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新ゴミ処理施設建設
　　　　　　候補地選定に関する疑惑

ゴミの問題。 これは市民生活に一番大きく身近なテーマと言っ

ても過言ではありません。 ゴミ処理施設建設にあたっては、 鴻

巣 ・ 行田 ・ 北本の 3 市で建設を予定していました。 行田市は

前回の市長選挙の争点は 「ゴミ処理場建設」、 結果ノーという

答えが出ました。 その後 2019 年に計画は白紙解消されました。

600 億円という巨額の費用に加え、 文書の改ざんによって恣意

的に候補地が選定されたという疑惑、 その結果として多額の費

用を要する結果になったこと、 こうした不信感から行田市民は鴻

巣への建設計画を認められないと意思表示を行いました。

多くの疑惑が解消されないまま 2021 年 9 月、 鴻巣 ・ 北本 ・ 吉

見の 2 市 1 町の枠組みで改めてスタートが切られましたが、 ま

たしても同地を候補地として発表されました。 構成市町からのリ

ークでは、 「候補地は鴻巣が頭ごなしに決めてきた」 とのことで

した。 原口市長はまだあきらめていないのか？継承者は引き継ぐ

のか？　鴻巣市民が立ち上がり、 今こそノーという意思表示を！

特別養護老人ホーム
　　 　　　TV 報道された錬金術の真相は

特別養護老人ホームは空きが乏しく、 入所待ちが続いています。

そうした中、 市内に新たな施設の建設は高齢者だけではなくそ

の家族にとっても望まれるところです。 2020 年、 新たな施設建

設が発表されました。 しかし 「原口市長所有の土地」 に建設が

予定されているということでした。 埼玉県への意見書には鴻巣市

長 （原口市長） の名前とハンコで 「整備に支障なし」 と回答さ

れました。 この土地は田んぼです。 農業振興地域といって農業

以外の利用を制限された農地転用が出来ない土地です。 よって

宅地と比較し安価で農家間の取引価格は 30 万円程度／１反 （

約 990 ㎡） で今回の予定地の面積 2,462 ㎡であっても 75 万円程

度が相場です。 しかし 50 年の定期借地権で年間 180 万円、 50

年間で 9,000 万円の不労所得を得る契約を結んでいました。

自身の権限で自身の土地に公の建物を建設し高額の金銭を得

る行為を世間では私利私欲、 公私混同と言うのではないでしょ

うか。 原口市政の継承 ・ 発展を掲げ次の市長選に出馬する候

補者はこうした疑惑が残る政策をも継承するのか？疑問です。

こうのすシネマの運営

橋梁 （通称原口橋） 建設
 現職市長所有の土地買収と建設の必要性

市道 H-223 号線の道路建設は、 免許センター脇から安養寺

までの元荒川に橋を架けるというものです。 川の上流、 下流

には既存の橋があるにも関わらずこの橋が本当に必要か疑問

が残る事業でした。 調査すると、 安養寺側には原口市長の

自宅があり、 近隣でも 「原口橋」 だとか対岸にある大型スー

パーへの 「お買い物橋」 と揶揄される声も聞こえました。

橋梁建設を行うためには大通りまでの道路で拡幅工事が必要

です。 安養寺側の道路拡幅のため原口市長所有の土地の一

部を買収する必要があるとのことでした。 この事業を業者に概

算で計算してもらうと約 5 億円とのことでした。 地元の 200 名

超の要望があったため整備するとの説明がありました。 同じ費

用を効果的に使うのならば、 多くの人々が望む鴻巣駅東口へ

のエレベーター設置に使うのがあるべき姿ではないでしょうか。

ある与党幹部は 「原口市長の任期中は止めてくれ。 やるのなら

終わった後にしてくれ」 と意見されたことからも、 本人たちでも

やましい気持ちがあることが想定されます。
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あべしんや　が　あべしんや　が　こうのす　の問題点を指摘！こうのす　の問題点を指摘！

　　　　　「のり弁」 の不透明な会計支出

エルミ鴻巣アネックスビル３Ｆで運営している映画館 「こうのす

シネマ」 は指定管理としてティジョイという会社が管理運営して

います。 映画館損益計算書が開示され①指定管理料３４６５万円

を支払い②利益は４９６万２４７８円でした （令和３年度）。 中身を

見ると、 黒字経営で健全にも見えますが、 仕入れの大半がグ

ループ企業です。 開示された損益計算書の肝心な事業収入 （

入場料や物販等） が黒塗りであること。 さらに、 映画費や物販

原価などが黒塗りで支払いは総額でしかわからないこと。 つまり

、 業者の考え一つで利益の増減が帳簿上操作可能になるという

ことです。 年間３億円超の収入にもかかわらず、 ５年前から利益

が４００万～５００万円程度と同じくらい。 これを偶然と捉えるのか

、 必然と捉えるのか。 指定管理を任せる以上、 その費用の使

い道を明確にしなくては正当性が失われます。 その他にも２,７８

１万円の施設管理料費を含め６,０００万円以上の多額の支出にな

っています。 そろそろ独立した運営に舵をきるべきではないか？



子育て子育てしやすいまち 「こうのす」しやすいまち 「こうのす」

●給食費の無償化
鴻巣市では、 小学校 4,500 円／月額 （1 食 266 円） 中学校 5,200 円／
月額 （1 食 313 円） が徴収されています。 この全てが食材費 （材料費）
に充当されていますが、 年間で計算すると約 5 ～ 6 万円ほど家庭の負担
になっています。 少子化 ・ 子どもの貧困問題を背景に、 手厚い支援で子
育ての流出を食い止め、 新住民を呼び込むことができます。 しかし、 多
額の財源確保も必要です。
小学校約 5,502 人、 中学校約 2,947 人 （令和 4 年 1 月現在） で計算す
ると約 4 億 4,000 万円ほどの財源が必要です。 この 20 年間で大型開発
や道路整備などが積極的に行われ、 毎年多くの財源が割かれてきました。
今後は 「作る」 から 「維持」 に転換し、 その財源を子育て支援策に回す
ことで解決できます。

その他の鴻巣市の支出額
調理業務委託料として、 年間 5 億 2,300 万円が支払われています。
（小学校 ： 約 3 億 3600 万円、 中学校 ： 1 億 8700 万円）

●小中学校統廃合計画の見直し

●公立保育所の増加 ●小中学校少人数学級の推進

令和 4 年 2 月、 鴻巣市は 18 校ある小学校を令和 10 年度までに、 小中
一貫校の新設を含めて 13 校に統廃合を行いたいと計画が説明されました。
令和 9 年度までに常光小学校 ・ 大芦小学校 ・ 小谷小学校の廃校を計画し、
令和 10 年度に屈巣小学校 ・ 共和小学校 ・ 広田小学校の三校を統合し新た
な小学校を建設する計画でした。
この再編計画は国が示す適正規模校の基準が 「一校で 12 学級から 18 学
級」 となっています。 しかし、 従来からの学校規模や教育内容は地域の実
情に応じて行っていくことを尊重しており、 市側からの強引な統廃合は有っ
てはならないことです。 学校は地域コミュニティの核でもあり、 その地域の
象徴にもなっています。 こうした計画は非常にデリケートな問題で、 保護者
はもちろんのこと、 地域住民への十分な説明をおこない理解を得てから行
う必要があります。
昨年度行われた笠原小学校廃校の際には、 地元の方から非常に多くの方が
嘆き悲しみました。 こうした悲劇を起こさないためにも、 計画を一旦白紙に
戻し改めて本市のコミュニティの在り方を考え直す必要があります。

少子高齢化の一つの理由として、 子育てしづらい環境があげられています。
共働き世帯も増え、 保育所の役割が大きくなってきています。
現在の鴻巣市は 「待機児童ゼロ」 と言っていますが、 保護者が希望する
保育所への入所ではなく空きがある遠方の保育所入所も含んだものになっ
ています。 公立保育所では私立保育所では対応が難しい地域ニーズに応
える事業運営を行うことができること （例えば 0 歳児から 3 歳児未満の保
育 ・ 障がい者保育等） や、 市町村の 「住民ニーズ」 に応える保育ができ
ることなどがあります。 こうしたことから、 児童福祉法第 24 条では、 市
町村での保育又は保育を確保するための措置を講じなければならないと明
記されています。
本市の公立保育所はこれまで 8 カ所ありましたが、 2021 年度末で富士見
保育所が廃止となり、 7 保育所となりました。 また、 老朽化した保育所も
多く存在しています。 少子化の波が大きくなっている今こそ、 公立保育所
の建替えと保護者の声に応える公立保育所の増設が必要となっています。

新型コロナウイルスの蔓延により、　学習環境にも大きな変化を余儀なく
されています。 私立学校ではオンライン授業が行われるなど、 ICT 技術の
社会への浸透に伴って、 教育現場でも先端技術の効果的な活用が求めら
れる時代となってきました。 また文科省の推進するギガスクール構想により
、 本市では 1 人 1 台のパソコンが配備されました。 こうした先端技術を活
用した教育には従来よりきめ細やかな指導が必要とされています。
また令和 3 年に法改正が行われ、 小学校 1 クラスの上限が 40 人から 35
人へと舵がきられました。 新型コロナウイルス感染による学級閉鎖 ・ 学年
閉鎖が毎日のように起きており、 今の教室の広さでの 40 人学級は感染防
止に必要な距離を確保出来ず児童の安全を担保できません。
現場では不登校や家庭環境による格差など、 様々な課題への対応が求め
られておりますが、 子どもたちの安全ときめ細やかなケアのためにも少人数
学級化の推進は必要であると考えます。 義務教育は 「投資」 です。
鴻巣市の未来を託す子供たちへの投資である 「義務教育」 において、 い
まがまさに変革のタイミングではないでしょうか。

産業育成と雇用の創出産業育成と雇用の創出

●農業のさらなる発展を支援●市内企業の育成と災害協定の強化

●企業誘致と雇用の創出

鴻巣市では全国トップクラスの花卉生産に加え、 米の生産も盛んです。 し
かし、 農家の高齢化や後継者不足から休耕地も目立ってきました。 こうし
た時代背景も踏まえ、 市の土地利用計画を見直し、 農地として利用するべ
きか、 土地改良事業により新たな事業用途とするべきか見直しを要する時
期に差し掛かってきました。 すでに整備を行った笠原地区を含めて、 再整
備を考えていくべきであると考えます。
令和 8 年の開設に向けて整備を進める 「道の駅建設」 では、 SDGs に基づ
き地産地消を推進します。 確実な生産体制つくりを進め、 年間を通して安
定的な地元農産物の提供を行政としても支援する必要があります。
また国や JA と連携して制度資金の有効利用や施設整備を行うなど、 若い
世代が安心して農業に従事できる環境作りを推進します。
日本の食料自給率は 37％ （農水省 令和 2 年度発表数値） と低下が進ん
でいます。 そうした中、 農家にとっての販路拡大、 市民にとっては新鮮で
安心、 安全なおいしい食材が手に入る道の駅の建設を全力で支援します。

本市の土木工事、 建設工事などの公共事業は地元企業だけではなくどこ
の企業でも入札できる仕組みになっています。 これは公平公正な入札制度
を保つ仕組みとしては非常に有意義な施策です。 しかし、 応札企業からは
、 「一部の企業が利益率の高い仕事を独占している」 や 「高額案件ではい
つも顔ぶれが同じ」 などの声が聞こえるほど今の入札結果におかしいと不
正を疑う人が多くいることも事実です。
そこで、 公平公正な発注が出来るよう、 新たな監視体制が必要であると
考えます。 また、 制度変更や監視体制を強化するとともに、 地元企業の
育成も強化する必要があります。 大雪などの有事の際に除雪など誰が道路
を整備するのか、 それは地元の企業です。 しかし体力のない企業も増え
てきており、 このような臨時の仕事のために人や機材を確保し続けることが
出来なくなっています。 他市のように、 原則市内に本店を置く企業に発注
することで、 非常事態への備えにつながり、 市民の安心安全につながりま
す。 （税収 UP にもつながります）

現在、 上尾道路の延伸工事が進行中ですが、 鴻巣市内においても用地買
収が始まり埼玉県でも基盤整備を行っていきます。 国道などの幹線道路が
市内を横断するということは、 その利便性を最大限活用するために、 ショ
ッピングモールや企業誘致など市民にとっても非常に有意義な開発が期待さ
れるところです。 整備にあたっては農地の利用も検討しなくてはなりません。

開発の必要性を見極め、 市全体の発展に結び付くのかを慎重に検討しなが
らも大胆な考えも必要です。
短期間に整備 ・ 開発をすることはできませんが、 将来的な雇用の拡大、 市
税の増収、 若い世代の定住など、 鴻巣の 「まちの大きな発展」 につながる
ビジョンを示す必要があります。
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