間もなく市会議員 ２年目!!

あなたは

初心を忘れず、これまでと変わらず
「顔の見える活動」を続けてまいります。

前号までに
お届けした
枚数です。

９ ３ １ ０ １ 番目の読者です。

和光市議会 ３月定例会 報告 「平成 20 年度予算」 編
３月議会は 2 月 20 日に市長の「平成 20 年度 施政方針演説」で始まり、来年度予算案等
３３議案 全ての審議・討論・採決を終えて、3 月 17 日に閉会しました。
議会での審議の結果、

しました。
【歳入】【歳出】ともに

前年度比 4 億 4,300 万円（2％）UP

を見ると、税金が何に使われるか？が

細かく事業単位で見た場合、
より計画性をもって進めてほしい事業
（例：小中学校の改修工事計画など）
費用対効果の再検証をしてほしい事業
（例：地域センターの整備計画など）
はあります。こうした事業については委員会
や議場で質疑を行い、事業の必要性を再確認
しました。このような過程を経て、私は今回
の予算案に「賛成」しました。

わかります。「土木費」では区画整理事業が、
「教育費」では
小中学校の大規模改修などが大きな割合を占めています。
その他

議会費
2 億 2,600 万円
（1％）

3,300 万（0.003％）

公債費
14 億 8,300 万円
（7％）

教育費
38 億 6,000 万円
（18％）

総務費
31 億 500 万円
（14％）

消防費
13 億 7,800 万円
（6％）

民生費
72 億 1,000 万円

土木費
33 億 4,400 万円
（15％）

（33％）
衛生費
12 億 6,500 万円
（6％）

※100 万円単位で表示。

商工費
8,000 万（0.003％）
農林水産費
4,800 万 （0.002％）

労働費
8,200 万円（0.003％）

地図で見る和光市の行政
から
地域包括支援センターの
地域包括支援センターの
委託先変更
委託先変更
支援センター運営委託費
支援センター運営委託費
1,500万円/１ヶ所
1,500万円/１ヶ所（※金額は昨年同額）
（※金額は昨年同額）
北地域包括センターの委託先
北地域包括センターの委託先
が、新倉高齢者福祉センターを
が、新倉高齢者福祉センターを
委託管理している「㈱日本生科
委託管理している「㈱日本生科
学研究所」へ変更になります。
学研究所」へ変更になります。
これに伴い、支援センターの
これに伴い、支援センターの
場所も新倉小学校バス停近くに
場所も新倉小学校バス停近くに
移転します。
移転します。
---------------------------------------------------------

～20 年度予算で動き出す新たな施策～
私の所属する文教厚生委員会では
高齢者、障がい者、保育、教育などの
予算を審議しました。
平成 20 年度の新規事業について
委員会での【井上の質問】と【市役所
答弁】も交えてご報告します。

市民団体（古民家愛好会）に
市民団体（古民家愛好会）に
施設の「管理」と季節行事など
施設の「管理」と季節行事など
の「企画・運営」を共に委託。
の「企画・運営」を共に委託。
--------------------------------------------------------【井上の質問】
【井上の質問】 委託料決定までの段
委託料決定までの段
取りは？市民団体側の意向を汲ん
取りは？市民団体側の意向を汲ん
でいるか？
でいるか？
【市役所答弁】
【市役所答弁】 昨年秋から数度に渡
昨年秋から数度に渡
り、市民団体と交渉を重ね、決定
り、市民団体と交渉を重ね、決定
しました。
しました。

・工事設計委託料
・工事設計委託料 420万円
420万円
・補修工事
・補修工事 1,575万円
1,575万円
利便性のアップや路面の安全・
利便性のアップや路面の安全・
景観を考えた改修が予定されて
景観を考えた改修が予定されて
います。
います。
「バス停まで濡れずに行ける
「バス停まで濡れずに行ける
屋根を」と会派でも提案してい
屋根を」と会派でも提案してい
ますが、市役所も「利用する市
ますが、市役所も「利用する市
民の声を取り入れます」として
民の声を取り入れます」として
います。
います。
皆さまも要望・アイディアを
皆さまも要望・アイディアを
考えてみてください。
考えてみてください。

【井上の考え】
【井上の考え】
平成20年度から「コミュニ
平成20年度から「コミュニ
ティーセンター管理運営」や
ティーセンター管理運営」や
「ふれあいの森の管理」も市
「ふれあいの森の管理」も市
民団体へ委託します。委託料
民団体へ委託します。委託料
の算出にも、しっかりと市民
の算出にも、しっかりと市民
の声が活かされなければなら
の声が活かされなければなら
ないと思っています。
ないと思っています。
この古民家の協働型委託は
この古民家の協働型委託は
市内の先進事例であるからこ
市内の先進事例であるからこ
そ、市民団体が行う業務に対
そ、市民団体が行う業務に対
する評価を市がきちっと行
する評価を市がきちっと行
なっていくことを求めまし
なっていくことを求めまし
た。
た。

※「３ 南口広場改修工事」は市民建設委員会に
付託された審議です。

本町小学校校舎・体育館
本町小学校校舎・体育館
大規模改修工事
大規模改修工事

【井上の質問】
【井上の質問】 今後、給食室のドラ
今後、給食室のドラ
イ化工事や強化磁器導入も予定さ
イ化工事や強化磁器導入も予定さ
れているが、エレベーター設置場
れているが、エレベーター設置場
所など、先を見越した計画になっ
所など、先を見越した計画になっ
ているか？
ているか？
【市役所答弁】
【市役所答弁】 動線の確認や、現在
動線の確認や、現在
の設備との併用で無駄のない計画
の設備との併用で無駄のない計画
にします。
にします。

29床の介護付きケアハウスの
29床の介護付きケアハウスの
建設を進めます。
建設を進めます。

古民家事業企画委託料
古民家事業企画委託料
430万円／年間
430万円／年間

和光市駅南口広場を
和光市駅南口広場を
改修工事します。
改修工事します。

老朽化対策(外壁・屋上防水な
老朽化対策(外壁・屋上防水な
ど)やエレベーター・多目的トイ
ど)やエレベーター・多目的トイ
レ設置のため、大規模改修工事
レ設置のため、大規模改修工事
を実施。工期は夏休みを中心に
を実施。工期は夏休みを中心に
設定。
設定。
---------------------------------------------------------

地域密着型サービス拠点
地域密着型サービス拠点
整備補助金
整備補助金 3,000万円
3,000万円

新倉ふるさと民家園を
新倉ふるさと民家園を
市民と協働で管理運営
市民と協働で管理運営

【井上の質問】
【井上の質問】 業務の引き継ぎに支障
業務の引き継ぎに支障
はないか？
はないか？
【市役所答弁】
【市役所答弁】 利用者の方への引き継
利用者の方への引き継
ぎも万全を期して行います。
ぎも万全を期して行います。

大規模改修工事費
大規模改修工事費
3億4,965万円
3億4,965万円

福祉の里の隣地に
福祉の里の隣地に
ケアハウスを開設予定
ケアハウスを開設予定

白子小学校の給食室を
白子小学校の給食室を
改築。教室も増やす計画
改築。教室も増やす計画
給食室等改修工事
給食室等改修工事
5億1,300万円
5億1,300万円
校舎を増築し、１階を給食
校舎を増築し、１階を給食
室、２階をコンピュータールー
室、２階をコンピュータールー
ムなどにする。
ムなどにする。
--------------------------------------------------------【井上の質問】
【井上の質問】 昨年までの計画か
昨年までの計画か
ら大幅な増額になっている。その
ら大幅な増額になっている。その
理由は？
理由は？
【市役所答弁】
【市役所答弁】 給食室の改修自体は
給食室の改修自体は
大きく変わっていません。パソコ
大きく変わっていません。パソコ
ンルーム工事や外構工事が加わっ
ンルーム工事や外構工事が加わっ
たことが増額の要因です。
たことが増額の要因です。

このほかにも、
・後期高齢者医療制度
・大和中学校校舎増築工事
・新 消防署建設
などが、平成 20 年度の予算
成立を受けて、新たにスター
ト致します。

和光市議会 ３月定例会 報告 「一般質問」 編
一般質問とは、各議員が市民要望を交えながら、市役所側に質問や政策提案を行うことです。

地域センターは民間建物を改修・転用してコスト削減を
[井上の質問] 地域センターの稼働率は平均 21％。来年度には３億円規模の新設計画
もある。今後はコスト削減のため、空き店舗や民家を改修して施設化できないか？
[市役所答弁] コミュニティ施設設置基本方針では、新設と規定しているわけではない
ので、今後は地域ニーズを分析して改修による手法も検討します。
このほか、地域の集会場で介護予防事業を行うなど、既存の民有施設で
市の事業を行う「転用」という新たな方法についても検討するように提案
しました。私は、今後は地域センターを団体利用中心だけでなく、市民が
気軽に立ち寄れる場所にしたいと考えています。

人材派遣の適切な契約管理・コスト比較をするための「チェック機能」を整えるべき
[井上の質問] 労働者派遣法には、派遣期間の制限など様々な定めがある。現在、派遣
活用は現場判断だが、全庁的に書類管理やコスト比較を行う体制を早急に整えるべき
ではないか？
[市役所答弁] 和光市では保育士や看護師等で派遣活用があります。活用部門が広がる
ことも想定して、マニュアルの作成、計画的な活用を検討する体制整備を進めなけれ
ばならないと考えます。
働く派遣スタッフの労働環境を守るためにも、就業先である和光市役所
が正しく制度を知ることが大切です。また併せて「シルバー人材センター」
について質問をし、市内高齢者に働く機会を増やすため、市がさらなる
支援をするように提案しました。

特定健診・保健指導（平成 20 年度から実施）が始まるが、若年層の健康施策もさらに充実させてほしい
[井上の質問] 特定健診・特定保健指導は 40 歳～74 歳が対象である。しかし、将来的
なメタボの予防のために 20 歳代や 30 歳代からの健康施策が必要ではないか？
[市役所答弁] 和光市では従来より 30 歳代も基本健診の対象としていました。和光市
では 30 歳から 39 歳の国保加入者も対象に、特定健診を実施してまいります。
和光市は若い世代の流入人口の多い市です。20 歳代への施策について、
今後も健診範囲の拡大や社会保険との連携など可能性を探っていきます。

このほか、【商店街の活性化】を
取り上げて、他の自治体（例：
長野市や川越市）で実績のある
「まちづくり会社」設立の提案を
行いました。

今回の全てのテーマを通して
私が訴えたこと…それは

ということです。今後もこの考え
を基本に政策提案していきます。

１年目の議員活動を振り返って ～反省と今後の課題～
から
4
90 月で私は議員として 2 年目を迎えます。この 1 年間、4 回の定例議会を通して政策を
述べるとともに、
日々の活動では、今も市内を自転車で走り回って情報収集を続けています。
80
70
この 1 年間を振り返り、反省点・課題を 2 年目の活動に活かしてまいります。
60
東京
50
名古屋
40
議会報告
議会後は必ず街頭活動を
30
大阪
20
実施。今後も引き続き市内配布やｲﾝﾀｰ
10
0
ﾈｯﾄと連携させての報告を行います。
1月 2月 3月 4月

情報公開

日常活動は随時ブログで報
告。但し、政務調査費の公開など実施
できていない点もあるので（4 月以降に
実施予定）更なる情報公開を進めます。

議会改革

無所属議員の会派
「新しい風」を結成。市民に

政策実現度 これからです。駅

身近な議会改革を進めます。

など徐々に形になっています。

前自転車対策や北口の街灯設置

情報収集

日頃から「現場主義」で市内を回っています。市外の議員との勉強会や財政講座など
にも積極的に参加しています。しかし「もっと皆さんお一人一人の意見を聞けるようにしたい！」
それが私の次の課題です。是非、このハガキ
で皆さまの声をお寄せください。市政に届けます！
キリトリ

□■□■ お知らせ □■□■
「ホームページ」 でも活動報告をしています。

郵便はがき

アドレスは http://inouewataru.com

3 5 1
「井上わたるの和光ブログ」 随時更新中。
http://inouewataru.blog.shinobi.jp
ブログは携帯でもご覧になれます。

井上 わたる と
新しい和光をつくる会 事務所 行

（注意）

◆井上 航 (わたる) の経歴◆

お手数ですが、
50 円切手を貼って
投函してください。

あなたの市政に対するご意見・要望・疑問などお気軽にお寄せください。

キ
リ
ト
リ

昭和５４年
平成１４年
平成１４年
平成１６年
平成１７年

東京生まれ
立命館大学 法学部 環境生活法コース 卒業
株式会社パソナ 入社
株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｰｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 設立・入社
株式会社シグマスタッフにより買収。
⇒㈱シグマスタッフに入社。平成１８年９月退職
平成１９年 和光市議会議員 初当選
お問い合わせ・発行元：

討議資料

「井上わたると新しい和光をつくる会」

お名前（フリガナ）

生年月日

おところ
年

月
電話

-

日

E-Mail

※匿名でも可。可能な範囲でご記入ください。

和光市

