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四期目の舟橋市政と、３月議会

昨年九月の日本経済新聞によると、
財務省は「国の借金」に相当する、
国債、借入金、政府短期証券の残高
が７２９兆２２８１億円と発表いた
しました。国民一人あたり５７０万
円の借金となり、国の税収が４１兆
７５００億円位ですから、なんと１
７．５倍の借金というわけです。ま
だまだ社会保障等の増加など歳出が
伸びる一方で、歳入の不足を補う苦
しい財政運営は地方にも当然影響が
でることは言うまでもありません。
さて、平成十七年一月の川越市長
選挙により四期目の再選を果たされ
た舟橋市長には敬意を表したいと思
います。
現在の川越市には、実情を踏まえ
当然行わなければならない事業につ
いて多くの課題があります。四選を
勝ち抜き四年間市長を託すわけです
から、現状のこの課題を乗り切らね
ばなりません。私が市長に期待する
ことは、政策や行政面での思い切っ
た改革を行うことです。それは、四
選を勝ち抜いた市長だからこそでき
る事であり、中核市三年目を迎える
川越市にとって舟橋市長にはそのよ
うな意味で期待致します。
市長の事とは別に、肝心な私自身
も市民の皆様の負託に応え、市政へ
の提案チェックを更に強化し、市民
にとって健全な市政であるよう、市
議会議員として議員任期のおり返し
点の三年目を頑張りたいと思います。

市民の要望と
要望と財政バランス
財政バランス
市民の
さて「ひげ通信」も今回で８号と
なり私にとっても８回目の議会を終
了致しました。中核市となり三年目
を迎えた川越市の予算も一般会計８
７３億２千万と昨年に比べ２．４％
減額となっております。全体の構成
では昨年と比較して民生費と衛生費
の比率が上がり、高齢化社会や環境
に重点をおいた予算となっているこ

とがうかがえます。また、私は土木
費や教育費が減額されている事、特
に土木費では公共性の高い道路整備
に対する予算については多少きびし
いものが感じられますが、関係各課
の予算の配分に対しては、御苦労も
感じられます。税金をどのような優
先順位をもって配分するかという事
は、
今後の社会経済の変動にとって、
とても重要な事なので、私なりに課

題の重要性を見極めながら意見を述
べ、取組んでいきます。

仮称）川越市立菅間給食セ
川越市立菅間給食セ
（仮称）
ンター新築工事請負契約の
ンター新築工事請負契約
新築工事請負契約の変更
について

議案の質疑に関しては、各会派よ
り予算に対する代表質疑があり、私
は、工期の延長にともなう契約の変
更に対する給食センター建設工事に
対する質疑を行いました。本件に対
してもやはり四会派より質疑があり
ましたが、わたくしなりに論点を変
え詳しく答弁を求めました。内容と
しては、昨年の六月議会で議決され
た給食センター工事契約であり、竣
工まで五十九日の工事延長契約に対
するものです。この給食センターと
は、現在川越市の学校給食２９．０
００食のうち１２，０００食をまか
なおうとする施設工事であり、更に
一回転調理を目的に運営する機能を
持った施設でもあります。私は、今
回の質疑に対して、特に五つの論点
として①適切な工程管理②工程上の
重要ポイント③工程時の適切な判断
④新しい工程での適確性、そして最
後に⑤役所としての体質を厳しく質
疑し、今後の是正を求めました。
〇新しい施設での学校給食の配食は
影響はでないとの事ですのでここに
ご報告致します。
最後に本議会での質疑については、
私は川越市の所管課と執行課との体
体
さを強く感じます。
じます
質の甘さを強

主な議決案件
四月定例議会の主な議案
（二月二十八日～三月二十四日）
主な議決案件
平成十七年度一般会計予算および

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

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

一部条例改正を含め、議案四十一件
〔原案可決〕
人事案件同意、９件 〔原案可決〕
詳しくは議会だよりを参考に

（中核市１年目）
（中核市２年目）

（中核市３年目）

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

2005 年 4 月 （2）

ひげ通信
ひげ通信
No.8

厚生常任委員会での私の質問
平成十七年度一般会計予算
（民生費）
• 成年後見制度支援について（注）
• 民間福祉施設補助について
• 民間保育所補助等について
• つどいの広場事業について
（衛生費）
• 住宅用太陽光発電システム設置
費
• 産業廃棄物不適正処理監視につ
いて
（労働費）
• 旧福祉センター運営事業補助に
ついて
（商工費）
• 商店街宅配サービス事業補助に
ついて
義経関連事業補助について
新河岸川観光舟運について
•
•

今後の課題
私が思う今後の
今回は目的別に質疑をいたしまし
たが成年後見制度利用支援については
現在の社会背景と照らし私は支援に
対しては評価いたします。ただし、制
度そのものをもう少し個別に周知で

きるようにするべきであると考えます。
又、民間福祉施設の補助に関しても
やはりグループホームなど施設が不足
していることは事実であり、建設はと
ても必要であると思われますが、問題

は家族から離れ生活を行う高齢者に

とって施設の運営の内容も忘れてはな

らない事であり、業務に従事する方々

の御苦労と預ける家族との信頼感が

とても大切であると思います。

また民間保育所補助については、待

機児童ゼロを目指し市も御苦労され

ております。今後は待機児童ゼロを目

指す事を考えると他の自治体のよう

に公営保育所を見直し、民営化法人

の保育所を増やす施策を検討して行

くことも大切だと考えます。

※旧川越福祉センターが新しく(財)川

越市勤労者福祉サービスセンターに運

営が変わります。内容は従来と変わ

りませんが、市外の方が利用について

意思能力にハンディキャップのある人々の支

は料金設定が変わります。
）（成年後見制度とは
（注）（成年後見制度
成年後見制度とは）
とは）

正されました。新しい成年後見制度は、どの

援に関し平成十二年四月に民法が大きく改

様に高齢者、障害者を支援するのか自己決

定権の尊重、現有能力の活用、ノーマライゼ

的とした禁治産、準禁治産者制度と異なる

イションの三点が従来の財産の減少防止を目

ところです。

① 補助制度の新設

③ 戸籍による公示の廃止 等

② 任意後見制度の新設

※川越市シティーカレッジ法律学講座より
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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
地域再生計画とまちづく
地域再生計画とまちづく
りについて
１９９８年国の経済戦略会
議は答申である「日本経済再
生への戦略」を当時の小渕首相
に手渡した、その中に「都市再
生」という文字が登場し、後に
小泉内閣へ移り、都市再生本
部が設置された、この数年で
地域の再生に関係する制度
（都市再生、構造改革特区、
地域再生）が次々と生まれ、
私達の川越市のまちづくりに
どのように影響し、川越市は
どう考え、進むのかを一般質
問いたしました。

地域再生計画とは
地域再生計画とは
おのざわ 昨年の十二月議会で、
おのざわ
ご報告いただきました様に、鏡
山に関する事業が国の地域再生
計画として、選定されました。こ
のことは、日頃鏡山の再生に向
け業務をされている、仲市長室
長を始め中心市街地活性化推進
室の職員の皆様の努力が評価さ
れたものとして、私も高く評価
しているところであります。
さて、地域再生計画ですが、理
解を深める為にも幾つかお聞き
したいと思います。
まず、地域再生計画とはどの
ようなものなのか、その概要を
お聞きします。

市長室長 地域再生とは「国から地方へ」「官
から民へ」の構造改革の流れを強化すべく地
域が自らの知恵と工夫により、「経済の活性
化」と「地域雇用の創造」が実現できるよう、
国が権限移譲や施策の利便性向上など、国
の各種制度見直しを通じて地域の取組を支
援する制度です。
具体的な手続きとしては、まず、地域が国
に対し地域再生構想と具体的な支援措置に
ついて提案をします。国はこの提案を基に支
援措置を決定します。なお、現在開会中の
国会において、「地域再生法案」が提出され
ており、この法律案が成立いたしますと、構
造改革特区制度と同様に、地域再生制度は
法律に基づいた制度となることに加え、地域
再生に伴い発生する基盤整備に係る交付金
が制度化される見込です。
おのざわ 次に地域再生と、構造改革特区
についてお聞きします。鏡山の地域再生計
画認定の時、小泉総理大臣から直接認定書
の交付を受け、市長も同席されたと思うの
ですが、その時、あわせて構造改革特区の
認定、指定も行われたようです。地域再生
計画と構造改革特区について、その違いと共
通点について具体的にどうなのかおききし
ます。
また構造改革特区については、県内でも志
木市や秩父市などでは、積極的に取組んで
いるようです。川越市では私の知る範囲で
は、手を挙げていないようであります。なぜ
川越市では手を挙げないのか、又挙げられ
ないのかお尋ねします。
市長室長 構造改革特区制度につきまして
は、地域で実施する計画・事業に対して、法
律上規制がかけられていて実施することがで
きないという場合に、その地域を規制緩和を
導入する特定の地域（構造改革特区）として
認定し、計画・事業が実施できるようにする
というものです。規制緩和により地域経済の
活性化を図り、その成功例を示す事により、
全国的な規制改革へと波及させ、我が国全
体の経済の活性化を図ろうとするものです。

地域再生制度における国の措置は、地方
公共団体が自主的に作成した地域再生計画
の中の、地域再生に必要な事業に対して、い
ろいろな角度から、事業実施のために必要な
支援を行っていくと言うものです。「地域再
生法」が制定されますと、法に基づく支援と、
「地域再生推進のためのプログラム」に基づく
各省庁の支援策が受けられるようになりま
す。この支援の中には、交付金の交付があり
まして、財政的支援がまったく無い特区制度
との大きな違いとなります。
構造改革特区の認定につきましては、現時
点において、本市に必要とされる特例措置
（規制緩和措置）が見出せない状況にありま
して、申請を行っていないという状況にあり
ます。しかし、本市も中核市となりまして二
年が経過しようとしており、今後は、更なる
研究を進め市民の皆様からの要望、民間事
業者の意向及び他市の状況等を勘案し、認
定されている特区計画の活用や新たな構想
の提案なども含めまして、本市の特性にあっ
た構造改革特区につきまして、十分検討して
参りたいと考えております。
おのざわ もう一つ構造改革特区について、
どこの課も手を挙げないようですが、鏡山
は地域再生計画で手を挙げた訳ですし、県
内や全国の多くの市町村では活発に手を挙
げているようです。財政措置が無いから手
を挙げないのではなく、制度改革、規制緩
和の観点から積極的に手を挙げたらいかが
でしょう。鏡山の例のように積極的意欲の
ある職員は本市にもいるはずです。中核市
になって二年経とうとしています。職員の政
策形成能力の向上や、やる気のある職員を
応援し、支援する意味でも積極的な対応が
望まれますが、市長いかがでしょうか？
市長 職員を積極的に活用しようという事
だと思いますけれども、今回の鏡山酒造跡
地では、職員から公募いたしましてやる気の
ある人に集まってもらいました。なるべく入っ
た時の新しい気持ちを維持してもらって活動
してもらう必要があると考えております。そ

ういった環境をつくるのは私の責任ですから
議員の皆様のご指導をいただきながらやって
いきたいと思っております。
おのざわ 市長は、公約の中で、観光客１０
００万人を目指すとおっしゃいました。今が
４６０万人ぐらいですから、２倍以上の目標
です。とても、今のままの状態では達成しそ
うにありません。そこで、先程からお聞きし
ている、鏡山や旧織物市場、旧鶴川座その
他のまち中の資産を活用して、観光客を呼
び込むことが重要だと思います。ただ、観
光客が増えればよいというのではなく、観
光客に魅力のあるまちにすることが大事だ
と思います。それぞれの、建物も重要です
が、それらの建物を結ぶ道筋、特に裏道の
仕掛けが重要になってきていると思います。
最近の観光は都市型観光で、まちを歩きな
がら見て廻る散歩型というか、まち歩き型
の観光がはやっています。川越市の観光は、
都内から日帰りで訪れることが出来、手軽
にまちを見てまわることが出来る、まさに
こと散歩型観光だと思います。そこで、鏡山
や旧織物市場、旧鶴川座その他のまち中の
資産を活用し、また郊外の資産を発掘して、
市長の公約である観光客１０００万人獲得
のため、どのような川越市の観光戦略があ
るのか最後にお聞きします。
経済部長 市内中心部の鏡山酒造跡地や旧
川越織物市場、旧鶴川座のほか個人所有の
貴重な建物等も新たな観光資源に加わると、
観光客が街なか散歩を楽しむ誘導が出来、
従来の観光施設との連携強化により、広域
的周遊観光の推進が出来ると考えておりま
す。さらに、周辺部にも例えば国指定史跡
である「河越館跡」や伊佐沼等、観光の核と
なる資源がありますので、少なくとも一出
張所管内で一観光資源を掘り起こし、これ
らを有効活用し、ネットワーク化を図るほか、
観光舟運事業など新たな施策の展開により、
観光振興をさらに推進してまいりたいと考
えております。
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川越市政の
川越市政の

ココに注目！
新清掃
センター建設計画について
建設計画について
新清掃センター
センター建設計画
「ひげ通信」第四号の報告の中で
新清掃センター建設について現段階
でのスケジュール等をお知らせ致し
ましたところ、平成十七年度に国に
対して整備計画を提出（国の補助金
確保の為）する予定とあり、順調に
行っても施設の稼動は平成二十二年
であるとお伝えいたしました。とこ
ろが、国の補助金に対する考え方が
少し変わり、交付金制度となったと
の報告を市側より受けましたので公
開しておきたいと思います。
循環型社会形成推進交付金制度
一. 目的
廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユー
ス、リサイクル）を総合的に推進す
る為、市町村の自主性と創意工夫を
活かしながら広域的かつ総合的に廃
棄物処理、リサイクル施設の整備を
推進することにより、循環型社会の
形成を図ることを目的とする。
二. 概要
市町村が広域的な地域について作成
する〔循環型社会形成推進地域計画〕
（概ね五年）に基づき実施される事
業の費用について交付
① 循環型社会形成推進地域計画の作成
３Ｒ推進のための目標（交付金を活
用して達成すべき目標を設定）
② 交付金の交付
③ 事後評価
計画期間終了時、市町村に目標の達
成状況と事後評価を求めることとし、
その結果についてチェックし、公表。

三. 交付対象
対象地域・施設
市町村（人口五万人以上又は面積４
００ｋ㎡以上の計画対象地域を構成
する場合に限る）
、循環型社会の形成
を進める為の幅広い施設を対象
四. 交付金額の算出
交付金額は対象事業者の１／３を市
町村に一括交付、先進的なモデル施
設（高効率原燃料回収施設）につい
ては、対象事業費の１／２を交付
※ 高効率原燃料回収施設とは生ゴミか
らメタンガスを取り出すようなシス
テム
この制度によりデメリットとしては、今
までの補助金に相当する額が減額され、市
の財政に負担を掛けることは避けられま
せん。

地域二〇〇五年、春
郭町二丁目自治会館と老人憩いの
老人憩いの
郭町二丁目自治会館と

家の誕生(平成十七年三月二十五日)
郭町二丁目といえば、川越城本丸御殿や
富士見櫓跡、更に川越市博物館、美術館と
一番街と同様、川越でもとても大切な文化
財があり、観光の重要な拠点でもあります。
平成四年に自治会館を焼失してから十
三年、この間再建に向けて小林自治会長を
中心に前会長や役員さん、住民の皆様によ
って落成いたしました。おめでとうござい
ます。
特徴
飯能の西
川材（杉）や
「土に還る」
循環型の新
建材を使用
し、陽だまり
のある円形

清治丸 進水式

の交流ホールがあり、
子供や高齢者との
ふれあいと自治会室の機能を備えてい
る、
同町内の建築士さんの設計による洗
練された新しい建物。
私も会館建設にお役に立てたことを、
とても誇りに思います。
私が所属している二十一世紀の川越
を考える市民協議会の主催により、
当会
として２槽目の進水式が、
金子憲二代表
幹事及び会員、
関係者の下に行われまし
た。
当会として新河岸川を守る会のご協
力により、
平成八年より舟運調査研究を
すすめており、
川越市の舟運観光事業に
一石を投じてまいりました。

舟名 清治丸
この舟は二十一世紀の川越を考える
市民協議会の元代表幹事（故）江原清治
氏の遺志と会員総意で製作された誇り
高き舟であります。
進水式場所 氷川神社裏新河岸川

次回の議会
六月定例議会にも
是非傍聴にお越し下さい。
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。

ＴＥＬ２３２―
ＴＥＬ２３２
２３２―５７８９
ＴＥＬ２３１―
ＴＥＬ２３１
２３１―４８５０
ＦＡＸ２３３―
ＦＡＸ２３３
２３３―９３１０

市議会ワンポイント（情報公開と個人情報の保護）

情報公開制度とは、市役所が持っている情報を原則として公開する制度です。公文書等の公開や情報を
提供する事により、透明性の高い市政を実現し、市民の市政への参加を推進する事を目的としています。
市が持っている情報は、全て公開するのが原則ですが、個人情報や行政執行途中の情報など個人のプライ
バシーや公共の利益を守る為に情報の内容や性質によっては公開する事が出来ない情報もあります。
一方、個人情報の保護制度とは、市役所が持っている個人情報の適正な取り扱いと、市民が自分自身の
個人情報を見たり、訂正などを請求する権利を保障することにより、市民の人権を尊重し、保護する事を
目的としています。個人情報とは、氏名、住所、年齢、病歴などに関する情報で、ある個人を特定できる
情報は全て個人情報となります。
川越市の個人情報保護条例にも、市の実施機関の保有する個人情報の取り扱いのルールを明らかにし、
その個人情報を開示、訂正等を請求する権利を保障する事が載っています。また、個人情報は原則として
本人から直接収集し、収集した目的以外には、本人の同意が無い場合は使用できないことになっています。
インターネット社会で、情報の漏えいが大きな問題となっています。自分の情報の管理はもちろん、自
分の情報がどこにどのような形であるか、常に関心をもつ必要があると思います。

