所沢市の歳入となる財政の現状をお知らせします（これ以外にも多くありますが）
歳入決算額

（単位：千円）

項目

法人市民税
個人市民税

２７年度

２６年度

3,539,806

3,167,698

22,144,535

21,982,654

5,386,017

3,237,060

地方消費税交付金

２５年度

2,985,800

２４年度

２３年度

2,977,402

2,751,082

21,913,797 21,971,453

21,495,330

2,648,855

2,671,624

2,661,363

〜これらの歳入から私が思う事〜
◎法人税は４年間で「７億円強」
アップ。法人税は、税率が国の方針で下がり、又、国に譲渡する割合が
増えているがアップした。中小企業が多い所沢市がこうなので、大企業が多く本社の多い東京都の
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暑い日が続きますお元気ですか？水分補給に気をつけられて夏を乗り切って下さい。

久しぶりのレポートです。まずは平成２８年度予算の一部を紹介します。

歳入は当然大幅アップしただろう。せこい知事が生まれた要因の１つのように思う。
（法人税は本社

◎外国にある子会社からの配当収入を大幅減税したの
◎個人市民税は４年間で「６億円強」
アップ。
が、年収２００万円以下の非正規労働者が

１，１００万人に達しているのにアップすると言

う事は給与格差も大きいと思う。

◎報道では、大企業の内部留保金は３６６兆円と
の事なので、国家予算の約４倍。
ビックリ！

◎日本の１８才未満の子どもの貧困率は、平成

政府の掲げる
「同一労働同一賃金」の
早期実現を強く望みます
地方消費税交付金歳入が大幅アップ
２７年度は４年前の約２倍に
市内で出た消費税は全て国に納付してその後、
市に交付される仕組みになっている。消費税が

５％の時、国から市に交付される割合は、市内で

生まれた消費税の約「０．
０５％」
２６年４月から

８％にアップして約「０．
０７％」となったので、
アップしたのは当然だが。誰もが食品を買うの

で、
エンゲル係数が上がっている世帯も多いだろ

うし、高額な物を買う世帯もある事でしょうが。
と
は言え、消費税が市に交付されますので市内で
の消費をお進めします。

や火葬炉の増設を実施してきたが、今年度は２階の従業員控え室等

１４

を玄関横に移設し、待合室を１室増設する。又、老朽化する施設の外

２７

２９

４７

２９

壁改修をして安全上適正な管理を図る。

がん検診事業（前立腺がん） １，
２４０万８千円
多くは初期段階において自覚症状が無いので定期的に受診する必要がある。
自覚症状が出てからで
は骨に移転への可能が有る。早期治療が重要なので、希望者に対し実施する。
●委託金を市内協力医療期間に委託金を出す
●自己負担金は、
１，
０００円
●５０才以上８０才まで。
５才刻みの方が対象

私立保育園・地域型保育園保育士への
処遇改善費等を補助 ３億１，
５８１万３千円
●所沢市独自の処遇改善の為の予算
●正保育士・パート保育士に1人当たり、
月額：２３，
５００円補助
●保育士の負担軽減の為に、保育支援者を雇用したら、
１ヶ所当たり
年間１２２万４千円補助
●所沢市は、民間で働く保育士の方々を支援しています

西所沢西口開設推進事業 ３億２，
９８９万７千円
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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

浅野みえ子

●平成１７年度に
「西所沢駅西口開設」請願を市議会で採択してか
ら、
１０年近いがやっと動き出した
●西口改札口開設の為に、用地を提供して下さる地権者の方がいら
して、
用地購入費も予算化された
●警察署・西武鉄道と協議している

▲

所沢駅東口通路に公衆トイレ設置

２５年に１６．３％で６人に１人の割合だ。

昭和６２年に業務開始してから２９年が経過している。
これまで式場

みえ子のおしゃべり

◎担当職員の努力があり滞納が減ったこともある

所沢市斎場施設整備事業 ５，
１７０万円

１９

◎国は研究開発している企業への大幅減税をした。
で大企業の内部留保は増えている。

最近関東地区での地震が続き大きな地震の前触れではないかと
心配だ︒市は︑公共施設の耐震化を継続的に実施している︒実は﹁臨時
議会﹂
が７月 日に開催された︒市長提出議案は
﹁公立保育園の耐震改修
工事設計委託料﹂公立小・中学校の 校全ては︑耐震化済み︒公立保育園は
園中︑ 園は耐震化完了︒臨時議会では残り４園の設計費だ︒
工事は 年
度に５園一緒にする︒吾 妻 地 区では北 秋 津 保 育 園 ︒︵ 吾 妻 保 育 園は耐 震 化 済
み︶議会で審議した内容は﹁ 年度の工事中︑
２ヶ月間は全園児が他の公共
施設に移転し︑生活しなければならない﹂
との事︒他の公共施設の生活を保
護者が理解して下さるか？その間の給食は？アレルギー乳幼児の安全
は守られるのか？等々審査をし
﹁関係者に対する説明を丁寧に行う
と 共に保 育サービスに過 大な支 障が出ないように柔 軟な対
応をする事﹂
の意見を付けて全会一致 可決
︒

のある自治体に多く納める）

私が、平成２７年６月に議
会で一般質問した要望が、
西武鉄道（株）の協力で実
現しました。改札口に向か
う、エスカレーターの手前
を左に行く所です。

私の一般質問
暫定開通：県道飯能所沢線の（岩崎信号〜スーパーあまいけ）安全対策を
浅野質問
所沢高校の脇の市道と飯能所沢線がぶつかる信号「久米北」周辺で
開通後、事故があったそうだが？
建設部長答弁
警察に確認したら、人身事故が２件。物損事故が１件。
浅野質問
今まで起きなかった事故があるという事は、
「久米北」信号周辺の安全対策が必要だと思う。

吾妻地区町内会連絡協議会からも要望が出ていると思うが、住民の意見を聞いて早急に対策

をねり、必要に応じた工事をするべきだと考える。
建設部長答弁

県と警察署と市で協議して、
この場所に安全対策の為の工事を行う。

１．歩行者用信号を３ヶ所・６基設置し、横断歩道をしっかり設置する。
２．交差点内路面表示設置・修正等々。

３．
じゅうにん坂〜久米北信号までの２００ｍを舗装整備し、
ガードレールを補強する。

〜７月中に工事が完了しました〜

福祉タクシー券の適正使用を求めて
〜福祉タクシー券とは〜
◎在宅重度心身障害者（ストラッチャーや車いす使用）
の方が、
「外出支援」
を受ける為のサー
ビスです。
１枚1,500円のタクシー券を、
１人年間上限７２枚（１０万８千円）
まで使用できま
す。
この制度は、所沢市独自のサービスで長年行っています。
◎１回につき、
２枚使えて１日４枚まで使用して良い事となっています。
◎タクシー利用時に１回に２枚使い、3千円だが3千円を超えた分は自己負担となります。
◎タクシー事業者が利用者からタクシー券を受け取り、使用日時を書いて１ヶ月分まとめて市
に提出し、市が事業者にタクシー代を払う仕組みです。
浅野質問
●利用者の方からの相談で３千円を超えたので超えた分を現金で払おうとしたら「３枚目

のタクシー券を使って良いよ。自己負担はいらない。市には日付を変えて提出するので」

と、タクシー事業者に言われた。
「そんな不正を進める事業者を登録させないで欲しい」
と利用者の方は言われた。業者の指導をすべきでは。
福祉部長答弁
●今後、
そのような不適正な使用が無いように、事業者と利用者に個別指導をする。
●不適正使用が出来ないような制度の見直しをしていく。

公立保育園前で巻かれた市長選挙投票行動に影響する違法チラシについて

旧市役所を利用している団体が、解体後も使用できる場所を市が探すべき

〜 市の行った調査では、組合活動として行ったが、多くの
職員は組合幹部の指示で内容も確認せずにまいたとの事〜

〜 耐震性がないので、旧市役所は数年後に解体される予定。
現在、
旧市役所を事務所として使用している団体が１２団体ある〜

浅野質問

浅野質問

●保育園で仕事上、手に入れた園児名簿をチェックしながら保護者に問題のチラシをまい

●使用している団体はどのような団体なのか？

た事を、私は３月議会で質問した。その時、市は「あるまじき行為なので調査する」と答弁
した。その後の調査結果を教えて欲しい。又その後の配布はないか？

●園児名簿を使ってチラシをまいた事について調査した。個人情報をみだりに利用してはなら
ない事を保育士達に理解させる為に、
１月〜２月に保育幼稚園課の課長・主査が公立保育
園全職員と面談を行った。
チラシ配布の際に、名簿を使用したと答えた職員が、全体の３割

程度いた。名簿を使用した理由は同じ保護者に何度も配布して嫌な思いをさせたくないとの
事。調査で分かった事は、多くの職員が内容を充分に確認しないで配布したとの事だった。

市では、職員服務規程・地方公務員法・地方公務員法について改めて説明し、法令を遵守す

るように指導した。
また、在園生・保護者のプライバシーに配慮するように伝えた。

●組合員の保育士が、所沢市長選挙の告示直前にチラシをまいてから、
その後、保育園の門前
でチラシをまいたとの報告はない。

●２９年度以降は旧庁舎は、使用出来なくなる可能性があると
市からのお知らせを受けて不安になっている団体の方から
数件相談が来た。

●シルバー人材センターとか中小企業勤労者福祉サービスセ

ンター等は市の職員も係わっている。市が移転先を探せない
のか？

財務部長
●昭和６２年から
「市内の公共団体や市に直接関係のある団体に
許可してきた。

●今後、移転先については、担当の管財課（財務部）
と、担当部署

（福祉部等）
と連携して団体ごとにヒアリングを行い、移転先を
協議・調整をしていきたい。

︵仮称 所) 沢市こどもと福祉の未来館
は ︑福 祉の総 合 的な 相 談 事 業 等を 行
う
﹁地域福祉センター﹂︑乳幼児の親子
が気 軽に利 用できる﹁つどいの広 場 ﹂
や 専 門 的 な 発 達 障 害 児 支 援 を する
﹁こども支援センター﹂﹁社会福祉協議
会﹂
などで構成される複合施設
平成 年１月にオープン
新所沢駅西 秋草学園の側

こども未来部長答弁

親子で遊ぶ集いの広場

２９

