
ってご存知
存知ですか？
ですか？
川越市上戸（東武東上線霞ヶ関駅より徒
歩１０分、常楽寺付近）には昭和五九年十月
に国指定史跡となった河越館跡があります。
河越館跡は、鎌倉時代から南北朝時代にか
けて有力な関東武士であった河越氏の遺跡
であるようです。
さて河越氏といえば河越（太郎）重頼の娘
が源義経の正妻となったのは、川越市の出版
物でも説明しており、有名な話しです。過去
のＮＨＫ大河ドラマ「春日の局」により江戸文
化が小江戸川越の観光に大きな影響をあた
えたことはいうまでもありません。特に今年
は「徳川家光生誕四百年」ということで、舟
橋市長が徳川家光となり、大名行列等のイ
ベントが行われ、小江戸と呼ばれる川越の街

そこで、来年のＮＨＫ大河ドラマが「義経」

化財を盛り上げ、観光や文化の拠点

元の方々や、市民の方々と共にこの文

もあります。私は、ぜひこの機会に地

市長は、地方自治法第１７４条に「当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。」とあり、さらに１４８
条には「当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。」となっています。つまり市長は、自治
体の代表であり、行政を行う最高責任者です。
どのような人がなることが出来るかと言いますと、中学校でも習ったと思いますが、２５歳以上の日本国民
なら、誰でも立候補できます。川越に住んでいなくてもかまいません。ただし、市と請負関係にある会社の役
員や、常勤の公務員、国会議員や自治体の職員は市長と職を兼ねることは出来ません（自治法１４１、１４２
条）任期は４年です。
次に、どのような仕事をするかというと、自治法の１４９条には九つの事項がかかれています。
１． 普通地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。
２． 予算を調整し、及びこれを執行すること。
３． 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
４． 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
５． 会計を監督すること。
６．財産を取得し、管理し、及び処分すること。
７． 公の施設を認定し、管理し、及び廃止すること。
８．証書及び公文書を保管すること。
９． 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること
となっています。また、災害対策基本法では、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者
に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立
退きを指示することができる。」（第６０条）となっています。これなどは、まさに３０万市民の生命を守る職務だ
ということが出来ると思います。 このように市長とは、大変責任がともなう職務なのです。

一方、源義経（幼名 牛若）も同様に母（常盤御前）とともに捕わ
れたが、幼いため、鞍馬寺に送られ死をまぬがれ、その後に藤原秀
衡のもとで青年期を過ごすとあります。
その後、頼朝に帰服し、仕えたのが「河越（太郎）重頼」です。また、
頼朝は長男「源頼家」の乳母には重頼の妻を命じております。
この様な深い縁から頼朝は弟である
義経の妻に重頼の娘を嫁に出すように
薦め、結婚させ、義経の妻（十七才）
となりました。歴史的には義経の正妻
より静御前（しずかごぜん）が有名で
すが、正妻ではなく妾であります。河
越氏略系図では重頼の娘について、名
前は記されておらず女とだけ書いてあ
り、歴史家の中には、
「郷姫」
「扇姫」
と呼ぶ人もいるそうです。今回の大河
ドラマでは「良子」となっています。
さて、川越発祥の地らしいと言われ
ている河越館跡には、全国的に有名な
武将と深い縁があり、すばらしい川越
の大切な財産なのです。市、教育委員
会や関係団

であることをご存知でしょうか？私も中学

となるよう、生きた活動を行わなけ

体の調査の努力により、多くの出土品

生の歴史で学んだ、平安時代後期から鎌倉

ればと、考えております。

に華をそえました。

りにも有名な武士であります。

次回の議会

市政に関するご相談や、ご意見が ＴＥＬ２３２―５７８９
ありましたらお気軽に、ご連絡下 ＴＥＬ２３１―４８５０
さい。
ＦＡＸ２３３―９３１０

市民相談

十二月定例議会にも
是非傍聴にお越し下さい。

時代にかけての「源頼朝」「源義経」は、あま

そこで少し昔を思い出し、歴史の勉強をお
さらいしてみたいと思います。時は１１５６年

為義（義経のおじいさん）を天皇方の源義朝

保元の乱（崇徳（すとく）上皇方についた源

朝を破る）。父と共に戦った源頼朝は捕われ、

が破る）、１１５９年平治の乱（平清盛が源義

伊豆に流罪となり、その後、北条時政の娘、
政子を妻とする。

市議会ワンポイント（市長とは）

