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消費税が８％・個人県、市民税が５００円づつアップし家計に厳しい時代です
それに伴う市の予算の歳入、歳出をお知らせします
この２つの増税は、国が決めた法律なので市は受け入れる事になってしまいます。
「３月定例会」の報告をします。忌憚のないご意見・ご要望をいただけましたら幸いです

所沢市に交付される予定の消費税交付金額
所沢市内の消費税を預かった企業や商店等が、国に納める８％消費税のうち
「１．７％」が地方に交付されます。そのうち
埼玉県に「０．８５％」所沢市に「０．８５％」交付されます。市の説明では
・２６年度は、 ３２億３，０００万円が当市に国から交付される予定です。（今年は半年分です）
・２５年度は、 ２６億４，６００万円が当市に国から交付されました。
（０．５％交付でした）
・増額分は、
５億８，４００万円です。
国は、この５億円強を「障害者支援費」「生活保護扶助費」
「国民健康保険繰出金」
「各種予防接種
費」等に充当する交付金として使うように指定しています。
反面、所沢市が歳出として払う「消費税も８％」になり、消費税歳出分も３％アップします。（物
を購入する・施設、道路等の建設費や修理費・公共施設を民間委託する委託料等々）その費用が
約６億円となります。歳入として消費税交付金が増えても新施策に使える訳ではありません。

防災施策に要する経費にアップした個人市民税「５００円」の使い道
・２６年度の合計額は、
税率引き上げ分、５００円× １６７，０００人（納税者数）＝８，３５０万円
１．災害時に飲料水を確保する水槽を整備（常時水道水が流れていて、災害時に栓をする）
・南小学校（２６年度設計・２７年度設置） ・伸栄小学校（２６年度に設置）
・一基：１億７５３万円 容積は１００トン・１日一人３ℓとして、３万３千人分
・すでに東所沢小学校、小手指小学校、文化センターミューズには整備されている
２．防災行政無線の増設分と、地デジをデジタル化する予算額：１億２，６７６万６千円
・平成２５年度〜２７年度までに、３０基増設する
・今年に入り所沢駅東口「長者久保公園」に設置された

今年度予算の紹介

（一部）

「清 掃業 務」 の経 費削 減と なります
公務員人件費の削減の為に、家庭ごみの収集運搬業務を段階的に民間委託化する
・現状（２５年度）３０％を民間委託化している。それが３２年度には７０％委託する
・現在、民間委託で収集業務をしている地区は「吾妻地区」
・退職職員が出ても、「職員の新規採用をしない」との事
・２６年度に、７％民間委託化する事で「約９，６００万円」削減されるとの事

市の清掃業務の民間委託化計画は以下です
年度
収集職員数（人）
民間委託割合

25
1 21
33 %

26
1 11
4 0%

27
1 09

28
1 08

所 沢市 斎 場施 設整 備費：９，９０９万１千円
老朽化する斎場を「所沢市公共建築物修繕計画」
に基づき、空調機改修及び外壁改修工事を実施
する。エレベーターの修繕も実施する
・現在、所沢市斎場は火葬炉「８基」体制です
・年間火葬件数は２４年度「３，６４３件」
・年間式場利用は ２４年度「４，４２２件」

小・中学校の屋根貸し事業
市の推進する
「 まちごとエコタウン」構想の 1 つ 。
屋根に太陽光発電設備を設置・運営する事業者
を公募する。事業者が全て設置するので、市の
予算は「ゼロ 」。事業者が、発電した電気を売
る。災害時には学校が電気を使用する
※北秋津小学校・荒幡小学校他１６校
※建築年が昭和５０年以降の校舎のみに可能なの
で、南陵中学校と南小学校は該当しないそう

〜平成３２年度まで行います〜
29
92
5 5%

30
86

31
81

3２
〜 60
70 %

所沢駅で市政情報をデジタル掲示
版で広報・発信する事業が実現：
１１６万７千円
・所沢駅は、１日の乗降人員が
「９万５千人」です。
私は２４年９月議会で「駅に市役所
の土曜日開庁日等情報を掲示する事」
を求めました。その質問が実現しま
した

第３ 次 所沢 市障 害者 支援 計画 策定
事業５７０万円
・平成２７年度〜２９年度の３年間の
支援計画を今年度作成する
・障害者を取り巻く環境や経済情勢
や、市民・障害者のニーズを把握し
て策定

障 害 者福 祉 施設 整 備事 業 ：
３，８５５万円
・所沢市立きぼうの園と、市立はばた
きの「屋根・外壁」の改修

西所沢駅「西口」開設事業：５７８万９千円
・西口開設に向けて、周辺住民の理解を得る為
の調査をしたり整備計画案を作成する

吾妻地区にかかわる予算の紹介
小学校施設整備事業：１億４，９３６万４千円
※北秋津小学校：受変電設備改修
・高圧電気を使い易い降圧電気にする機器が
老朽化したので、新しく改修する

・並木小学校：外壁塗装改修
・並木小・泉小：屋根及び外壁塗装改修
・山口小：給水管改修
・林小：受水槽改修

中学校施設整備事業：
５，９２９万２千円
・南陵中学校：屋上防水改修
中央中学校：屋上防水改修
学校トイレの改修事業
・洋式化に向けて５ヶ年計画で全小
・中学校で実施。今年度は南小他９
校の工事設計をし、南小は来年度
建設

歩行者の安全：道路の拡幅事業
じゅうにん坂〜柳瀬川沿い道路

学校給食施設親子方式整備事業：
１億１，８０５万７千円
給食センターの経費軽減の為、小学校自校調理場
を改修整備し、近隣の中学校給食の調理をする
・南小学校から「南陵中学校」へ配送する
（２５年度に整備改修した） ※ 今年９月から実施
・和田小も今年度、安松中学校へ配送する
・柳瀬小は、２６年度に改修し２７年度実施
※ 私は自校給食整備がない小学校への自校化を早

期に進めるように、議場で発言し求めています

・県道：飯能所沢線が平成２７年春
には、スーパーあまいけまで開通
します。車の進入による危険を防
止する為に吾妻町内会連絡協議会
と南小 PTA 役員等が、川越県土事
務所に安全性を要望しました。そ
して以下の内容を決めました。
１．飯能所沢線は２車線だが、１車
線しか利用しない
２．南陵中学校・南小通学路にもな
る柳瀬川沿いの市道を拡幅して
住宅側にグリーンベルトを作り
安全対策を実施する

所沢駅西口地区まちづくり事業：９，０３４万円

北秋津・上安松地区
まちづくり事業：
３，１０３万５千円

東住吉町内会の住民の一部と、西武車両工場跡地を含
む地区です。市の表玄関にふさわしい魅力と活力ある
街を創出する 。災害時の避難所となる公園整備もする 。
・今年度は、「土地区画整備事業」の実施に向けて区域
内の路線測量や土壌地歴調査等を行う
・地権者：６１人
・借家の持ち主：２０人だそうです
・これまでも市の担当部は住民説明会を何度も開催し
ていますが、今後も地区内の住民の方々の同意を得
るように最大限の努力をするように求めています

北秋津・上安松地区は昭和５９年に
市街化から暫定逆線引きの調整区域
になるが、道路は狭く救急車両も通
れない。良好な市街地としての街づ
くりを望む地権者が多いので、土地
区画整理事業に向けた測量調査等を
今年度行う。２５年度から地元大型
地権者によるコンサル会社を入れた
協議が続き「事業実施の為の自主組
合組織」結成を目指している

南小 学 校 の マ ス コ ッ ト キ ャラ ク
ター・み な み ん ︵松が 丘にて ︶

私の一般質問
２７年度から３学期制実現で進んでいます
浅 野質 問
３学期制の実施は「学期制検討委員会」で進め
ているが、土曜日開校は現段階で進めていない。
３学期にした場合、子どもに負担がかかる７時間
授業の日が出来る可能性があるのか？心配だ

浅野 質問

保育園への利用希望者数に対し、受け入れ
施設が充足している地域と、施設が少ない
地域があるが、特に施設が少ない地域は？
こども未来部長答弁
利用希望者の割に受け入れが少ない地域は、
吾妻・松井・所沢地区だ。配慮する予定。
浅野質 問
「所沢市放課後こども健全育成基本方針運営
委員会」を開催し放課後児童クラブの保育料
等について、市長に提言を提出した。内容は？

こども未来部長答弁
放課後児童クラブの保育料が委託法人によっ
て差額がある事が課題だった。生活クラブと
の差もある。提言は１万〜１万１千円で統一
させ、実施時期は２７年４月を目安とすると
の内容。この内容に添って準備を進めている

みえ 子 のお しゃべり

保育園・放課後児童クラブの保育料について

待ち遠しくて首が長くなってしまってい る事があります︒

授業時間は各校で工夫をこらす。新たな３学期
制も児童生徒の負担を考慮し、授業時間を考える。
土曜日や長期休業日も活用し授業時間を確保する

去年︑９月議会で市の歳入確保の為に﹁第２市民ギャラリー 敷地﹂
を所沢中央病院︵＝和風会︶に売却する事が可決 しています︒９月議
会 では市 長提出議 案の﹁敷地 の測量委託料 と不 動産鑑定料 ﹂が可決 して
います︒ ９月ですから﹁不 動産 鑑定 ﹂は実 施されて売買 は成立すると思
うのですが︑まだ売買契約がされていません︒市民の方には﹁早く新しい
病院 を使 用 したいのにど う なっているのですか？﹂と聞かれます︒ 売買 は
金額に係る事なので議 員が関わる事は控えていますが︑待ち焦
がれて首が折れてしまう前に財務部に質問しなくてはなりませ
ん︒今議会で﹁第２市民ギャラリー内建物解体予算﹂が
提出されて可決していますが︒

学校教育部長答弁

浅野みえ子自宅は
北秋津８７６−３所沢コーポラス H ２０４
浅野みえ子事務所： くすの木台「ココス２軒先」
TEL（２９９５）１４６３
FAX（２９９１）３５３８
メール asanomieko@nifty.com
HP 有り：日々の活動をブログで記録しています
[浅野みえ子]と検索して下さい。すぐ出ます。

