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行 政 改 革 と６月議会

近年の行政改革の中で規制の緩和、
行政サービスへの民間経営手法の導
入、アウトソーシング（行政サービ
スの外部化）
、民営化、公共施設等へ
のＰＦＩの導入といった流れが進む
中で、平成十五年の地方自治法の改
正により「公」の施設の管理が民間
の営利法人にも開放され、従来の管
理委託制度から指定管理者制度に切
り換えられた。
今回の六月議会では、
この制度に関連した議案として、本
市で制定する条例の改正を行う為の
審議が行われた。このような制度が
新たに導入されるようになった背景
には、やはり前文で述べた行政改革
があると思います。国も大変である
が、地方公共団体も財政難、事務事
業経費や人員の削減や合併の問題も
かかえ、地方行革も迫られている情
勢であります。ところで我が川越市
は、どうであろうか、今回の「ひげ
通信」９号は指定管理者制度に関す
る議案（詳細は本文２ページ）と私
の一般質問である合併問題、川越市
の貴重な国指定史跡、河越館跡につ
いて書かせていただきました。

川越市の長期的な
長期的なビジョン
川越市の
合併問題についての私の一般質問
六月議会の私の一般質問の一項目
となる合併問題について本議会の場
で問題の提起を行いました。
川越市では現在「第三次川越市総
合計画」の策定に向けて市民の方々
の意見募集も行いながら、川越市総

合計画審議会の答申を受けようとし
ています。
そうした中で、現在「平成の大合
併」の嵐が全国の市町村に吹き荒れ
ております。新聞の片隅には毎週、
全国どこかの合併の記事が載ってお
ります。今年の３月には「市町村の
合併の特例に関する法律」いわゆる
「合併特例法」
の期限が切れました。
そして、新たに
「合併新法」な
るものが適用さ
れております。
今回の全国的な
自治体の合併は、
「アメとムチ」
と言われており
ますが、私たち
の川越も中核市
となり、いわゆ
る小規模自治体
でも無く、合併
問題となると大変難しい立場となっ
てくると私は思います。けれども周
辺の自治体はそうは行かないわけで、
また川越市も単独で存在しているわ
けではありませんので、やはり川越
といえども、将来合併の嵐に巻き込
まれてしまうことになるかも知れま
せん。私は今回の質問で合併の是非
論を問うつもりはありません。しか
し、現在、川越市自身が川越ナンバ
ーの取得に向けて近隣の自治体（レ
インボー協議会）と協力し、取得の
（７市町）

一歩手前まで来ているようでありま
す。この川越ナンバーの取得という
事業がレインボー協議会の七自治体
の関係を緊密にしたことが成果であ
ることは事実であると私は考えます。
そこで私は、本議会において川越
市を取巻く合併の議論について、川
越市として庁内で検討会とかプロジ
ェクトチームを作り研究を行ってい
るのか質問したところ、何も組織的
なものもなく検討も行っていないと
の答弁でした。そこで単純にレイン
ボー協議会の七市町でのシュミレー
ション（仮想現実）を行い、現在の
七市町の各基礎データを合計した場
合どうなるのか、又、そうした場合
の同規模の自治体はどうであるか確
認を行い、市長答弁を求めました。
その結果市長室長の答弁を参考に、
七市町を合わせた時の規模を表にま
とめ、又他の類似市との比較をして
みました。
（次ページ表１、表２）

から見える地方行革
える地方行革
表から見

表を見ると七市町のシュミレーシ
ョンでは全国的にも有数な自治体に
なることが伺えます。また行政水準
や給与、報酬など大分格差があると
感じました。特に議員数などは法定
基準を大分上回ってしまう事になり
ます。自治体も合併し大きな組織に
なればなるほど行政改革を断行して、
スリムになる努力も必要です。私達
自治体議員についても同様な事が言
えると思います。その自治体にふさ

39
367
9
8
2
25

わしい議員の定数というものは自ず
と決まってくると思います。私も議
員の定数に関しては、削減の考え方
ですが、単に定数を削減した場合、
合併前の小さな自治体からの議員の
選出が難しく、住民の民意を十分反
映できなくなるという問題が発生す
る可能性もあり、かといって合併が
発生した場合に特例の期限一杯まで
全員が議員でいるのも、市民の皆様
から見た場合に当然異論があるでし
ょう。議員の定数とは私達議員が自
ら決めなくてはならないものですか
ら、今後も川越市、又議会としても
議論をしてゆかなければなりません
ので、
問題を提起したいと思います。
５６名

市 長 に 聞 く
おのざわ 自治体を取巻く状況は、少子高
齢化の中で大変厳しいものになってくる
と思います。その中で、市町村合併の問題
は川越市も含めどんな自治体も避けて通
れないものだと思います。この問題は今年
決めて、来年実施するというわけには行か
ない問題でもあり、これからの川越市の長
期的なビジョンを考える時、川越市は我関
せずではなく、川越市の将来に悔いを残さ
ないような方向を探ることが必要だと思
います。この間の平成の大合併、全国の市
町村が三分二になってしまう現実、川越市
を取巻く状況、川越市の将来について市長
はどの様に考えるのかお聞かせ下さい。
市長 この四月から新たな合併法の特例が
出来たわけですが、川越市長と致しまして
は、来るものは拒まずという考えで、門戸
を広げて一緒にやっていこうという体制
を取っております。レインボープランの各
市長、町長さんには、
私から連絡をいたし
まして合併について
お話しておりますが
今のところお返事は
ありません。四月か
らの合併特例法で、
五年の期限付きで、
合併の際に法人格を
有した合併特例区を
つくることができ、
五年の期間は特例区
の議会の様なものが
作ることができます。
川越市としては、
レインボープランを
想定し、今後力を合
わせて発展に努力し
たいと思っており、
皆さんと共に新たな
る時代の合併に備え
たいと思っています。
（表２）
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〇地方自治法上の議員定数（七市町合計を想定）
〇～は最低から最高です。
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7市町合計
628,660
329.55
169,032,655
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314～401
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208～576
川越市
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87,771,913
2,400
343
40
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単位
人
k㎡
千円
人
千円
人
千円
千円

人口（H17.4.11現在)〔参考〕
面積
財政規模（平成15年度普通会計決算状況）
職員数（臨時職員を除く、H17.4.1現在）〔参考〕
職員の平均給料(H16.4.1現在)
議員数（条例定数）
議員報酬
首長の月額給料
手
数 住民票
料 税証明
上水道料金（1ヶ月当り、口径20立法メートル
下水道料金（1ヶ月当り、口径20立法メートル
学 小学校
校 中学校（私立4校含む）
数 高等学校
養護学校
医 病院
療 診療所
消 消防署
防 消防分署
警 警察署
察 交番
1
2
3
4
5
6
7
8

(表１)
レインボー協議会基礎データ［川越市］
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主な議決案件
六月定例議会の主な議案
（六月二日～六月二十三日）
主な議決案件

専決処分承認について 〔原案可決〕

二十件

条例全部改正について 〔原案可決〕
条例の一部改正について

〔原案可決〕

請負契約の締結について
〔原案可決〕

六件

広域連合の協議について
〔原案可決〕
道路認定、廃止について

〔原案可決〕
四件

〔原案可決〕
詳しくは議会だよりを参考に

その他、報告をふくめ

ご報告
本年六月議会より各常任委員会の配
属が変わり、小野澤康弘は、総務常
任委員会に配属させていただきまし
た。又、委員会より推薦を受け総務
常任委員会副委員長に就任すること
になりましたので、ここにご報告致
します。

総務常任委員会での私の質問
本議会での議案では、本通信１ペー
ジ目の指定管理者制度が中心の議案
でありましたので、まずは、指定管理

者制度とは何かご説明いたします。
公共施設の管理を自治体が指定し
た団体に任せる制度であり、施設の使
用許可のような行政権限まで含めた
管理権を広く民間にゆだねる為には、
これまでの様な委託、受託という契約
を基本とする法制度では不可能です。
そのため、法的な基本構造を組替え、
設置者である地方公共団体が公の施
設の公共性を確保しながら、住民サ
ービスを
向上させ
るにふさ
わしい法
人を指定
し、その
指定を受
けた法人
に使用許
可などの
行政権限
も含めて
包括的管理業務を代行させる制度を
導入しました。
• 庁内での各部署、所管等の協議
時間の経過とその量
• 条例改正にあたり、公共性を担
保する為の共通の管理基準の認
識と、取り扱いについて
今後の課題
私が思う今後の
今回の議案については、条例の一部
改正という事で原案可決いたしました
が、今回の条例の一部改正では、平成
十八年三月三十一日までは従来の管
理委託者で取り扱うとしています。し
かし、今後の指定管理者の指定につい
ては、住民サービスの向上のためにも、
公正、透明な手続きが求められます。
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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
史跡河越館跡及
史跡河越館跡及び
び
周辺整備について
周辺整備について
今回の二項目めの一般質問
では、国指定というたいへん価
値があり、川越発祥の地とい
われている河越館跡の質問を
行いました。この史跡とは、国
が八十％の補助金により推進
している事業でありますが、ま
さに今年ＮＨＫ大河ドラマ「義
経」とたいへん所縁があり、本
議会でも多数の議員さんが質
問もされているとても重要な
拠点であります。私はこの大
切な川越の資産である文化財
は、川越市にとって今後どのよ
うな役割をはたし、地域にと
ってどれだけ重要性を含んで
いるか、又将来の子供達の事
も含め、今後の文化財のあり
方について質問しました。

整備計画の予定
整備計画の
おのざわ 現在整備計画中の河
越館跡の歴史的な認識、評価及
び価値についてどう考えるか、又
今後の予定をお聞きします。
生涯学習部長 河越館跡は、平
安時代の末に始まります。河越
氏は南北朝時代に時の鎌倉公方
に敗れるまで関東において大きな
勢力を誇っておりました。戦国時
代になると上杉氏の陣所となる

など歴史的に貴重な場所であると共に川越
という地名の発祥の地でもあり、川越市民の
郷土意識にとっても、特に貴重な場所という
認識を持っています。
今後は、最も発掘の調査結果が上がってい
る上戸小学校西側を第一期整備として整備
し、平成十九年度から整備工事に着手しま
して、平成二十一年度までには、供用開始を
目指しております。

地域核としての重要性
地域核としての
としての重要性を
重要性を問う
おのざわ 現在東武東上線霞ヶ関駅北口整
備計画が順調に進んでおります。私は市長
がかかげた観光行政の事を考えると、霞ヶ
関駅北口から河越館跡や日枝神社を通り、
入間川を渡り、今成、又石原町の観音寺の
ささら獅子舞など、そして元町、一番街と
意外と周遊性のあるコースであると私は考
えますが、教育委員会を始め経済部、まち
づくり部、市長室各所の評価はどう認識し
ているかお答え下さい。
生涯学習部長 平成十二年に市立博物館で
「川越市と河越館跡」と銘打って展示および
講 演会を行 ってお り、今 年も六月十 一日
（土）に博物館を会場として開催しておりま
す。調査につきましては、発掘の最中に現地
で説明会を開催させていただいており、又案
内板については、暫定的な措置として史跡内
に説明板を設置させていただいております。
教育長 生涯学習の対象として考えた場合、
河越館跡は様々な活用の仕方があると存じ
ます。学校教育では歴史、自然教育について、
又、校外学習や、総合的な学習の時間の中
で多様な方法で活用できると存じます。市
民の皆様にとっても郷土史研究の材料として
だけではなく、各種団体の活動の場として活
用していただけるものと存じます。生涯学習
の対象として考えた場合、教育委員会の内
部だけではなく関係各課と連携しながら活
用方法の検討をし、有益な史跡公園となり
うるものと考えております。
経済部長 現在、川越市を訪れる観光客の

多くは、市内中心部を中心に訪れている状
況でございます。この様な状況から市内の観
光事業の課題のひとつとして市内観光の広域
化、観光資源のネットワーク化の推進がござ
います。この様な考えの中、国指定でありま
す河越館
跡は、貴重
な歴史的
文化遺産
として、又、
現在放映
中でござい
ま す 、 ＮＨ
Ｋ大河ドラ
マ「義経」の
正室の古
里として本
市西部地
域の核と
なる貴重
な観光資
源であると
認識して
おり、積極
的に活用
すべきであ
ると認識
しておりま
す。
まちづくり部長 まちづくりの視点から見
まちづくり部長
ますと、霞ヶ関駅北口開設により、今後発
展していく事が予想されます。又都市マスタ
ープランの中でも、入間川左岸の霞ヶ関生活
圏の地域核との位置付けがされておりまし
て、この様な中で、河越館跡は地域の歴史や
文化を知らしめる重要な史跡と認識してい
るところでございます。館跡が整備されます
事は、まちづくりの視点からも、地域の核と
なる重要な事業となると考えております。
市長室長 本市の将来都市構想につきまして
は、歴史的文化遺産と近代的な都市機能が
集積されている中心市街地を都心核に、さ

らに交通条件等によって地域生活の中心と
して構成される地域を地域核としてこれら
をネットワーク化して、都市の骨格を構築し
ようとするものでございます。史跡河越館跡
は、市の西部地域に位置する貴重な歴史的
文化遺産であることから、市の中央部との連
携を図る事により、一層魅力ある都市空間
を形成して行くことが出来、さらに観光振
興など地域再生を図る上でも貴重な資源と
なりうるものと認識しているところです。

市民にわかりやすい公園
市民にわかりやすい
にわかりやすい公園

と子供達

おのざわ お話を聞いて河越館跡の重要性
を再認識いたしました。私はこの重要な河
越館跡につきまして、市民に分かりやすく、
復元的な整備を行うことができないか。又、
川越発祥の地ということで、ここぞ川越の原
点といった周知ができないか。さらに、隣接
地が上戸小学校なので子供達に郷土の大切
さや誇りを育むためにも、小学校西側門に
つづく通学路に利用出来るようにするなど、
小学校との一体的な整備は出来ないか。最
後に、各部長からこの地域の重要性は言う
までもないと御答弁いただきました。そこで
今後どんどん増加していく川越市の文化財
の活用の重要性、又庁内の連携の取組につ
いて、どのような所感をお持ちなのか市長
の御答弁をいただきたい。
市長 指定が増え文化財の数が多くなっ
ております。現在約２２０件といわれてい
ますので、これを有効に活用したり、保存
しなければならないのでございます。これ
は、教育委員会、観光、まちづくり等々に
全部関係いたします。従いまして市役所で
横にいくつか関連するところが出てきま
すので、庁内におきましては、これを良く
連絡致しまして今後の文化財の活用に努
力していきたいと思っております。あとは
皆さんに良くご協力いただきたいと思っ
ております。
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川越市政の
川越市政の

ココに注目！
市斎場
市斎場（
（火葬場
火葬場）
）について
新清掃センター建設計画について
は国の制度の変更等は前回の「ひげ
通信」８号でお伝えしましたが、今
回は市民にとって、かなり以前から
課題となってきている火葬場問題に
ついて市側からの報告を含めて考え
てみたいと思います。
《現在の川越市斎場の概要》
所在地 川越市旭町一丁目二十番地九
土地面積
６２０５．１２㎡
(１８７７坪)
建物面積
一階４０８．３８㎡
二階３３０．２０㎡
《施設の規模》
炉数
五基
収骨室
一室
待合室 五室
冷却室
一室
駐車場 六十台
《現状の火葬能力の対応》
一日当り九件（火葬炉を最大限活用時に
十二件／日まで可能、但し、
業務改善の必要あり）

斎場（火葬場）新築の必要性
１．将来の死亡者数の予測
本市の平成十五年度の死亡者数は、２，
０８９人でありましたが、今後の高齢化社
会を迎えることを考慮にいれ死亡者数の
予測をしてみますと、平成二十七年度（十
年後）には約３，１００人と予想され、し
ばらくは増加をつづけるものと思われま
す。
２．将来の火葬件数の予測
本市の将来火葬件数の予測と致しまし
ては、将来の死亡者予測と相まって増加す
ると思われ、火葬件数と死亡者数を同数と
致しますと、平成二十七年度で約３，１０

０件、平成三十七年度では、約３，８００
件と予測されます。
３．今後の対応と
方向性
前述のように、
火葬件数を予測す
ることは大変難し
いことではありま
すが、現状の火葬
件数は１日当り９
件であり、このま
まですと平成二十
一年度には限界に
達すると予測され
ます。
（川越市斎場整
備研究会より）

私、小野澤も
同協会支部の
行政政策委員
として川越市
に積極的に申
し入れをした
ところ、川越市
防災課をはじ
め、舟橋市長の
安全・安心対策
を始め、災害時
における市民
を守る意気込
みが強く感じ
られました。

平成十七年七月一日 川越市役所にて
災害時における民間賃貸借住宅の提供支援に
関する協定を締結
川越市と社団法人埼玉県宅地建物取引業協
会、埼玉西部支部とは川越市内において災害
対策基本法に規定する災害が発生した場合、
民間賃貸借住宅の提供支援に関しての協定を
締結いたしました。

平成17年度 平成21年度 平成27年度
年度
327,654
327,654
327,654
基準人口（人）
102.30
103.34
104.00
増加率（％）
335,190
338,598
340,760
人口（人）
0.87
0.96
1.09
死亡率（国）（％）
0.70
0.79
0.92
死亡率（市）（％）
年間
2,346
2,675
3,135
火葬件数
一日平均
7.77
8.86
10.38
3.88
4.43
5.19
必要炉
備考
※１
※１ 現状の火葬件数（９件）で限界年

新清掃センター建設工事の
プラント機種はどうなるのか

ゴミ処理方式の比較

平成十七年六月二十一日会派におい
て川越市の重要課題である新清掃セン
ターに関する機種の特徴や、処理方式に
ついて勉強会と合わせて講義・研修を行
いました。この問題について議員経験の
豊富な方や新人議員含めて活発な議論
を行いました。
小野澤康弘は今年度より会派の政務
調査部部会長に任命されましたので、副
部会長の関口勇議員と共に、今回の勉強
会の企画をいたしました。今後は更に研
修会を重ねていきたいと思います。

・
・

・
・

・

高温ガス化
溶融
低温ガス化
高温燃焼溶
融
低温ガス化
高温改質回
収溶融

《ガス化溶融方式》

ストーカ炉
＋灰溶融
流動床炉＋
灰溶融

《従来方式（焼却＋灰溶融）
》

次回の議会
九月定例議会にも
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（レインボー協議会―正式名称：埼玉圏川越都市圏まちづくり協議会）

埼玉圏川越都市圏まちづくり協議会は、埼玉県南西部に位置し、古来より歴史・文化のつながりを持ち
ながら発展してきた川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町の４市３町で構成さ
れています。近年、交通網の整備等を背景とした日常生活圏の拡大や、ライフスタイル、価値観の多様化
が進み、住民の広域的行政ニーズが増大しており、これに対応した広域行政の推進が必要となっておりま
す。当協議会は、各市町がそれぞれに進めている地域特性を生かしたまちづくりを広域的視点からとらえ
直し、お互いに連携・協力しながら都市圏として発展して行くことを目指しております。今後、都市圏内
に残された自然、歴史、文化を保全・活用しつつ、質の高い生活環境を創造し、幅広い交流やふれあいを
通じて、人や環境に優しい、心あたたかな都市圏づくりを進めてまいります。
埼玉圏川越都市圏まちづくり協議会は、平成８年３月に基本構想・基本計画として「レインボープラン」
を策定しました。本構想・計画では「豊かな自然の中で新たな交流を生み出す自立文化都市圏」を将来像
とし、構成する市町がお互いに連携しながら具体的なまちづくりの進め方を示しました。レインボー（虹）
は、７市町が一体となって都市圏づくりを目指すもので、７つの光の帯が未来への架け橋になることを意
味しています。

