３月３０日 須影地内 埼玉県初！新設ラウンドアバウトが開通！
１月２６日（木）須影小学校にて児童、保護者、
関係者を対象とした説明会が開かれ、児童は校
庭に作られた模擬道路で通行体験を行いました。
最後に校舎屋上から集合写真。逆光が残念～。
最後に校舎屋上から集合写真

ラウンドアバウトを出るときは？
ウィンカーを操作し、交差点を出
るまで合図を継続してください。

車両の優先関係は？

ロータリー優先です。交差
点内を通行する車両等を
妨げないでください。

平成２９年 春 NO,５９
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その日の夜、テレビ埼玉「ニュース９３０」で
説明会の様子が大きく取り上げられました！

横断歩道

歩行者には要注意！
歩行者などには特に注意
をしてください。

交差点を通行するときは

緑地帯

徐行しながら左折で進入
時計回りで走行してください。
交差点に入る時、合図は不要。

信号機はありません。通行にはご注意ください。

NO,５８レポートに誤りがありました。
NO,５８レポートの一部で、「議案第７２号 羽生市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用
等の公営に関する条例の一部を改正する条例」と「議第１号地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書」
の採決結果に誤りがありました。（反対３：賛成１１）と掲載しましたが、正しくは（反対３：賛成１０）です。訂正します。
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【中島なおき（直樹）の略歴】

●昭和47年11月生まれ（44歳） 身長184センチ 体重75キロくらい A型 さそり座
●埼玉栄高校普通科 日本福祉教育専門学校社会教育学科 日本大学法学部政治経済学科卒業
●神奈川県内の児童福祉施設勤務を経て、鴻巣市社会福祉協議会職員となる
●平成19年（34歳)正真正銘「地盤 看板 カバンなし」から羽生市議会議員一般選挙に単身挑み初当選
●平成23年（38歳）羽生市議会議員一般選挙に２度目の立候補 再選を果たす
●平成26年（41歳）話題作り最優先の市政運営に異を唱え、羽生市長選挙に立候補するも惜敗
●選挙後、家族の生活を守るため民間企業に就職 雇用環境の荒廃を目の当たりにする
●平成27年（42歳）再び市議会議員選挙に立候補 市議選史上最高得票を賜り再選を果たす
■所属：第2期若手政治家養成塾副代表 NPO法人地方議会制度研究センター副代表理事
法人地方議会制度研究センター副代表理事
青年地方議員の会会員 ■趣味：家庭菜園 写真 最近はランニングと山歩きに夢中
■特技：ギター弾き語り バスケットボール ■家族：保育士の妻 長女 次女

発行：羽生市議会議員 中島直樹
議会＆活動レポート No,５９

羽生市南羽生 4-17-2
０７０-６４８８-４５８８

〒348-0071

埼玉県市町村議会議長会の新年懇談会が埼
玉県知事公館で行われました。議長名代として
出席。上田知事に新年のご挨拶。

須影小学校卒業式に列
席。卒業生５４名に祝辞を
祝辞を
送りました。
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冬の駅頭活動。初心を忘
れることなく続けています。

羽生市体育館での明治大学バスケットボール教室にて。明大バスケ部の皆さんと
一緒に記念撮影。この集団の中では１８４ｃｍの私が大きく見えません～。(笑)

japanist0422@live.jp

※メールでご連絡いただく際は、送受信トラブルを防止するため開封確認付での送付をお願いいたします。

平成２９年初登り！
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ほとんど毎日更新中！ 中島なおき

平成２９年度羽生市一般会計予算
歳入・歳出

（前年度比

0.１%減）

１７９億２,０００万円
議会費 1.0%

商工費 1.9%

労働費 0.6%

農業費 2.1%
国庫支出金 12.7%

消防費 5.4%

自主財源
52.2%

依存財源
47.8%
市債 11.2%

その他 0.2%

歳入

民生費
36.7%

衛生費 8.5%

市税 41.0%
総務費
9.5%

17,920,000 千円

歳出

17,920,000 千円

地方交付税 11.0%
教育費
9.6%

地方譲与税等 6.7%
諸収入 4.0%

県支出金 6.2%
その他 2.3%

繰入金 3.2%

公債費
10.8%

土木費
13.7%

このほか、７つの特別会計 H２９年度予算案、
H２８年度補正予算案、６つの条例改正案、市道路線
の認定、廃止について上程され、それぞれ原案どおり可決されました。H２５年３月定例会において、複数の議員
から厳しく指摘をされ、羽生市が予算の凍結を示唆したはずの米国ミルブレー市との国際交流に関する予算が２９
年度も計上されていることにより、私中島は H２９年度一般会計予算のみ反対しました。（反対３：賛成１０）
分担金及び負担金 0.8%

使用料及び手数料 0.9%

中島が見る
●総合防災訓練の実施 【1,754】
●高規格救急自動車の整備 【38,000】
●調整池の整備（上羽生地内） 【116,890】
116,890】
●川俣学童保育室の運営 【3,922】
●公立保育所防犯カメラの導入 【484】
●公立保育所のトイレ改修（和➡
洋） 【2,502】
●地域包括支援センター運営の民間委託
市内 3 カ所に設置 【48,000】
●認知症初期集中支援チームの設置
●西中学校校舎 3 号館大規模改造工事
改造工事
【154,321】
●手子林小体育館改修工事 【4,300】
●岩瀬小体育館改修工事 【16,300】
●須影小屋内消火栓設備改修工事 【5,900】

（単位：千円）
●防火水槽の撤去（西 1 丁目） 【6,400】
6,400】
●第 5 期障がい者福祉計画及び第 2 期障がい者
計画の策定 【4,638】
●第 7 期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画
の策定 【4,995】
●全国プレゼンテーションコンクールの開催 【600】
●市体育館柔道場畳の張り替え 【5,736】
●交差点改良工事（羽生総合病院新病院関連）
【138,780】
●岩瀬土地区画整理組合補助金
【617,781】
●
・都市計画道路等整備事業 （182,691）
・調整池築造工事 （220,000）
・その他事業費 （215,090）
・上水道排水管の整備 （85,077）
・下水道管渠の整備（360,000）

の一般質問

を

Q．学校給食費の現状について
平成 18 年以降、読売新聞社と文部科学省
の調査により、学校給食費を滞納している児
童、生徒の保護者の存在と、その対応に学校
現場や自治体が苦慮している実態が明らかに
なった。以降、学校給食費の未納は社会問題
化している。羽生市では、平成 20 年度まで給
食費の未納はないとしていたが、平成 21 年度
から未納額が決算書に記されるようになった。
そこで以下の点について伺う。
① これまで不納欠損がない理由。
② それぞれの学校の未納額の現状。
③ 具体的な未納対策。
④ 学校により、集金方法や振替金融機関
が異なっている現状に対する見解。
⑤ 学校給食費の公会計化に対する見解。

A．学校教育部長

万円

H2７年度文科省学校給食実施状況等調査
全国平均 小学校学校給食費 1 か月 4,301 円
全国平均 中学校学校給食費 1 か月 4,921 円
羽生市小学校学校給食費 1 か月 4,100 円
羽生市中学校学校給食費 1 か月 4,900 円

①H21 年から H26 年まで各学校及び羽生市教育委員会による未納金徴収の際に、自主納付を促す働き
かけによる成果が不納欠損のない理由である。
②未納額のある学校は小学校 2 校、中学校 2 校の 4 校であり、小学校 1 校は約 59 万円。もう１校は約
1 万 2 千円。中学校 1 校は約 35 万円。もう１校は 9 万 3 千円という状況である。
③具体的な未納対策として、入学説明会、PTA 総会等の時間を利用し、給食費納入の説明や
就学援助制度等について説明をしている。納付が 1、2 か月確認できない場合は、電話による
督促、納入依頼の文書の発送、担任、学年主任、管理職の家庭訪問を段階的に行っている。
④現在、集金方法や指定された金融機関により、振替手数料に格差が生じている。地域や学校の状況を
勘案しながら、格差が出ないように働きかけていく。
⑤羽生市では各学校を通じて学校給食費の納付がされたものを、市一般会計の雑入に組み込んでいるこ
とから、公会計的な仕組みとなっている。これが未納に対する抑止効果となっている。今後は学校給食
費の納付方法、請求方法等の改革について調査研究を行っていく。

～一般質問を終了！ その成果を考える。～
紙面の都合上、大幅に割愛しておりますが、今回の質問原稿は 5,000 字を超
えました。最初の登壇の後、一問一答形式で 10 回の再質問を繰り返しました。
時間切れにより、質問は終了しましたが、羽生市における学校給食費未納状況
や、就学援助の現状について確認できました。また、再質問に対する答弁では集
金方法の差異や、指定された金融機関により、振替手数料の格差が生じている
現状の改善を行うという明確な答弁をいただくことが出来ました。
給食費会計の透明化を図ることを目的とした公会計化に関しては、時間が足
りず、残念ながら踏み込んだ答弁をいただくことはできませんでしたが、徴収した
ネット中継をご覧になってい
2 億円以上が内部監査のみで外部監査が一切行われていない不透明な現状 る方にもわかりやすいように
に対する問題提起を行うことが出来ました。
図表を提示しました！

