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【 鈴木 茂 プロフィール 】 

・昭和３０年生れ。  
・大石小・中学校、熊谷高等学校、明治大学法学部卒業。 
・大宮市立（現さいたま市）春里・泰平・指扇中学校教諭。 
・大石小・中学校 PTA会長。 
・全埼玉私立幼稚園連合会理事。 
・上尾市議会議会報委員長 
【 現在 】 
・上尾市議会議員(無所属)二期目 福祉常任委員会所属、 
上尾政策フォーラム所属 

・(学)浅間台幼稚園園長 
・上尾私立幼稚園協会副会長。 
・(社福)特別養護老人ホーム｢パストーン浅間台｣理事長 

  

問い合わせ先 後援会事務所 〒362-0073 上尾市浅間台２－１８－３ 

TEL 048-771-7656 FAX 048-774-5880 E-mall info@asamadai.ed.jp 

浅間台幼稚園 〒362-0076上尾市弁財２－５－３ TEL 048-774-1046 
  

 みなさんこんにちは。上尾市議会議員 鈴木 茂です。２月２４日から３月２２日まで平成２９年

度の予算等を審議する上尾市議会定例３月議会が開かれていましたのでその主な内容をご報

告させて戴きます。 
 

 

Ⅰ平成２９年度予算案の審議～市民の大切な税金はどのように使われていくのか 
 

【１】一般会計の予算規模は６２７億１千万となり過去最大 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】歳入の 48.１パーセントを占める、市税は３０１億４千万円を見込む。 

◎  一般会計予算状況  

歳入（主なもの、数字は概数）                             （単位：円） 

款 別 
平成２９年度 平成２８年度 

増減額 増減率 
予算額 構成比 予算額 構成比 

市 税 ３０１億４千万 ４８．１％ ２９９億７千万 ４８．２％ １億７千万 ０．６％ 

地方譲与税 ３億７千万 ０．６％ ４億 ０．７％ －３千万 －７．４％ 

地方消費税交

付金 
２９億３千万 ４．７％ ３１億 ５．０％ －１億６千万 －５．２％ 

地方交付税 ２６億９千万 ４．３％ ２７億５千万 ４．４％ －５千万 －２．１％ 

国庫支出金 ９６億３千万 １５．４％ ９１億５千万 １４．７％ ４億８千万 ５．３％ 

県 支 出 金 ３９億２千万 ６．３％ ４０億１千万 ６．５％ －８千万 －２．１％ 

繰 入 金       ３３億４千万 ５．３％ ３１億３千万 ５．０％ ２億１千万 ６．７％ 

諸 収 入 １０億８千万 １．７％ １１億 １．８％ －１億６千万 －１．５％ 

市  債 ６０億１千万 ９．６％ ５９億 ９．５％ １億１千万 １．５％ 

うち土地開発公

社健全化債 
０ ０．０％ ４億９千万 ０．８％ －４億９千万 －１００．０％ 

合 計 ６２７億１千万 １００％ ６２１億４千万 １００％ ５億７千万 ０．９％ 

★ 新築家屋の増を見込んだ（固定資産税の増）市税の増（＋１億８千万） 

★ 生活保護費や障害者自立支援給付費に係る国庫支出金の増（＋４億９千万） 

【３】新図書館複合施設の建設費として１億５，４５６万円を計上。実施設計が遅れ今年

度は杭打ち程度の工事の見込み。 
歳出 （数字は概数）                                 （単位：円） 

目 的 別 
平成２９年度 平成２８年度 

増減額 増減率 
予算額 構成比 予算額 構成比 

議 会 費 ４億４千万 ０．７％ ４億５千万 ０．７％ －４百万 －１．０％ 

総 務 費 ８５億６千万 １３．７％ ６９億 １１．１％ １６億５千万 ２４．０％ 

民 生 費 ２８５億８千万 ４５．６％ ２８８億３千万 ４６．４％ －２億４千万 －０．９％ 

衛 生 費 ５４億 ８．６％ ５０億２千万 ８．１％ ３億８千万 ７．７％ 

商 工 費 ４億６千万 ０．７％ ４億５千万 ０．７％ １千万 ２．８％ 

土 木 費 ５３億３千万 ８．５％ ５７億７千万 ９．３％ －４億３千万 －７．５％ 

消 防 費 ２５億５千万 ４．１％ ２６億３千万 ４．２％ －７千万 －２．９％ 

教 育 費 ４５億９千万 ７．３％ ５１億７千万 ８．４％ －５億８千万 －１１．２％ 

公 債 費 ６４億９千万 １０．４％ ６６億３千万 １０．７％ －１億４千万 －２．１％ 

予 備 費 ８千万 ０．１％ ８千万 ０．１％ ０ - 

合 計 ６２７億１千万 １００％ ６２１億４千万 １００％ ５億７千万 ０．９％ 

★ 文化センター大規模改造事業等による総務費の増（＋１６億５千万） 

★ 原市保育所複合施設整備事業の終了等による民生費の減（－２億５千万） 

★ 電線地中化整備事業の終了等による土木費の減（－４億３千万） 

★ 大谷中学校用地として土地開発公社が保有していた土地の買い戻し（土地開発費公社健全

化）の終了による教育費の減（－５億８千万） 

－１－                                        －２－ 

◎  会計別予算規模         （予算の一千万円以下は切り捨て、数字は概数） 

区分 平成２９年度 平成２８年度 増減額 増減率 

一般会計 ６２７億１千万 ６２１億４千万 ５億７千万 ０．９％ 

特

別

会

計 

国民健康保険会計 ２７１億６千万 ２７２億８千万 －１億２千万 －０．４％ 

公共下水道事業会計 ５１億５千万 ５１億 ５千万 １％ 

介護保険会計 １３９億３千万 １３４億１千万 ５億１千万 ３．８％ 

後期高齢者医療会計 ２５億２千万 ２３億９千万 １億２千万 ５．３％ 

小計 ４８７億７千万 ４８２億 ５億６千万 １．２％ 

企

業

会

計 

水道事業会計 ５９億８千万 ６２億３千万 －２億５千万 －４．１％ 

合   計 １千１７４億６千万 １千１６５億８千万 ８億８千万 ０．８％ 

 

★ 過去最高の６２７億１千万円の予算です。しかし、市税（収入）の過去最高は、平成１９年の 

３２５億円で、今年の市税の予算額は３０１億円です。 

★ 特別会計も増えています。介護保険、後期高齢者医療等が増えているためです。 

★ そのため合計では特別会計は前年度比５億６千万円の増です。 



Ⅱ 上尾政策フォーラムを代表して図書館とﾊﾟｰｸゴルフ場（戸崎東部公園）について

質問しました。図書館についての質問は以下のとおりです。 
Ｑ１ 平成２８年度一般会計補正予算で新図書館複合施設整備事業費５，８２６万円が２９年度に繰

り越される事が提案されたがその理由と内訳は？ 

回答：実施設計は、８，３１６万円で契約。そのうち前払金２，４９０万円。これを差し引いた５，８２６万円

を繰り越すもの。実施設計契約後も市民の意見を取りいれようとアイデア募集を行った。アイデアの

集約と建設計画に取り込めるかの検討を行った為、実施設計が遅れた。 

Ｑ２ 報償費の市民会議委員等謝礼３５万円について、市民会議とは？  

回答：新図書館複合施設で行う事業の展開について、広く市民の意見を取り入れながら検討する市

民参加の会議。 

Ｑ３ 市民会議の人数は？どのような人達を考えているのか？図書館を考える会のような市民団の

方の参加も考えているか？  

回答：１６人程度で計画している。構成は、有識者や公募のほか、大学生や子育て世代を含め、多種

多様な市民に参加して頂く。特定の団体への参加依頼は公募枠もあることから想定していない。図

書館の管理運営方法についても、市民会議の議題にさせて頂く。 

パークゴルフ場（戸崎東部公園）についての質問は以下のとおりです。 

Ｑ１ 平成２８年度補正予算で（仮）戸崎東部公園整備事業費９，９３０万 1 千円が２９年度に繰り越さ

れる事が提案されたが、その理由と内訳は？  

回答：一つ目は２名の地権者との用地交渉が難航しており、年度内の契約が見込めないこと。二つ目

は、公園の造成に必要な良質土の搬入路の確保が難航したため、２８年度内に予定していた工事の

完了が５月中ごろまでかかる見込みの為。内訳は、地権者２名、面積２，９２８㎡の用地購入費が、２，

９８６万６千円。造成や芝張り工事に６，９４３万５千円。 

Ｑ２ １８ホールでのﾊﾟｰｸゴルフ場のオープンは、いつを予定しているのか？ 

回答：平成３０年度前半を予定している。 

Ⅲ 上尾政策フォーラムを代表して図書館とﾊﾟｰｸゴルフ場（戸崎東部公園）について

予算の組み換え動議を提出し、提案理由を説明しました。 
１ 一般会計予算書２頁、第２表 継続費について 

 ９款教育費 ５項社会教育費 新図書館複合施設整備事業 平成２９年度１５２，５００千円、平成 

３０年度２，６３４，１００千円、平成３１年度３４３，９００千円の計上をしないこと 

２ 一般会計予算書１２３頁、７款、４項 都市計画費 ７目 （仮）戸崎東部公園建設費 （仮）戸崎東

部公園整備事業４４３，００４千円を計上しないこと 

３ 一般会計予算書１４５頁、９款、５項 社会教育費 ４目 図書館複合施設建設費 新図書館複合

施設整備事業１５４，５５９千円を計上しないこと 

（提出理由） 

①(仮)戸崎東部公園事業について 

私達、上尾政策フォーラムとしては、１８ホールのパークゴルフ施設建設について反対するものでは

ありませんが、残りの公園用地に関しては、近隣地域の方々の意見を伺いながら地域に望まれる公

園施設にすべきと考えます。 

また、現在、公園用地２件５筆について地権者２名の同意を得られず、当初の予定通りに全ての用

地取得が完了していないという状況になってしまっている中で、工事だけは予定通りに着着と進めて

いくという姿勢は、本来、行政としてあるべき姿でないと考えます。残りの用地取得、今後予定されて

いる工事については、当該地権者との折り合いをつけ、交渉が整った上で、改めて補正予算として計

上し、全ての用地取得を行った上で、進めていくべきとの考えに基づき、組み替え動議と致します。 

②新図書館複合施設整備事業について 

昨年の三月定例会では、本来、完成しているはずの基本設計が遅れ、今定例会では、本来、完

成しているはずの実施設計が遅れているという状況もあります。この点だけを見ましても、本事業に

ついては少し急ぎすぎていると言わざるを得ません。 

我々、上尾政策フォーラムとしては、これまで本事業については、多額の税金が伴う大規模事業

であることや市民の中で賛否両論あり、意見が二分していること、また、現在予定されている建設ス

ケジュールは、東京オリンピック・パラリンピックの工事時期とも重なり、建設費の高騰も予想されるこ

となどを踏まえ、市民を交えた議論、慎重な検討の必要性を提言してきました。 

また、上尾市の都市計画マスタープランを見ますと、『質の高い居住環境』という項目の中の「①

日常生活圏を大事にする環境づくり」で、高齢者はもとより誰もが日常生活圏で生活ができるように、

主な生活利便施設を各地域拠点に集積させ、地域内にある住宅地から身近な生活利便サービス

を享受できることを目指します。 

「③活力ある都市づくり」では、中心市街では商業・業務施設や総合病院などといった高次の都市的

サービスが集積しており、さらに高次の商業・業務、医療、教育・文化などの機能の充実を図ります。

と謳われています。 

この都市計画からすると教育・文化施設の強化をするための新図書館は中心市街地に置き、各

地域には分館を配置し、機能を充実させるべきと考えます。本事業については、新図書館複合施設

建設に伴う現本館や全市的な分館の機能、サービスのあり方も含め、市民を交えた全市的な議論・

検討を行った上で、進めるべきと考えに基づき、組み替え動議と致します。 

Ⅳ 請願第７号「上尾市の図書館サービス計画」について、市民的な議論の場をつく

ることを求める請願に対して上尾政策フォーラムを代表して賛成討論をしました。 
再三述べていますように、我が上尾政策フォーラムは、新図書館建設自体には反対はしておりませ

ん。２３万都市の知の拠点としての新図書館建設は必要と考えています。ご存知のとおりさる１２月に

おいて図書館を考える会が１３，５９８筆、法定署名数の３．７１倍の署名を集め提出された住民投票

条例制定は否決となりました。それでもこの市民団体が請願を出すのは何故なのでしょうか？新図

書館建設地が高齢化社会を迎える現代において適切地とは思えない事。今議会でも我が会派の

井上議員の一般質問で分かるように、公有地拡大推進法において必ずしも必要条件でない１５７万５

０００円の建物に５，６００万で市が補償する事に市民的感情として納得できない事等にあるのではな

いかと思います。上平地区に新図書館が建設された場合の現図書館がどうなるのか、どの程度の

面積が残るのかも今議会では、明らかになりませんでした。上尾市の最上位計画である第５次上尾

市総合計画のまちづくりへの市民力・協動力の向上の中で「地方分権の流れが加速する反面、市

税の減少や扶助費の増大など財政の制約が強まる中、市民・事業者・行政との「協働」によるまちづ

くりの必要性が高まっています。」と書かれています。「上尾市の図書館サービス計画」にも市民と共

に歩む図書館とうたわれています。分館の充実を望む強い市民の声もある中で、どのように新図書

館と現図書館、他の分館を位置付けるのか市民を交えた真摯な議論が必要と考えこの請願に賛成

致します。 

残念ながら私達の出した予算の組み替え動議は民主主義の原則による多数決のルールにより否

決されてしまいましたが、上尾市議会初の試みでした。５月２７日（土）午前１０時～１２時まで鈴木

茂と上尾市政を語る会を実施します。場所は浅間台幼稚園駐車場西側事務所（上尾市春日 2-

27-24.普通の一軒家）です。お茶を飲みながら気軽に話し合いましょう！上尾市政に対してのご

意見をお聞かせ下さい。みなさんお誘いあわせの上ご参加下さい。 事務所℡７１６－７４６２ 

 
 

－３－                                        －４－ 


