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～議会での議論が市民の生活を左右する～ 

当会は、２００９年６月に活動を開始した市民団体です。

“みんなで創ろう身近な川口市議会”をキーワードとした活

動です。 毎月第３金曜日の１８時から「かわぐち市民パー

トナーステーション」で月例会を開催しています。  

 <オブザーバー参加大歓迎> 
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「議会基本条例を考える会」 

「ご寄付のお願い」 
当誌の発行は、会費＆ご寄付にて行ってお
ります。皆様のご協力をお願い致します。 
  

●ゆうちょ銀行 019店   当座0634053 
●三井住友銀行 川口支店 普通4301711 
名義：いづれも｢議会基本条例を考える会｣ 

埼玉県内４０市の中で、唯一「議会だより」
を発刊していないのが川口市議会です。 

 平成２６年１１月１４日に開催された第２４回
までの間、委員長も板橋（智）→宇田川→吉田→
稲川（何れも自民）と交代しました。 
 各会派（議会事務局を含む）から出された検討
事項を、順次審議する中で常任委員会の時差開催
や一般質問回数制限の撤廃等の成果も上がってい
ますが、「議会の憲法」とも言われる「議会基本
条例」制定については、殆ど議論が進捗していま
せん。 
「議会報（議会だより）の発行」については、第
一（自民）、第二（公明）会派が現状通り（市役
所から出している〝広報かわぐち”で知らせる）
で良いとの考えです。 
 今年の１１月頃から市議会ホームページがリ
ニューアルされ見易い形に改善される予定です 
が、紙媒体でしか情報を得ることが出来ない市民
も一定数存在するので議会独自の議会報を発行す
べきとの意見（川口新風、共産）もあります。 
 

■議会報（議会だより）の役割 
 市民と議会の意思交流を図る（パイプ役）と共
に、議会の機能をより一層発揮させ、議会活動に
市民の理解と関心を得ることです。 
 一般的には、毎定例会（年４回）終了後に発行
され、全世帯に配布（町会経由、新聞折込など）
されます。 
 個々の議員や会派が発行する「市政レポート」
とは違い、議会として発行します。 
 

■「議会だより」各会派の考え 
自民：各議員が市政レポート等を発行しており、
また、広報かわぐちのページ数を増やすことにつ
いては速達性の問題があると考え、現状のままで
よい。 
公明：政務活動費で広報費が支給されるので、こ 
 

れを有効に使い市政報告を積極的に発信していく
という意味で、各議員の広報活動に任せるべきで
ある。議会報として統一してということになると
作成にかかる負担、紙面のレイアウトの問題等も
出てくるので、先ずは政務活動費を活かして、と
いう考えである。 
川口新風：議会として、一定の広報はすべきであ
る。ホームページの活用も大事であるが、そこに
アクセスできない人もそれなりの数がおり、紙媒
体で発行する意味はあると考える。私どもの会派
としては、あくまで単独の議会報を発行すべきと
いう考えであるが、広報かわぐちに折り込みで議
会側がページを作るということにしてはどうか。 
現在の広報は市役所側で作成したものになってい
るので、まとめる苦労は確かに大きいと思うが、
議会としての広報を発行する方向で議論していき
たい。 
共産：議会報は、議会の責任として発行すべきと
いう考えである。広報かわぐちは、市政全般の情
報を発信するものであり、仮にページ数を増やす
にしても、それによって他の記事を入れられなく
なるようなことになるのであれば、議会報は単独
で発行するという方向性で考えていくべきであ 
る。 

                                                                      
             ３年半前、議会改革を進める「議会改革推進委員会」が議会運営委員会 

            の下部組織として発足しました。当会ではこの委員会を傍聴、情報公開請 

            求にて会議録も入手会議内容を確認しています。この会議録は委員長及び 

            事務局以外の発言者名はマスキングされて不明なので会派名を追記して              

            （傍聴時に発言者をチェック）当会のホームページ上で公開しています。 

≪ご存じですか？議会改革推進委員会≫ 

有利子負債額 1,161億円 
 
貸付 埼玉県  160億円 
   川口市   65億円 
 さいたま市   16億円 

 
<＊Ｈ26.3.末現在>  

事業再生ＡＤRの申請へ！ 
<債務の減免などの調整をする「私的整理」の手法> 

 

1）第三セクター等改革推進債（通称 三セク債）を起債 
<規模 300～400億円> 

＊民間負債が、自治体の債務になる 
 

  2）貸付の内200億円を株式に振替（ＤＥＳ） 
        ＊事実上の公的負担 

■ 市の基本方針  
吉田英司議員：抜本的な経営健全化での市長の 
見解は 
市長：県・沿線市においてＨ21年度に経営改革  
プランを作成し、Ｈ31年度に於いて経営損益黒
字化を目標に財政支援を行ってきました。 
 しかし、リーマンショックや東日本大震災等の
予測できない環境の変化の影響もあり、輸送人員
が予定程には伸びず、目標達成が極めて困難と判
断しました。 
 また、今年地方財政法が改正され、第三セク
ター等改革推進債の活用がＨ28年度まで可能と
なったことから、経営健全化のため、また本市の
将来における財政の健全な運営に資するため、今
後、この三セク債を活用するなど必要な措置を講
じます。川口市民のみならず、埼玉県民にとって
も欠くことが出来ない、大切な公共交通機関とし
て、埼玉高速鉄道を存続させることは、私の重要
な使命と考えます。 
 

■ 三セク債の活用 
木岡崇議員：三セク債の効果について 
川口市：建設費の多くを占めている有償資金の一
部である、民間金融機関等からの借入金について、
三セク債を活用して市として損失補償を行い、債

務を圧縮します。これにより経常損益の黒字化が
早急に達成されることが見込まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
木岡崇議員：三セク債の活用による財政健全化の
効果を運賃引き下げによって市民に還元を 
川口市：これまでの借入金の一部について、市と
して損失補てんを行います。今回の抜本的な経営
健全化について、債権者や株主の協力のもとに財
政上の支援が得られ、今後、経営状態が好転した
暁には、運賃値下げについて検討するよう働きか
けます。 
 

※三セク債：正式には「第三セクター等改革推進債」と
呼ばれ、経営が著しく悪化した公営企業や第三セクターな
どについて、それを廃止・清算する際に、国が地方自治体
（都道府県・市区町村）に発行を認める地方債のことをい
う。これは、多額の負債を早期に処理し、地方財政の健全
化を進めるのが狙いであり、地方公共団体の将来における
財政の健全な運営に資すると認められる場合に発行が認め
られる。 

どうなる！埼玉高速鉄道(ＳＲ） 
 埼玉高速鉄道は、輸送人員が計画を下回り、経
営が行き詰まったため自立再建を断念する方針を
表明しました。   
 当市を含め埼玉県、さいたま市が出資する第三
セクターの埼玉高速鉄道は、年内に私的整理手法

の一つである事業再生ADR（裁判外紛争解決）
を申請する事にし、県や市からの借入金を株式に
振り替えるDESも検討するなど、有利子負債を
圧縮し、早期の経営再建を図るとしています。   
 以下は、議会での質疑の概要となります。       

議会改革 
推進委員会 



 
  
 
●議員の一般質問者 
(平成26年9月議会) 
   吉田 英司（自民党） 
 芝崎 正太（公明党） 
 岩井 定一（川口新風会） 
 金子 信男（共産党） 
 石橋 俊伸（公明党） 
 谷川 恵子（市政クラブ） 
 関  裕通（自民党） 
 小林  宏（川口新風会） 
 木岡  崇（川口新風会） 
 柳田つとむ（自民党） 
 福田 洋子（公明党） 
 松本 幸恵（共産党） 
 

 今井 初枝（共産党） 
 榊原 秀忠（自民党） 
 富沢 太志（無所属） 
    

●発言通告概要 
 産業振興     3件 
 ３大プロジェクト 5件 

 インフラ整備   1件 

 子育て      9件 

 施設・整備    7件 

 防災・災害      11件 

 環境       6件 

 文化        １件 

 教育       9件 

 福祉      １0件 

 政治・行政    31件 

  

 

 
●平成26年12月議会日程 
※ 変更になる可能性があります。 

 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 

■粘り強く取組む 
吉田英司議員：市の見解と取組みについて 

市長：湘南新宿ラインの川口駅停車は、混雑緩和

による安全性の確保、路線分散化による代替性の

確保、都心・副都心へのアクセス向上など様々な

効果が期待されることから、公約の一つとして取

組んでおります。今月末のＪＲ東日本の常務取締

役等にお会いできる機会に、私自ら強く要望して

参ります。本件につきましては、川口市民の悲願

でもありますので、今後も粘り強く取組んでまい

ります。 

吉田英司議員：川口駅始発の実現可能性について 

川口市：川口駅より始発電車を運行させるために

は、折り返しに必要な車両の待機場所と設備を新

たに設ける必要があります。 

 ＪＲ東日本からは「現在、南浦和駅、赤羽駅お

よび東十条駅において既に始発電車を運行してい

ることから、新たに設備を設けて川口駅から始発

電車を運行させることは考えていない」と伺って

います。本件については今後、ＪＲ東日本へ要望

してゆきたいと考えております。 

■高崎線・宇都宮線について 
吉田英司議員：高崎線・宇都宮線のホーム新設は

可能か 

川口市：ホームのスペースを確保するためには、

既存の線路を更に西側に移動させる必要があり、

ペデストリアンデッキなど市が所有する施設への

影響も大きく、工事には多額な費用及び期間を要

することが想定されるなど課題も多い事から、現

時点で高崎線・宇都宮線のホームの新設は困難と

伺っております。 

開  会 11月28日(金) 

一般質問 
12月 8日(月) 
     ～11日(木) 

常任委員会 
福祉環境・経済
文教 

12月15日(月) 

常任委員会 
総務・建設 

12月16日(火) 

閉  会 12月19日(金) 

■初期投資・維持管理費を見据える  

岩井定一議員：市長として、新市庁舎に求める

のもとして何を重要視するのか、何を優先順位

とするか。 

市長：新庁舎建設基本構想・基本計画審議会へ

の諮問に際しては、建設費が高騰している事や、

きびしい財政運営の中での庁舎建設であること

を踏まえ、初期投資に加え、維持管理費や、将

来像をも見据えた新庁舎となるよう審議をお願

いした。 

木岡崇議員：鳩ケ谷庁舎を最大限利活用すべき

と思うが。  

行政：有効活用すべきで、審議会で検討して貰

う。  

木岡崇議員：建設総額の上限を設けないと議論

の中で膨らんだ場合後戻りし難くなるが。  

行政：コスト削減に努めるが、床面積が決まら

ないと上限設定は出来ない。  

木岡崇議員：計画を見直す勇気も必要で、選択

肢としてあっても良いのではないか。  

行政：現庁舎が耐震基準を満たしておらず一日

も早く建替えが必要です。  

柳田つとむ議員：建設費の上限額について    

行政：床面積が決まった後、コスト削減に努力

する。 

≪財源面からの質疑 
    が中心となった≫ 

■子育て・保育環境の整備は 

       市長の重要施策のひとつ 

 子育て支援などに関する小林宏議員の質問に対

し、市長は『子育て・保育環境の充実は、政策宣

言30で掲げた重要政策のひとつであり、…（中

略）…安心して子育てを行うことができる街づく

りの実現は、喫緊の課題であると認識しておりま

す』と答弁し、現在の福祉部から独立して、子育

て等を専門とする新しい部の立ち上げを検討して

いることが表明されました。 

■H29年度中の待機児童の解消を目指す 

小林宏議員：待機児童数の解消は 

川口市：保育所施設等の整備促進を図る補助事業 

として、国の待機児童加速化プランを活用してい 

るところです。また施設整備については今年度末

までに作成する、子ども・子育て支援新制度の事

業計画に基づき、進めてまいる予定です。これら

を合わせて、H29年度中の解消を目指したい。 

■保育料の見直し 

小林宏議員：保育所利用者負担の変更点について 

川口市：国は新制度への移行にあたり、利用者負

担の算定基礎を現在の所得税額から、市民税の所

得割課税額に変更する予定。国からあらたに示さ

れる基準に基づき、(保育料の)階層区分の細分化

を含め、見直しを検討しているところです。 

松本幸恵議員：保育料の見直しについて 

川口市：財政状況を勘案しながら、例えば国の 

 

 

基準よりも減額すること等により、負担軽減をで

きるだけ図るとともに応能負担を基本とし、階層

区分の細分化を検討しています。 

松本幸恵議員：階層区分を細分化した結果、むし

ろ保育料の負担が増える階層が多くならないのか。 

川口市：保育所利用者をはじめ、全市的な子育て

世代の負担の公平性等を考慮してまいりたい。 

■病児・病後児保育、延長保育について 

谷川恵子議員：病児・病後児保育について 

川口市：定員は2施設で10人。また、緊急サ

ポートセンター事業(NPO法人に委託)で、緊急時

の一時預かり、宿泊を伴う預かり等、住民参加に

よる有償の相互援助活動を実施しているところで

す。ニーズ調査を踏まえ、病児・病後児保育事業

に加え、緊急サポートセンター事業を子ども・子

育て支援新制度の事業計画に盛り込んでまいりた

い。なお、病児・病後児保育施設の設置は医療機

関との連携や看護師などの人員配置等の実施要件

があり、引き続き医師会へ協力を要請してまいり

たい。 

谷川恵子議員：延長保育について 

川口市：認可保育所においては、保護者の勤務状 

況に可能な限り対応するため、既に時間外保育や 

延長保育を実施しているところです。新規保育所

の整備でも、時間外保育や延長保育の実施につい

て事業者と協議を進めてまいりたい。 

                                                                      

 子ども・子育て支援新制度の来年4月開始を控え、関連条例等の審
議が行われました。今議会での子育て支援に関する一般質問は、以
下の通りです。 

≪川口市の子育て支援はどうなるの？≫ 

≪湘南新宿ラインの川口駅停車実現に向けて≫ 

どうなる！ＪＲ湘南新宿ライン 
川口駅停車 

新庁舎建設 

子育て！   市内最大の足となる、JR
川口駅の、湘南新宿ライン
停車、及び高崎線・宇都宮
線のホーム新設の両件につ
いての質疑が行われました。 

 厳しい予算の中、新庁舎建設
の予算を中心に、3名の議員よ
り市の対応について質疑が行わ
れました。 


