
★６月定例議会開催★
6月14日～7月11日まで28日間の日程で６月定例議会が開催されました。監査委員の選任や２度に亘
り入札が不調に終わった七次台中学校トイレ改修工事を延長するため1,276万2千円を追加する平成31
年度一般会計補正予算など12議案が上程されすべて可決しました。

★６月議会では「市長の政治姿勢について」一般質問をしました★
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先の選挙で議席を頂き４年ぶりの議会でしたが、以前と比べて平穏な議会であり、議事も淡々と進められ何も
課題がないかのようでした。委員会中継や押しボタン採決など議会改革にも取り組んでいますが、私から見れば
物足りません。特に、議会全体に緊張感がなく行政の緩みが伝わってきます。（あくまでも私の個人的見解）

Ｑ：どのような市政運営を考えているのか。
Ａ：市民・事業者・行政の力を結集する「オール白井」

として、連携しながら取り組みます。そのためには
市民の皆様も自分事として考え、創っていく「真の
市民自治」が必要と考えています。

Ｑ：行政マンと首長の違いはなんだと思うか。
Ａ：首長はリーダーとして決断をすることだと考えて

います。
Ｑ：なぜ市長になろうと思ったのか。
Ａ：中心的に担ってきた施策を自分がリーダーとなっ

て完成させたいという思いからです。
Ｑ：前市長とどこが違うのか。
Ａ：そのまま継承します。

★新市長のビジョンが見えない★
笠井新市長は志あって行政マンから市長になったのですから、トップリーダーとして
思い切ったビジョンを掲げてもらいたい。

しかし、答弁は「まちづくりの主体は市民なので、市民の方々が自分事としてまちづ
くりを考え創っていく」ということですから、笠井カラーがぼやけて結局何をしたいのか
が伝わってこない！ 残念です(>_<)
私の現時点の市長の評価は５段階の「２」というところです。

Ｑ：具体的施策は。
Ａ：第５次総合計画前期基本計画を実施し、公約と

した５つの施策の柱を推進してまいります。
Ｑ：市長が20年間関わってきた「健康文化都市」を

再度市のスローガンにしてはどうか。
Ａ：画期的な取り組みでしたが、第５次基本構想に

示されていないので現在考えていません。
Ｑ：職員の意識改革とは。
Ａ：コスト、事業の目的、有効性を見直し、本当に市

民にとって必要な事業・サービスなのかを検討
し、研修をしてまいります。

Ｑ：市の財政状況は。
Ａ：現在の財政状況は健全と捉えています。

（概要は8月15日新聞折込予定の『議会だより』、全文は市役所ロビー･図書館に置いてある『白井市議会会議録』をご覧下さい。）

市政に対するご意見・ご要望等ありましたらご一報下さい。

会議中継 岩田典之
インターネット
映像配信

白井市議会 ⇒検索



平成30年度決算が公表されました。輸送人員は、対前期比65万1千人増の
3,886万6千人(1.7％増)、営業収益は前期比1.2％増の177億4千万円、営業利
益は3.9％増の42億9千万円、経常利益は6.7％増の38億3千万円と19年連続
黒字となり、法人税等を控除した後の当期純利益は、前期比8.3％増の26億5

千万円となりました。当初北総鉄道が「値下げができない大きな要因」として
いた「債務超過」は、開業33年目の平成24年に解消され、30年度末の「純資産」
は178億7千万円まで膨れ上がりました。また、もう一つの値下げ出来ない要因
とされていた「累積赤字」も、約450億円から70億3千万円にまで減少され、あと
3年で解消される見込みです。

当 1 しばた 圭子 2259 無所属 現

当 2 古沢由紀子 1859 自民党 元

当 3 徳本みつか 1524 共産党 新

当 4 斉藤 ともこ 1247 公明党 現

当 5 石井 けいこ 1206 公明党 現

当 6 小田川あつ子 1168 無所属 現

当 7 岩田 のりゆき 1154 無所属 元

当 8 うえむら 博 1073 公明党 現

当 9 いとう 仁 980 無所属 元

当 10 影山こうすけ 891 無所属 現

当 11 広沢しゅうじ 885 無所属 現

当 12 中川かつとし 857 共産党 現

当 13 秋谷きみおみ 850 無所属 現

当 14 ちわき敏行 841 無所属 現

当 15 竹内 陽子 800 無所属 現

当 16 岡田しげる 743 無所属 新

当 17 和田健一郎 706 無所属 現

当 18 長谷川のりお 699 無所属 現

当 19 ひらた新子 681 無所属 現

当 20 田中 和八 600 無所属 現

当 21 石川 しろう 580 無所属 新

22 藤代ひろみち 431 無所属 新

23 藤田 ひとし 198 無所属 新

日 時：７月２６日(金)
１４：００～

場 所：岩田のりゆき
後援会事務所

（下記地図参照）

★岩田のりゆき
議会報告会のご案内★

※駐車場はありません
※エアコンもありません

区分 平成9年度 平成11年度 平成13年度 平成15年度 平成17年度 平成19年度 平成21年度 平成24年度 平成27年度 平成30年度

営業収益 100.1億円 115.9億円 125.5億円 126.9億円 130.6億円 143.9億円 148.3億円 159.2億円 164.8億円 177.4億円

営業費用 74.4億円 74.8億円 79.7億円 81.9億円 88.2億円 94.8億円 99.3億円 105.1億円 115.1億円 134.5億円

支払利息 60.5億円 55.5億円 28.4億円 27.0億円 20.6億円 19.1億円 14.9億円 10.7億円 8.0億円 5.1億円

法人税等 9.0億円 11.7億円 12.9億円 17.1億円 14.1億円 11.8億円

当期損益 ▲33.1億円 ▲12.7億円 22.5億円 18.4億円 11.1億円 15.4億円 16.7億円 26.7億円 27.6億円 26.5億円

4月21日執行
有権者数 50,514人
投票総数 22,600 有効投票 22,232 無効投票 368
投票率 44.74％（前回投票率 50.97％） 白井市根 1 9 6 4 - 7

【白井市議会議員選挙】 上位６人が女性 史上初の快挙！
地方議会選挙では女性が立候補すること自体をためらうことが多い中、白井市では8人の女性候補

者全員が当選。さらに上位６位までを女性が占めるという史上初の快挙となりました（これまで大磯町議会
議員選挙の上位５人が最高）。今後のまちづくりに大きな影響を与えることは間違いありません！

北総鉄道１９年連続黒字 次のチャンスは３年後

●この会報は議員に支給されている政務活動費の一部（約24,000円）を使用して作成しました。


