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大胆に将来を見通して、果敢に実行する勇気と行動力
北本市立学校児童生徒数等の推移


平成最後の議会 新しい元号に期待するものは未来志向型予算


平成31年度北本市当初予算が議会に提案されました


（昭和60年度～平成30年度）

年

一般会計の総額202億2,200万円は、前年とに比べて６億2,800
億円の増額された積極的な予算となりました。特別会計等を含
めた予算総額は、351億400万円
（別表参照）にのぼり、市民生活
の安定のためには一日約１億円が必要と見積もられております。

度

昭和60年度
平 成 6 年 度
平成11年度
平成16年度
平成21年度
平成26年度
平成30年度

児童数

生徒数

6,441
5,150
4,538
4,000
3,799
3,386
2,921

3,705
2,773
2,462
2,146
1,887
1,832
1,636

合

計

10,146
7,923
7,000
6,146
5,686
5,218
4,557

平成最後の予算は、将来を見据えた予算編成に腐心した状況
が伺えます。最大のターゲットは「人口減少に対応」したまちづ

個人は尊重されながらも「みんなのまち」を目指す!!

くりの推進で、経常一般財源の確保のほか、市の使える予算の
投資先としては
「若者の移住・定住・交流促進」プロジェクトの

平成会は、皆さんの意見をいただきながら人口減少問題を政
治課題として取り上げ対応して参ります。そして人口減少問題

推進があげられます。シティプロモーション推進事業を実施す
るとともに、冊子、Ｗｅｂ等の媒体を複合的に活用して、若者世
代の移住・定住・交流促進を図ります。

の最大の課題は、市財政の安定した税収の確保にあると考えて
います。税収確保により対応した事業展開を図ることができます。

「めざせ日本一、子育て応援都市」プロジェクトでは、保育利
用者の増加に対応するため、民間保育所への補助金交付事業を

現在、国の地方財政計画の中では、税収不足分に対応して、
その補完のために「臨時財政対策債」が発行され、地方交付税と
して、発行額相当分を後年度に地方に支払うこととしています。

新たに実施します。また、子育て世帯への支援の一層の充実を
図るための事業が示されていることも特徴です。

市財政の安定を目指す!!

夢ある子供たちへの未来志向予算編成だと考えられます。
会計別予算総括表
区

（単位：千円、％）
平成31年度
平成30年度
比 較
増減率
20,222,000 19,594,000
628,000
3.2

分

一

般
会
計
874,000
838,700
35,300
4.2
後期高齢者医療特別会計
658,200
418,700
239,500 57.2
久保特定土地区画整理事業特別会計
6,576,300 6,905,100 △328,800 △4.8
特別 国民健康保険特別会計
会計 介護保険特別会計
4,929,800 4,562,900
366,900
8.0
523
544
△21 △3.9
埼玉県央広域公平委員会特別会計
13,038,823 12,725,944
312,879
2.5
小
計
1,843,281 1,768,886
74,395
4.2
企業会計 公共下水道事業会計
35,104,104 34,088,830 1,015,274
3.0
総
計

高齢社会・人口減少社会では市民協働・市民参加・市民自治
でみんなが関われるまちづくりが必要です。少子化社会では若
者の働く場所の確保、安心安全な子育て環境の整備を目指した
積極的な改革が求められています。この達成により、市財政の
安定した税収を目指すことができると考えています。人口減少
の中、５万人でも自立自存できるまちへの着地が不安なくでき
るようにする必要が、市長や議会の責任としてあると考えます。
9,000

市 税 推 計（市税収入の見通し）

8,500

北本市の政治課題は何か

平成会の論評

8,000
7,500

目標・人口５万人でも自立自存できるまち

7,000

北本市の人口減少は平成17年ごろより始まり、今後も続くこ

6,500

とが想定されています。
人口ピラミッドでは、高齢化人口の占める割合が増加し、若
年層の減少により少子化が進んでいることがわかります。
小中学校の児童生徒数の推移からも、驚きの数字がその現実
を物語っています。平成元年には8800人余りの児童数が今は
5000人をも割っている現実が見えます。明らかに将来、全体と
しても人口減少は続いていくものと想定でき、特に若年層の人
口減少は急激な状況です。

平成会メンバー

2019年度～ 2028年度

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

第五次北本市総合振興計画

（平成28年度から10年を計画期間とする基本構想）の修正
そのために議会は、市が提案した総合振興計画を否決し、総
合振興計画特別委員会
（黒澤健一委員長・平成会）を設置し、危
機意識をもって修正をしました。
（平成28年12月議会）

修正にはリーディングプロジェクト等を優先的に加えました。
先導的に人口減少・少子高齢化問題に
対応し、新たにＪＲ高崎線、中山道
（国
平成会は
『安心安全なまちづくり』
のために、北本市議会に
おいて様々な議論をし、一般質問を重ねてきました。

道17号）の南北軸と圏央道の東西軸の交
わる交通アクセス活性化の開発調査研究
や南部地域の商業集積化、北本駅の観光
交通拠点化や新駅建設可能性等の実証、
調査を含めた市の
「まちづくりの全体像」

黒澤健一

横山

功

加藤勝明

滝瀬光一

松島修一

渡邉良太

が基本構想として示されています。
人口減少・少子高齢化社会の対応策に
は例外を持たずに、整備促進の方向が示
されていると考えられます。

関する条例で火薬類取締法及び火薬類取締法

まちづくり全体像の課題解決へ
加藤勝明議員
（平成会会長）より、
「 北本市南部地域整備基金の
積み立て拡充を求める決議」
（平成30年12月議会）が提出され、
全会一致で成立しました。
南部地域振興に関しては高崎線新駅設置期成会
（会長北原正勝
氏）から、
「議会の決議事項を尊重した南部基金積み立てを早急に
実施すること」という要望書が市長あてに提出されており、市長
が高齢社会・人口減少社会の対応策としてどのような判断を示
すのか期待されてます。
この議会にも
「一、第五次総合振興計画及び平成30年議提第６
号の議会決議の重要性にかんがみ、南部地域振興事業へのビジョ
ンの取り組みを早期に図る事。二、北本市南部地域整備基金の設

施行規則に基づく事務等と火葬場、葬祭場の
設置及び維持管理並びにこれらに附帯する事
務を行っています。
平成8年4月1日に消防の広域化が図られ、平
成10年4月1日には管内住民念願の県央みずほ
斎場が運営を開始し、首都圏の一翼を担う中
核地域として事業を続けています。
北本市選出議員は４名で、平成会からは、加藤勝明議員
（監査
委員）が選出されてます。

〇北本地区衛生組合
この組合は、北本市、鴻巣市、久喜市、吉見
町の４団体で構成されています。

置、管理及び処分に関する条例に示す第6条処分の実現に向けた
整備の促進を行うこと。」という請願書（紹介議員加藤勝明氏・平

し尿や浄化槽汚泥は、受入貯留設備、一次・
二次処理設備、高度処理設備、汚泥処理設備、

成会会長）
が提出されており、議会判断が注目されるところです。

脱臭設備を通して完全処理しています。
北本地区衛生組合は、平成５年度から３箇

リーディングプロジェクトに関する
特別委員会の提案

加藤勝明

横山

功

年継続事業として新施設を建設し、愛称を
「ク
リーンセンターあさひ」
として再出発しました。

政治は
「夢」をつくり、議員は「夢」を実現させる。そのために、
人口減少問題の分析と市政発展計画の作成を目標とする。社会

北本市選出議員は４名で、平成会からは、
横山功議員、滝瀬光一議員
（議長）が選出され
てます。

的人口動態として流入人口と流出人口の分析・対策の検討・提案。
自然状態での人口減少では、死亡と出産の分析・対策の検討・提案。

〇埼玉中部環境保全組合

市政発展計画では、個人は尊重されながらも「みんなのまち」を
目指す。そのためには、議会の責任として、新駅を含めて例外

この組合は、鴻巣市、北本市、吉見町の２市１町により構成
がされ、埼玉中部環境センターのごみ処理施設をもって管理及

を持たずに整備を促進する、最大の目標は市財政の安定を目指
す必要があります。市民生活の安心と安全があります。

び運営を行っており、可燃ごみと粗大ごみの処理を行っています。
埼玉中部環境センターは、毎年機器の点検整備を行いながら

今後の課題として『総合振興計画リーディングプロジェクトに
関する特別委員会（案）』の設置を検討する。平成会の政治路線は
自立自存できるまちづくりを提案してまいります。

安全・安心な施設運営に努めてきましたが、昭和59年４月にご
み処理を開始して以来35年目を迎え、老朽化が否めないことから、

一部事務組合への協力

平成会派遣議員

新たな施設の整備が必要な状況になっています。
埼玉中部環境保全組合は、鴻巣行田北本環境資源組合
（鴻巣
市、行田市、北本市）
と埼玉中部資源循環組合（東松山市、桶川市、
滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩

北本市
「一部事務組合」
の紹介と活動
北本市が構成している一部事務組合は５団体があります。
地方自治法第284条で
「事務の一部を共同処理する」ため、そ
の協議により規約を定め、一部事務組合を設けることができる。
と規定してあり、共同処理による効率性や専門性から公共団体
を超えて組織されております。議員の役割としては、市議会だ
けでなく、市域を超えた一部事務組合でも精力的に活動し・安
心安全なまちづくりに積極的に貢献しております。一部事務組
合と派遣議員を紹介します。

〇桶川北本水道企業団

父村）とで、それぞれ新施設建設に向けた検
討が始まっており、整備が終了したときには、
二つの組合となります。
北本市選出議員は４名で、平成会からは、
渡邉良太議員（副議長）
、松島修一議員
（議会運
営委員会副委員長）が選出されてます。

〇鴻巣行田北本環境資源組合

渡邉良太

平成26年4月1日より名称変更で鴻巣行田北
本環境資源組合として鴻巣市、行田市、北本
市の三市で構成されています。
名称変更前の組合
（昭和45年3月24日県指令
地第646号・設立）
の小針クリーンセンターでは、

この企業団は桶川市及び北本市の住民の公

行田市と鴻巣市の吹上地区内で発生した燃や
せるごみを、安全に焼却処理しています。

衆衛生を向上し、住民福祉の増進を図ること
を目的に、昭和38年12月に厚生大臣の認可を
得て、水道事業に着手しました。
水道管敷設から56年の歴史を刻み、人口減

滝瀬光一

黒澤健一

少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材
不足等の水道の直面する課題を審議しています。
北本市選出議員は５名で、平成会からは、黒澤健一議員が選
出されてます。

〇埼玉県央広域事務組合
この組合は、鴻巣市、桶川市、北本市、の３市により構成され、
⑴消防に関する事務、⑵知事の権限に属する事務処理の特例に

松島修一

三市の基本協定では鴻巣市に一般廃棄物処理施設を建設する
ための協議が続けられております。
新施設建設等検討委員会
（16名）では、新たに建設する一般廃
棄物処理施設の整備に関し調査研究及び検討を行うため、地方
自治法の規定に基づき、鴻巣行田北本環境資源組合新施設建設
等検討委員会が設置され、諮問事項・新施設
（余熱利用施設）整
備方針の策定について検討が進められております。
北本市選出議員は４名で、平成会からは渡邉良太議員、松島
修一議員が選出されてます。両名とも共通の廃棄物処理の効率
性を考え、二組合兼務体制となってます。

