去 る、３ 月 日 の町長 選
挙に於 いて、 横江淳 一議員
が当 選を果た し蟹 江町の 新
町 長に就 任をしま した 。
今回の町長選挙の特色
は、議 員が町 長に就 任した
事と 会派を 越えた 議員団 が
応 援に回 った事 です。 当町
で は、 議員が町 長に なった
例は最 近では ありま せん 。
この 事は行 財政改 革が叫 ば
れ る今の 時期に は良い 結果
になる と思わ れます 。又そ
うで なければ いけな いと 思
いま す。 現実に横 江新町 長
は 、自立 する行 財政改 革の
推進を 公約に してい ます。
２７

議員の 経験を 行政に 十分生
か される 事を望 みます 。
次に 超会派 でまとま れた
主な要 因は 、間際ま で望ま
れる候補者の立候補がな
く 、時間 ばかり が過ぎ て行
く 状況 で議会 がその 責任を
取らざ るを 得なくな り、 紆
余曲 折はあ った ものの議 長
に 白羽の 矢が当 たり応 援す
る議員 がまと まり、 後援会
「未 来の会 」の立ち あげ に
なっ た経 過と、 議員の中 に
も 、交付 金の 削減等、 行財
政改 革を しなけ ればなら な
い使 命感が あっ た事など が
考 えられ ます。
横江 淳一氏 は、私 達、清
新 クラブ の所属 でした ので
我 々が 応援す るのは当 然で
ありますが、「未来の会」
発足 のメン バー には、清 新
ク ラブ４ 人、新 生クラ ブ３
人、 フォー ラム２ 人、無
会派 １人の 人が名 を連 ね
まし た。会 長は 山田幹夫 氏
に お願い をし、 選挙戦 に入
った訳 であり ます。
選挙 の結果 は当然 の結果
でし たが 無風を 象徴し 、投
票 率は ％の 低率でし た。
３３

２１

１０

さ て、行 財政改 革を実 行
する こと は簡単 な事で はあ
り ません 。こ の３月 議会で
議員の定数を 人に減員
し、 議会は 身をも って行 財
政改 革の 先鞭を つけた 訳で
すが、 役場職 員の削 減、意
識改革 ・組 織、仕 事の効率
化・ 各種 団体の 補助金 の見
直し等 、議 員も、 住民にも
意識 改革が 必要 になっ てく
ると 思われ ます。 それ には
情報 の公開 が大 切です 。何
故そ うなの かと、 住民が 判
断す る材料 （情 報）を 開示
し なけれ ば、な りま せん。
この ように 、たい へん厳
しい 時期に 船出を した新 町
長で すが 、我々 は与党 とし
て、 しっか りと 町長を 支え
て行く 所存で あり ます。
私 自信も 、横江 氏は 、い
１６

ろい ろ一緒 に行動 を共に し
て きた先輩 議員 、同僚 であ
りました。全身で応援をし、
町民 の皆様が 納得さ れる 行
財政 改革に 与党議 員の一 人
とし て頑張っ て行き たい と
思 ってい ますの で、会 員の
皆様の ご理解 ・ご協 力をお
願い 申し上 げます 。

蟹江町長選挙投・開票結果

☆平成 年度予 算が提出
され 、一般 会計は ・８
％減 （前 年起債 の借り換
え があっ たの で実質 ２・
２％の 減）の 億 ６千８
１８ 万１千 円の骨 格予算
に 留め、 新規、 投機的 な
予 算は 新町長 が補正 予算
で対応 する ように なって
いま す。特 別会計 の予算
も 含め、 １６７ 億９千 ６
４ ７万 ７千円 の予算 が承
認され まし た。
８１

１０

１７

１０１０１０

１５１７１４

☆議員 提案で 蟹江町 議会
議員 の定数 が 人から
人 に削減さ れまし た。
選挙は ２年後 である し、
なぜ 今変え なけれ ばいけ
ない のか と云う 意見、 む
や みに議 員を 減らす と住

１６

☆町 民プー ルに ケーニ ー
ズのア リーナ Ｋ２（ キッ
ズ専 用プー ル）を 使用す
る事 とな りまし た。
平 成 年 ６月 ～８月 まで
の間で、土曜日、日曜日、
祝日 の 日 間
土 曜日（ 時～ 時）
日 曜日 （ 時 ～ 時）
祝日 （ 時～ 時）
使用 料 大 人３ 百円
子 供２百 円

１７

２７

２２

民と のパイ プが細 くなる
と 云う意見 もあ りまし た
が賛 成多数 で可決 。次回
の選挙より実施されま
す 。現在 は１人 減の 人
で構成 されて います 。
☆総合行政 化事 業裁判 の
終 結問題 に関す る特別 委
員 会の調査 報告が 加藤正
雄委 員長から 報告さ れま
した 。主な 内容と して、
①行政執行者の責任につ
い て は 、「 十 分 に 責 任 を
果た したとは 認め がたい
が 、一定の 責任の 取り 方
を し た」 と 判 断さ れ、 ②
再発防止策については
「現 在、各 課によ って行
っ ている見 積も り及び 契
約などチ ェック する 専門
員に よる機関 、検査 室な
どの設置 を検 討する 必要
がある」と指摘。③業者
を 訴えた額 が町 の被っ た
損 害額で あるの かに つい
ては、 様々な 意見が あり
委員 会とし ては「 結論が
出 て いな い 」と 報 告。 ④
議会の責 任と問 題点 につ
いて は「議員 報酬の 減額
問題 が提起 された が、反
対の立場を表明した議
員、 議決に 関与し ていな
い 議員など 様々 な立場 が
あり減額 実施は 不可 能」
「議 決機関の 持つチ ェッ
２１

ク 機能が 結果とし て十 分
果 たせ ず残念 である」 と
報告⑤結びとして「今後、
当 町の重 要事 業の推進 に
当たっ ては、 これを 一大
教訓 とし、 再発防 止策を
十 分考 慮すべ きことを 痛
感す る」と 結んだ 。

☆代 表質問 は 各会派 の６
氏が 行い、 私は今回 お休
みを 戴きま した。詳 しく
は 議会だ より を

少 子・高 齢化の 福祉と
して小 学校６ 年生ま での
医療 費無料 化が検 討され
そ うです 。予算 として ８
～ ９千 万必要 になるそ う
で すが、 前向きに 取り 組
む よう である 。近隣町 村
も実施 して いるので 、期
待を しても 良さそ うだ。

賛成

・９％
６３

蟹江町 議会 の新生 クラブ
（８人）が解散届を提出し、
解散 をしま した。 町長選 挙
の 応援体 制が発 端だと 云わ
れ ていま す。 ４月現 在、奥
田議員 を中心 とし て新しく
「 新政会 」の 名称で 議員５
人の登 録があ りま す。詳し
い事 は６月 議会に 報告が あ
る とおも います 。

本 町地区 で要望 がある 、
町名 変更 のアン ケート を本
町連合 会を通 じ町 内会長に
お願 いを して、 該当地 域の
ア ンケー トを実 施し た。
結果は 思った よりも 反対
が 多い と感じ る。こ れはま
だ町名 変更の 本当の 理解が
得 られて いない と思 う。
連合会 も役員 の方 が多数
変わら れたの で、又 、始め
から お願い をし 、ねば り強
く運 動を継 続した いと 思っ
て います 。ちな みに 最近で
は、源 才地区 が学戸 ○丁目
に変 更にな りまし た。
現在 は舟 入地区 が舟入の
名称 で既に ％ の賛成 を得
て、 運動を 継続 中です 。
８０

髙 阪康彦

町会議員

桜 の花が咲 き誇 る季節 と
な りまし た。如 何お過 ごし
でし ょうか。 この便 りが 届
く頃 には、 もう桜 も散っ て
いる かも知 れませ んが、 桜
の 花の如く 、時 の移ろ いの
早 さを感 じるの は私だ けで
しょ うか。
さ て私も 、議員 になり 早
く も２年 が過ぎ ました 。こ
の間 これと云 った仕 事を し
た訳で はなく 反省ば かりで
すが 、私な りに、 住民と 行
政 のパイ プ役に 徹し、 頑張
って来た つも りです 。
これか らの２ 年も 基本的
には変 わる訳 ではあ りま せ
んが、 私達の 仲間か ら新 町
長 が誕生 しまし た。会 派と
して、個 人と しても 力強く
バッ クアップ をし て行こ う
と 思ってい ます。
又 、この事 によ り私達 の
会派の影 響力 が大き くなっ
たと 思われ ます。 しかし こ
れ も会員の 皆様の 応援 があ
れ ばこそ であり ます。 これ
から も変わ りない 応援で 、
大きく育てて戴きますよ
う、重ね て心 よりお 願い申
し上 げます。

