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日本改革！

民主党 ほりぞえ健事務所
〒213-0033
川崎市高津区下作延266 エスビル4階
（溝の口駅徒歩２分 高津区役所隣り）
電話 044-855-1479 FAX 044-855-1489
http://www.horizoe.com
E-mail: horiken@horizoe.com

「かわさき再生テイクオフ予算案」
川崎市議会議員
義務的経費という視点で見ると、人
（事務局）
先週、平成１８年度予算案が阿部市 件費はマイナス１２億円ですが、扶
助費は３２億円増、公債費も２１８
長から発表されましたね。
億円の増となっています。一般会計
（堀添）
平成１８年度予算は、「かわさき再 予算に占める義務的経費の割合は、
生テイクオフ予算」と名付けられて １７年度の５０．２％から１．２ポ
います。引き続き厳しい財政状況の イント増えて５１．４％となってい
下であるものの、川崎再生を具体化 ます。
するための予算、という意味が込め （事務局）
られています。２期目に入った阿部 行財政改革を進めているのに、市債
市長にとって実質的な初年度となり 残高が増えてしまうのはどうしてで
ますので、そうした意味も込められ しょうか。
（堀添）
ていると思います。
確かに平成１７年度の市債残高（予
（事務局）
先週１０日に記者発表され、マスメ 算ベース）は９，２３２億円だった
ディアの評価も概ね好評のようです のが、１７億円増えて９，２４９億
が、市債残高が増えることに対する 円となる見込みです。市債残高の伸
危惧を指摘するものも多いようです。 びは緩やかになったものの、ピーク
は平成２４年で９，５２５億円と推
（堀添）
市税が４％、１０１億円増えるなど、 計されています。
一般会計では平成１７年度と比較し ただし、平成１４年に行財政改革プ
て６．９％の増となります。予算規 ランを策定した時点では、そのまま
模がプラスに転じるのは、３年ぶり いけば平成１８年度だけでも７１２
となります。その中身は、小児医療 億円の収支不足が発生すると見込ま
費助成や私立幼稚園園児補助の拡大 れていました。これが大幅に圧縮さ
など、重点施策の拡充に充てたもの れ、平成２１年度には収支均衡が見
もありますが、市債償還が増えたこ 通せるところまで到達できたという
となども大きな要因となっています。 ことは、やはり阿部市政の大きな功
績ではないでしょうか。
（事務局）
予算案には、その他にどんな特徴が
ありますか。
（堀添）
額としてはそれほど大きくはありま
せんが、区への分権が順次進められ
ている点に注目する必要があると思

●1963（昭和38）年２月６日、高津区に
生まれ、高津小学校出身。桐朋中学、
高校を経て東京工業大学を卒業。
●東京都三鷹市で９年間、地域情報化や
プライバシー保護等に従事。
●セブンーイレブン本部での情報システ
ム構築をはじめ、ITを活用したシステ
ムづくりに従事。
●2003年４月、川崎市議会議員に初当選。
●市議会まちづくり委員会副委員長
●民主党神奈川県第18区総支部副幹事長
●経済産業省 システム監査技術者
●妻と長女（中学３年）の３人家族

います。区から直接予算要求が行わ
れた事業も、平成１８年度は１７事
業、５億２，９００万円となってい
ます。区民会議の本格実施とあわせ
て、今後もさらに拡充していかなけ
ればならないと思います。
（事務局）
どうもありがとうございました。
（２００６年２月１５日）

会計名

平成１８年度予算案

平成１７年度予算

一般会計

５,４５６億

３５３万円

５,１０５億９,６８７万円

６.９％

特別会計

５,４５７億５,１４７万円

５,１３８億３,９５０万円

６.２％

企業会計

１,９１５億４,５８４万円

２,００６億３,９７１万円 △４.５％

合 計 １兆２,８２９億
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８５万円 １兆２,２５０億７,６０９万円

前年比

４.７％

２００６年２月号

２月定例議会における主な議題
会期予定：平成１８年２月１７日～３月２０日（３２日間）

議案・報告の概要について
条
例：「川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定」他、計３０件。
事
件：「包括外部監査契約の締結について」他、計１５件。
和
解：訴訟上の和解等、計３件。
予
算：「平成１８年度川崎市一般会計予算」他、計２１件。
補正予算：「平成１７年度川崎市一般会計補正予算」他、計６件。
報
告：「地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について」の１件。

主な議案の概要について
「川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について」
川崎市の行政機関（議会を含む）に対する申請や届出等の行政手続について、コンピュータ・ネット
ワークを利用して行うことができるようにするもの。施行予定期日は公布の日から６ヶ月以内。

「川崎市区民会議条例の制定について」
川崎市自治基本条例に基づき、平成１７年度試行した区民会議を本格実施するために、制度を定める
もの。施行予定期日は平成１８年４月１日。
所掌事務：区における地域社会の課題を把握し、その解決を図るための方針及び方策についての
調査審議を行うこと。
組織等 ：委員２０名以内（任期２年）で、市長が委嘱。
○各分野で活動を行う団体から推薦された者。
○区民会議の委員に応募した者。
○その他、区長が必要と認めた者。
専門会議の設置
区民会議参与：区選出市議会議員、県議会議員
区長及び市長その他の執行機関の役割

「川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について」
市税条例を改正し、鉱泉浴場における入湯について、新たに入湯客に入湯税を課するもの。施行予定
日は平成１９年４月１日。
課税額：１５０円（一人一日あたり）
課税免除：１２歳未満の者、銭湯や、利用料金が１，４００円以下で入湯する者。
徴収方法：鉱泉浴場の経営者による特別徴収による。
年間税収（予想）：約５００万円程度。

「川崎市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」
動物取扱業の登録申請等に係る手数料の新設、犬、ねこ等の引き取りに係る手数料の値上げ、飼い主
の遵守事項の追加等。施行予定日は一部規定を除き平成１８年６月１日。
動物取扱業の登録申請：
１５，０００円（１種別につき）
特定動物の飼育・保管の許可審査：３３，３２０円
犬、ねこ、鶏等の引き取り手数料： ２，０００円（生後９１日以上。それ以前は４００円）

「高津区における住居表示の実施区域及び方法について」
久地地区で住居表示がされていなかった久地字伊屋ノ免の一部を久地４丁目に変更するもの。
対象面積：２．４ｈａ
世帯数：２００世帯
人口：４８０人

「神奈川県道高速横浜羽田空港線等に関する事業の同意について」
首都高速道路株式会社が道路整備特別措置法の規定により、神奈川県高速横浜羽田空港線等に関する
事業」について国土交通大臣より許可を受けるために、議会の議決を経た道路管理者（川崎市）の同
意を求めるもの。
○神奈川県道高速横浜羽田空港線（川崎区浅田４丁目～殿町１丁目）
○神奈川県道高速湾岸線（川崎区扇島～浮島町）
○川崎市道高速縦貫線
ほりぞえ健ニュース
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平成１８年度予算（案）の高津区内重点施策
【協業推進事業：高津区】
高津区安全・安心まちづくり支援事業
１，９６８千円
区民が組織する防犯パトロール隊にパトロール用品を貸与し、地域の防犯活動を支援する。今年度は新たに車
両に装着する青色回転灯の貸与を行う。
協働事業提案制度運営事業
２４４千円
市民から地域の課題を解決する事業提案を募集し、提案者と行政が協働で実施する事業を選定委員会を設置し
て選定する。
高津区協働推進事業外部専門評価実施事業
１，０００千円
高津区協働推進事業のうち一定の事業規模があり、かつ課題の多い事業について、２事業程度を対象に外部機
関による事業評価・改善提案を受ける。
高津区区民生活に関わる区民ニーズ調査事業
２，３４７千円
区で行ってほしい施策・事業と既存事業に対する評価を高津区民１０００人にアンケート調査を行う。
高津音楽のまち推進事業
５，２７３千円
既存の「花コンサート」「区民音楽祭」「キラリたかつコンサート」「ファミリーコンサート」「国際交流コ
ンサート」に加え、「みんなでコンサート」「子どもの音楽文化体験事業」を実施する。

【課題解決に向けた取り組み：高津区】
溝口駅北口周辺放置自転車等対策事業
７８，６４０千円
溝口駅北口地区の放置自転車問題に対応するため、旧平瀬川跡地に駐輪場を整備する。
溝口駅南口周辺地区の総合的整備
１８，０００千円
溝口駅南口周辺地区の景観整備に向けて、野川柿生線沿道の街路樹、花壇等の緑化を推進する。
ニケ領用水久地円筒分水周辺の環境整備及び保存 ２５，８００千円
円筒分水周辺地域一帯の環境整備に関する基本計画を策定するとともに、円筒分水の劣化調査と補修方法の検
討を行う。

【投資的事業：高津区】
橘中学校内保育所の整備（定員９０人：平成１９年２月）
橘特別緑地保全地区の用地取得、神庭特別緑地保全地区の整備
既設公園の再整備
久本薬医門公園（仮称）の整備
市民健康の森整備
緑ヶ丘霊園の用地取得及び整備
多摩川緑地の施設整備
溝ノ口駅前商店街モール化他整備への助成
主要地方道鶴見溝口線の歩道設置
主要地方道鶴見溝口線の交差点改良
道路照明灯の設置
道路標識、防護柵、道路反射鏡、点字ブロックの設置等
溝口駅周辺あんしん歩行エリア整備
溝口駅周辺交通バリアフリー法重点整備地区交通安全施設整備事業
市道・国県道改良
不動橋、梶ヶ谷跨線橋整備
溝口駅北口駐輪場実施設計、久地駅周辺駐輪場設置工事他２箇所の整備
都市計画道路野川柿生線ほか３路線の街路整備、溝口駅南口広場整備
下水幹枝線の整備、分流区域雨水管の整備
市営明石穂住宅外壁改修工事
二子新地駅エレベーター設置補助
新作消防出張所の耐震補強
高津消防署配備ポンプ車１台、広報車１台
高規格救急自動車（新作消防出張所）１台
橘中学校校舎の改築
久地小学校校舎の増築、体育館の改築
子母口小学校の校舎の借上げ
南原小学校のエレベータ設置
橘樹郡衙推定地用地取得
上水道配水施設改築等
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199百万円
133百万円
16百万円
16
35百万円
35
39百万円
39
344百万円
344
6百万円
50百万円
50
22百万円
22
16百万円
16
14百万円
14
20百万円
20
25百万円
25
15百万円
15
134百万円
134
77百万円
77
114百万円
114
797百万円
797
706百万円
706
221百万円
221
17百万円
17
19百万円
19
18百万円
18
34百万円
34
1,528百万円
1,528
397百万円
397
21百万円
21
37百万円
37
248百万円
248
166百万円
166
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第２４回

「川崎市政に参加する会」のご案内

私たちの住む川崎市を「安心して暮らせるまち」に
していくためには、私たちの手でもっともっと変えて
いかなければならないと思います。
一人一人の主権者の皆様とともに、新しい川崎市の
あり方について、勉強し、議論し、実行していく場と
して、「川崎市政に参加する会」を開いています。
毎月、その時々にあったテーマを設定し、開催して
おりますので、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げ
ます。

日時：２００６年３月２２日（水）
午後７時から８時半まで。
場所：高津市民館 第１会議室
溝の口駅前マルイファミリー
溝口１－６－１０ ０４４－８１２－１０９０

第２４回 ３月２２日 午後７時～ 高津市民館

「道州制によって何が変わるか」
－国、地方政府の新しい関係

このニュースはご自宅にも無料で配送しております。毎月確実にご覧になりた
い方は、ほりぞえ健事務所までご連絡ください。（電話：８５５－１４７９）
連載コラム

川崎と高津の地名（No.１３）参考：上田恒三著「高津村風土記稿」
日本地名研究所編「川崎の町名」

側２／３の台地部分に区画整理事業が実施され、梶ヶ
谷１～６丁目が生まれました。
昭和４７年、川崎市の政令市移行に伴い、旧梶ヶ谷
この地は中世の頃には稲毛庄の荘園で馬衣郷となっ
ていたようです。永禄年間（１５５８～６９年）に馬 村の地域は高津区
衣郷が三つに分割され、梶ヶ谷、馬絹、土橋となった となりましたが、
昭和５７年の分区
ようですが、地名の由来は不明です。
江戸初期には旗本領と幕府の直轄領でしたが、元禄 に際しては、区画
整理が行われてい
期には梶ヶ谷村は全体が天領でした。
明治２２年の市制・町村制で宮前村に、昭和１３年 ない南側の１／３
には向丘村など三町村と共に川崎市に編入されました。は宮前区側に編入
東急田園都市線が昭和４１年に長津田まで開通し、北 され、現在に至っ
隣りの末長に梶ヶ谷駅が開設され、昭和４４年には北 ています。

「梶ヶ谷」の由来

政治資金ご寄付のお願い
地元から日本改革を実現するために、皆様の温かい
ご支援をお願い申し上げます。

「ほりぞえ健後援会」宛
郵便振替：高津郵便局 口座００２７０－１－２４１６９
銀行振替：川崎信用金庫 高津支店 普通０７９６２９４

「格差が出るのは悪いこととは思っていな
い」「成功者を妬む風潮、能力ある者の足
をひっぱる風潮を慎んで」こう発言した小
泉首相は、自ら発行するメールマガジンで
も次のように述べている。「『負け組』だ
からといって卑下することはありません。
難しい問題に挑んだことは立派なことだと
思います。『負け組』と言われている人々
にもこれからチャンスをいっぱい提供して、
一度二度失敗しても再挑戦することができ
る社会にしていかなければならないと思っ
ています」。しかし事態は、もっと深刻で
はないだろうか。／再挑戦できる仕組みが
依然として見えない中、「負け組」になっ
たとたんに、経済的に極めて困難な状況に
陥ってしまうのが現状だ。昨年も自殺者は
三万人を越え、その四分の一は「負債・失
業」など経済苦を理由としている。路上生
活者も二万五〇〇〇人を数える。倒産や失
業は他人事ではなく、誰の身にも起こりう
る。／さらに問題なのは、保護者の経済的
苦境の影響が、子どもたちに及んでしまう
ことだ。多くの人が「子どもに十分な教育
を受けさせてやれるか」という不安を抱え
ている。大学生協が、二〇〇四年に実施し
た調査によると、初年度に払った学費等は、
国公立大学・自宅で一三七万円、自宅外二
〇九万円、私立・自宅一四八万円、自宅外
二四〇万円にも上る。受験予備校の費用が
これ以外にかかる。一方大学生の保護者の
平均年収は、国立八三〇万円、私立九二〇
万円と、民間勤労者の平均年収四四〇万を
大幅に上回わる。最近、民間の教育機関が
公私立の高校に対して行った調査によると、
「大学に行きたくても行けない生徒は、学
力より学費の制約が強くなったか」という
問いに、「とてもそう思う」「ややそう思
う」が七〇・七％に上るという。／もちろ
ん大学進学だけがすべてではない。しかし
少なくとも、望む子どもは経済的制約なし
に高等教育を受けられる社会であるべきだ
ろう。子どもたちには責任のない保護者の
経済的状況で、進学や将来が大きく左右さ
れるのでは、公正な社会とは言えないから
だ。／結果の格差を容認する社会は、前提
として、機会の平等が実質的に保証されて
いなければならない。
（事務局ゆ）
ほりぞえ健ニュース

（４）
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