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川越市議会議員

三月議会報告

２１年度

暫定予算
川合新市長になって、予算議会とも
言われる３月議会が３月２５日に閉会し、
市長より提案された平成２１年度一般会
計予算をはじめとして、川越市個人情報
保護条例の一部を改正する条例を定める
と共に４０議案を審議した。
新年度予算は暫定予算といいながら、
財政調整基金や職員退職金積み立て基
金を取り崩して、前年度当初予算比で
2.2％増となる総額１千２３億円と言
う大きな予算規模となったが、民主党
としては、当初予算で、これだけ大き
な予算措置が必要であったか少々疑問
に思うと共に、６月補正で、川合市長
の政策（肉付け予算）の為の予算がど
のくらい組めるのか心配になった。

人件費
団塊の世代の職員の大量退職に伴う
退職手当の増が見込まれることから前
年度当初予算比２.７％増
扶助費
生活保護費等の増が見込まれること
から前年度当初予算比８.６％増
公債費
総務債、土木債等の償還金の減が見
込まれ３.８％の減
普通建設事業費
新清掃センター建設・なぐわし公園
整備等前年度当初予算比２.８％増
繰出金
介護保険事業特別会計への繰出金増が
見込まれ前年度当初予算比０.７％増
歳出予算の性質別構成割合
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扶助費
16%

普通建設
事業費
19%

川合市長の市政方針と質疑
民主党議員団としては先の川越市長選では川合市長を支持いたしました。
しかし、今後は市政の執行側と議会人として、それぞれの立場に於いて、市政運
営に全力を尽くして行きたいと考えます。

市政運営の基本姿勢
川合市長は『改革・公平・公正の三
点を市政運営の基本姿勢に、行政改革
と都市基盤整備等を推進していきた
い』と述べた。また、大きく次の事業
を推進していきたいとも述べた。
①．中心市街地の交通渋滞の解消
②．幼稚園の就園奨励費の増額と保
育園待機児童の減少
③．雇用創出センター設置
④．新斎場建設
⑤.小学生・後期高齢者の医療費無
料化の段階的実施
⑥ .中・高一貫校設置
⑦ .市長の報酬・退職金削減 等

山木綾子の質疑
山木綾子議員は民主党市議団を代表
して次の項目について質疑した。
１． 女性に対する政策について
①. 地域での子育て支援と安心して
子どもを産み育てられる社会の実
現に努めるとの見解について（保
健・医療・福祉）
②. 管理職に女性職員の登用と各委
員会の女性委員比率のクオター制
を目指すとあるがどう取り組むの
か（しくみづくり）
③. ドメスティクバイオレンスの防
止に向けた取り組みについてどの
ように考えるのか。
２．保健・医療について、近年、心の
健康に関する問題が多く生じてき
ているが、どのような対策を考え
ているのか。

３．文化・スポーツを市長の下で振興
したいとあるがどのようなことか。
市長部局に文化・スポーツ事業を
移管すると教育委員会も大きく変
化する事になる。この場合教育委
員会は学校教育に特化してしまう
ということになるのか。

４．下水道使用料の見直しについては、
昨年下水道料金等審議会から答申
がなされているが、この内容を具
体化し値上げするつもりなのか。
５．農業振興を図るためにも、学校給
食において地産地消を具体的な数
値目標を持って進めて欲しいと考
えているが、このことに対しての
考えはあるのか。
６．市は様々な事業絵を進める上で自
治会やＮＰＯと共に事業する事が
多いが、自治会と比べてＮＰＯは
まだ歴史が浅いため、しっかりと
支援を行って欲しいと考える。
７．今回の当初予算は骨格予算である
と聞いているが、基金の取り崩し
による財源の確保が行なわれてお
り、新たな施策を展開していくこ
とは、難しいのではないか。

山木綾子の一般質問
【これからの川越市教育委員会のありかたについて！！】
【質問】
川合市長の市政方針の中で「文化やス
ポーツを更に振興するために関係機関と
も協議しながら市長のもとでこれからの
施策を一層推進してまいります」
とありますが、教育委員会の所管事務
の一部を市長部局に移管できる根拠と
景について伺いたい。

【教育総務部長答弁】
平成２０年４月の教育基本法の改正
によって、教育における地方分権の一
環として、条例で定める所により地方
公共団体の長は、文化に関すること、
スポーツに関すること（学校における
体育に関すること除く）を管理し、執
行することができる事となった。

直しのため全庁的な専門組織を早急に
設置し、全部署への調査や他の中核市、
県内市など総合的な検討を行っていき、
スケジュール管理を徹底するなど、効
果的かつ集中的な審議検討体制を整備
し、十分な審議検討を行っていきたい。

【質問】
教育委員会の事務の多くが市長部局
に移管された場合、教育委員会は学校
教育に特化されていくのか。

【教育総務部長】
文化・スポーツ等の教育委員会の事
務の多くが市長部局に移管された結果、
教育委員会が、児童生徒の学校教育に
特化すると考えられる。

【質問】

【質問】

市長は文化スポーツ部を市長部局に
試行中の高階市民センターは、公民
新設すると掲げているが、いつまでに
館と関連が深いが、新たな組織の中で、 どの程度の内容で、改正する予定なの
市民センターは、どのような位置づけ
か所見を伺いたい。
となるのか。
【市長答弁】
【総合政策部長答弁】
平成２２年４月から文化とスポーツ
を所管する部を市長部局に新設する予
平成21年度に新組織を検討する場合
定。その内容は、
には、教育委員会が所管する公民館事
・文化財保護以外の文化に関する事務
務も移管するか否かの検討の対象とな
・スポーツに関する事務
りますので、その過程で市民センター
・学校教育・社会教育に関する物以外
の在り方も十分に議論していき、適切
の生涯学習支援に関する事務
な組織上の位地づけと、施行中の課題
など、移管する範囲を関係機関と十分
や問題点の解決を図って行きたい。
に検討して、教育委員会から移管する
【質問】
市長が表明しているように、新組織を 事務と市長部局の所掌事務のうちで文
平成22年度から施行すると、過去の組織 化、スポーツに関する事務を統合し、
改正の例から言えば、平成２１年１２月 文化・スポーツ部の範囲を決定してい
定例会に改正議案を上程することになる きたい。
が、検討期間が短すぎるのではないか。

【総合政策部長答弁】
通常の大規模な組織改正と同様に、見

時間の無い中での機構改革に、公民館を乗せ
るということは大きな冒険のように思われて
ならない。

【元市職員による業務上横領事件について！！】
財団法人川越市青少年健全育成協会
の事務を担当していた元川越市職員が
起こした業務上横領事件の報告がなさ
れた。
私自身当時は、百条委員会の委員と
して真相の究明にあたったが、当時は
関係書類が川越警察に応酬されていた
こともあって詳細な書類の突合せ等が
できなかった。その後川越警察から関
係書類が戻されたことにより、今回の
報告となった。そこで何点か伺いたい。

【質問】
有識者による「財団法人川越市青少
年健全育成協会業務上横領事件に係わ
る使途不明金調査委員会」を立ち上げ
調査したと聞くが、その経過について
伺いたい。

【市民部長答弁】
調査の結果明らかになった使途不明金の
総額５,５６３万２,７５５円から、既に示
談を結んでいる示談金２,１００万を差し
引いた残りの金額３,４６３万２,７５５円
を新たな協会の損害金として、元市職
員に対して全額を損害賠償請求してい

その２

く決議が、理事会でなされた。

【質問】
市民への報告については、どのよう
に考えているのか。

【市民部長答弁】
市としては、当該損害賠償請求の結
果が確定し、その内容が協会から、市
へ報告がなされた段階で、改めて市民
の皆さまに報告していきたい。

【質問】
川合市長は、当該事件について、前
市長から引継ぎをされたか。

【市長答弁】
本件につきましては、前市長からそ
の概要並びに経過等につきましては引
継ぎを受けております。
先ほど、市民部長が、当該損害賠償
請求の結果が確定し、その内容が協会
から、市へ報告がなされた段階で市民
の皆様へ報告と答弁いたしましたが、
この事は市民の皆さまの関心もとても
深い事でもありますので、３月２５日
の広報で報告をしていきたい。

バスで行く美術館の旅 シリーズ第４弾

県立山梨美術館＆

影絵の森美術館
【日
時】 ５月２６日
【集合場所】 ①山木事務所 午前７時３０分
②川越駅西口 午前８時
どちらも集合・出発
【参 加 費】 お一人様 ６,０００円
【定
員】 ４０名（先着順）
【申込み締切】５月１７日（土）
（定員になり次第締め切ります）
【申込み先】 TEL・FAX 242-3543（山木）
TEL・FAX 245-6172（吉田）
山木携帯 090-8591-100２

アフリカへ毛布を送る運動
【受付期間】５月３１日（日）
【連 絡 先】栗 原 常 匡
携帯 090-1461-1185
アフリカに毛布をおくる運動川越支部

