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＊車がすれ違う際、見通しの悪い道路への『注意喚起』の路面標示
　（小手指操車場（所沢西高校側）の鋭角角地の路面標示）
＊和ヶ原商店街の消えかかっていた横断歩道ラインの書き直し
＊歩行者が多く、車から見通しの悪い道路の電柱への注意喚起の
巻き看板の追加設置（狭山湖駐車場交差エリア）

＊椿峰ニュータウン西交差点の歩道橋周辺の補修

＊冬季の霜によるグランドコンデイション不良の改善を目指し、まずは限定範囲での
　試験的なグランド改良対策を議会で提言し、その後実施。その結果が良好だった為、昨秋（2013年 10月）、
　さらに範囲を広げて対策実施。

⇒この対策により、グランドゴルフ等を楽しむ市民の方々から、『今冬は
霜が降りてもグランド状態は以前よりも良好で、改善されている』と、
効果が出ている旨のお声をいただく。
（あまり大きなお金をかけずに対策実施）

＊ 2012 年 6 月議会で、大型パネルを使い、具体的な数字を示しながら
提言。その後、2020 年度の委託化率 70%を念頭に、2014 年度は 33%
から 40%に引き上げが決定。

　⇒年間 約 9,300 万円の経費削減（今後）

＊その後は段階的に、55%（2017 年度、年間約 2.6 億円の経費削減）、
70%（2020 年度、年間約 4.4 億円の経費削減）と引き上げていく予定。

１）松原学園：予算時 1,155 万円が工事時点で 945 万円にダウン
２）新所沢公民館：見通し時点 1,600 万円を予算案時点で、945 万円へ削減、
　　さらに工事時点で 889 万円に（当初見通しから 44%の削減）

＊松原学園の太陽光発電工事の予算案に対して、太陽光パネルの値下がり傾向の金額反映が不十分である
ことを理由に議会で反対討論を行う。最終的に 945 万円で工事実施。
＊また、その後に予定されていた新所沢公民館の太陽光
発電に対しても同様の理由で議会にて発言、当初見通
し金額 1,600 万円を予算案時点で 945 万円に削減し、
最終的な工事費が 889 万円になった。

＊差額通知の先進事例の広島県呉市の取り組みを議会で政策提言、その後、Ｈ
25 年度から差額通知が実現。尚、１％切り替えが進めば、市の国保特別会計
で 1,500 万円の費用抑制。（差額通知決定の直前当時、所沢市は数量ベースで
ジェネリックは 28％だったが、現状 35％に。計算上、約１億円抑制）ちなみに、
このジェネリック推進は藤本市長も非常に力を入れている。

約３年間の
成　果

（2011年5月～
 2014年3月）  

2011 年（平成 23 年）5 月以降、所沢市議会議員として活動をスタート
させていただき、私、谷口自らが主体的に動き、提言等の働きかけに
より実現できた成果（自身がそう思うもの）を報告させていただきます。

＊初当選後の 2011 年 6 月の議会運営委員会で、谷口自身が『議員定数について議
論すべき』と問題提起し、正式議題として取り上げられました。その後、第三
　者機関を設置、最終的に議員定数削減に賛成の立場をとる現職議員の多くの皆
さん（議長を除く 35 名中、27 名賛成）と一緒に実現させていただきました。
	 （2013 年 3 月に条例改正）

　　　来年、平成 27 年 4 月改選の所沢市議会議員選挙は
　　　現在の定数 36 名から 3 名減って 33 名になります。

＊警告看板の内容を変更し、
　更新および新設いたしました。

＊広報ところざわに、一般会計だけではなく、企業会計の
　『借金』も併せて記載へ。

＊『当初見通し金額が世間相場より非常に高い！』ことを議会で発言。その後、
結論的には、必ずしも必要ではない部分の仕様をカットし、大幅な金額削減を
実現。

　　　当初見込み金額、約 2 億 3,000万円を最終的な工事費、1億 353万円に。
　　　当初見込み金額から、1 億 2,637 万円、55%の削減

① 議員定数の実質『３』名削減を実現

⑤ 家庭ゴミ収集運搬の民間委託拡大を実現！
　 将来、年間4.4億円削減へ

⑥ 北野グランドの霜による冬季凍結後の改善を実現！

⑧ 狭山湖周辺ウォーキング道路の
　 ゴミ不法投棄防止の監視強化実現！

⑨ 広報ところざわに企業会計の『借金』も併せて記載へ

⑦ 交通事故を防ぐための看板取付など
　 安全のための整備を実現！

③ 太陽光発電設備（１０ｋＷ級）のコスト削減を実現！

② 非常用発電設備（市役所内設置）の
　 設置工事費大幅ダウンを実現！

④ ジェネリック＝後発医薬品切り替え時の
　『差額通知』を実現 !　（国民健康保険）
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交通安全
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狭山湖駐車場交差エリアの巻き看板

和ヶ原商店街の消えかかっていた
横断歩道ラインの書き直し

残りの任期１年間も―――
　『持続発展可能な所沢の実現！』　『改革スピードアップ！ 所沢！』
　『子供にツケを残させない！』　この思いを胸に、全力投球していきます！
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１. 平成 26 年度所沢市一般会計予算（以下①②を含む予算案は可決） 

　① 『校舎内装木質化事業』
　　　設計費 1,265 万円　平成 27 年度工事費見込み約 1.8 億円
　　　中央中・狭山ヶ丘中の 2 校分
　この事業は公共建築物への木材利用を促進する方針のもと、教室等を木質化する事
業です。他議員の議案質疑において、市長から『やってみて効果がなければ、（他の
学校については）もうやめます』、『（今回）木質化をやるということはですね、（狭山ヶ
丘中の）エアコンをやらないということであります』という答弁があり、さらに『木
質化をやるので、費用的な制約が出てくる。さらに（同じ学校で）エアコン設置とい
うような財政的余裕はないと考える』という主旨の答弁がありました。（その後の教
育福祉委員会で、教育長からは『今回の木質化とエアコン問題は別もの』との軌道修
正的な答弁が出ておりますが……）	
　狭山ヶ丘中の特殊環境である、『騒音環境（学習環境）』の
格差是正の為のエアコン設置とほぼ同等の効果が天然素材を
使っての教室の木質化にあるならば、『了』としますが、上述
の市長の明確な答弁を聞いた中、本事業を、今、このタイミ
ングで狭山ヶ丘中学校にて実施することを認めるわけにはい
かないとして反対致しました。	

　② 『西部クリーンセンター基幹的設備改良（長寿命化）事業』
　　（平成 26 年度の工事費約 5.3 億円、今後の工事費合計が約 35 億円） 

　私自身、３月に現場設備を視察調査し、追加の省エネ対策を模索した結果、ポンプ
系設備での追加省エネ対策が可能と判断しました。その方策をもって、環境省交付金
が 1炉のみの長寿命化の場合でも、認められた事業範囲で 1/2 が交付されること、ま
たもう一方の今後の東部クリーンセンターの長寿命化工事中（平成 30 年度以降）で
のゴミ焼却処理について、西部の長寿命化する 1炉と長寿命化しない 1炉でやりくり
は可能、その結果、西部では平成 26 年度から平成 42 年度までの費用合計で執行部案
よりも 12 億円以上安くなると判断し、反対致しました。	

谷口まさのり市政レポート
　連絡先：〒 359―1151 所沢市若狭 1―2961―1―213　　電話：04（2941）5111 ／ FAX：04（2941）5112
 ・メール（パソコン）：tani.eco@dream.ocn.ne.jp かんたんアクセスは p4 の QR バーコードで

 ・ツイッター：twitter.com/#!/taniguchi1965　☆ツイッターは頑張って更新しております !!	
	・ホームページ：『谷口まさのり』で検索ください。http://www.taniguchi-mirai.jp/

　今回の3月議会は平成26年度の新年度予算案を審議する最も重要な定例議会です。
本議会では、一般会計で約 918 億円、特別会計を合わせて合計で約 1,740 億円（開会時点）
の予算案等が審議されました。なお、私、谷口は一般会計に反対、その他議案４つに反対
致しました。（理由は 4頁をご覧ください）

　また、私は、次の 4議案について反対の立場から 3月 28 日の本会議に登
壇し討論を行いました。一般会計についての反対理由の詳細につきましては
４頁をご覧ください。

民生費
44,006,150

衛生費
10,352,433

総務費
9,030,855

教育費
8,587,608

土木費
7,423,177

公債費
6,784,516

消防費 4,186,621
その他 1,454,640

【歳出】【歳出】【歳入】【歳入】 市税
50,489,000

国庫支出金
15,652,445

その他 5,353,039
使用料および手数料

1,479,115

市債
5,462,800

県支出金
5,407,067

地方交付税
1,928,000

地方消費税交付金
3,230,000

繰入金 2,824,534

借金の
返済

つまりは
借金

総額
918億2600万円

総額
918億2600万円

（単位：千円）

― 平成 26 年　３月議会より ―
■ 市長答弁『木質化をやるということはですね、（狭山ヶ丘中の）エアコンをやらないと

いうことであります』 は見過ごせない……　（3 月 28日の中継録画参照） 

■ 西部クリーンセンター焼却炉の長寿命化工事は、１炉で十分ではないか？ 

■ ２議案（①国民健康保険税条例の改定 ②同 特別会計）が否決
　 ⇒①の４議員による修正議案も否決

◆谷口まさのり経歴 ・昭和 40 年	北海道生まれ、埼玉大学	工学部		環境化学工学科卒業
栗田工業（環境系）や省エネ企業に計 15 年間在籍（技術営業）・	2011 年 4 月		
所沢市議選に当選（2,644 票　みんなの党	公認）　・	趣味等：スポーツ（西武
ライオンズファンクラブ会員）、カラオケ、大のビール党、トトロのふるさと
基金会員　・環境カウンセラー（環境省資格）／社会保険労務士（年金・
雇用分野の国家資格）

かんたんアクセス
QRバーコード

２．その他、反対討論をした議案は次の通りです。
① 所沢市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について（＊）

　　⇒激変緩和措置が不十分な点等から

② 平成 26 年度所沢市国民健康保険特別会計　⇒（＊）と密接に関連するため

③ 所沢市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例制定について
　	　⇒この監査の休止は、外部からの実効性の高い改革エンジンを失ってしまうため

【平成 26 年度 一般会計予算案（開会時点）】
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