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川崎市議会議員
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快適実感宣言
あなたの視点でfj政普請！
若い議員に対する期待の大きさと、 川崎市

行政の抱える問題の大きさを痛感しつつ活動
を続けた4年間でありました。

また、 この問「あなたの視点アンケ ー ト」
や青雲アンケ ー ト、 ホ ー ムペ ー ジ「一問一答」
などで市民の声を受け止めて、 市政に反映す
べく活動を続けました。 時にはその声が条令
廃止にまで及んだ事もありましたが、 自分の
揚げる市政の4輪は、いまだ道半ばであります。

これからも無名だからできる、 しがらみに
囚われない政治を実践し、 子や孫に責任を持
って引き継げる街づくりをしてまいります。

誇りと停厳が失われ、 すべての日本人の倫
理観が問われる現在だからこそ、 若い議員が
期待を受けていられるうちに腐敗した権力と
規制を破壊します！

プロフィ ー ル

昭和46年 2 月21 日生まれ。 31 オ

渋川高校卒業、 国学院大学法学部

法律学科卒業。

在学中に、 原田義昭衆議院議員の

書生として師事、 実践の政治を学

ぶ。 卒業後、 松崎正策自民党神奈

川8区支部長の秘書となり、 宮前

区の責任者として、 すみずみまで

歩きまわる。 平成11年4月川崎市

議会議員に初当選現在、 環境委員

会副委員長「自民党を考える若き

地方議員の会」事務局長

学生時代
高校時代はボクシング部 大学時

代は弁論部幹事長として、 ディベ

ート・弁論大会、 全国遊説を敢行

趣味は、 トランペット、 将棋

●平成14年9月3日（定例会代表質疑）
•老人医療費助成条例の一部改正について

●平成14年9月25 日（決符審査特別委員会）
•工業用水追の今後と水迫料金の未収金回収業務について⇒削井の払い下げと口座振替の促進

・ナロー型バスの芍入について ⇒検証中
・県生活環境保全条例改正の影密について ⇒市バスDPF化の促進

●平成14年10月3日
•汽源集団回収事業実施団体奨励金の不正受給について ⇒要綱の改定と法的手続きの検証ヘ
• 本市のホー ムページによる梢報公開について ⇒屯子頁料室の改苦ヘ
• 自主防災組織の備裕等の倉庫設骰について ⇒備密介府確保に向け関係局連携ヘ

●平成14年12月3日（定例会）代表質問
•市政一般17項目及び議案2件について

浅野文直の質問内容
●平成11年7月5日（定例会）
・鷺沼駅への行政サ ー ビスコ ー ナ ー の設置要望
・パスポートセンター（幸区）の設附場所の選定について
・ドッグランに対する市の認識と公園の茜梢処理について
●平成11年9月22 B C決符審査特別委員会）
• 市バス女性乗務只採用について
•市立病院における地域医療連携及び財政状況について

●平成12年3月14日（予符審杏特別委員会）
•動物愛護普及啓発事業について
•総合政策評価システムと業務活動評価について

（民間の経営手法の導入による行政のスリム化について）
●平成12年7月11日（定例会）
• 孟園の整備計画と無緑化への対応

●平成12年10月5日（定例会）
•各種公共料金の滞納状況と収納対策、さらに収納体制の

見直しについて
●平成12年12月13日（決鍔審査特別委員会）
• 老人いこいの家の運営委託料について
•国民健康保険徴収嘱託員（賃金2億4千万円）と口座振替

の推進について
●平成13年3月13日（予究審査特別委員会）
•純計予算について
•川崎縦貫高速鉄道事業の予算面について

●平成13年6月27日（定例会）
•代替軽油による汚染物質の削減について

・ドッグランの没硲について
●平成13年9月25 日（決究審査特別委員会）
・サイバ ー テロ対策と市民梢報の危機管理について
■平成13年12月20日（決符審杏特別委員会）
・保育料の滞納状況と収納体制について
●平成14年3月12日（予符審査特別委員会）
・ゼロ・エミッション工業団地について

●平成14年6月27日（定例会）
•公有地内不法設附の政治関連掲示物の撤去について

・スポ ー ツセンタ ー利用に対するサー ピス向上について
• 川崎縦貫高速鉄道事業の環境影響評価及び運営委託について
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●平成14年12月12日（決ね審査特別委員会）
•国民健康保険事業特別会計の財源構成について

・ドッグラン設骰について
・保育園、小学校でのフッ化物洗口について

●平成 1 5 年 3月 4 日（予党審査特別委員会）
•川崎市の職員にのみ与えられてきた代休

システムについて
•生活保蔑受給世帯について
•本市の公文；引の読点について
•公立学校における国旗国家の取り扱いについて
•避難場所の学校におけるガス設備について

net 討議資料
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進捗状況

⇒平成12年11月完成・稼動
⇒検証中
⇒大都市公園緑地問起協議会などへ提議

⇒女性の職均環悦整備向上へ
⇒待ち時問の短縮ヘ

⇒検証中
⇒研究中

⇒約2万基の整備計画と合非形式認の研究へ

⇒滞納額（計17億9900万円）訪問件数(119万軒）の周知
及び収納体制の効率化確立へ

⇒設備面強化へ
⇒取扱要領の改定と口座振誓60%の目標値設定

⇒重複計上2700億円が明らかに
⇒特殊法人への丸投げ事業の警鐘

⇒研究中
⇒低未利用地の暫定活用等の鯛査へ

⇒更なる危機管理体制の確立へ

⇒口座振替促進と厳しい対応も

⇒日本初となるゼロ ・ エミッション工業団地の取組み
における問厖点のあらいだしとISO 14000シリ ー ズ
の取得とリサイクル商品販売を推進

⇒縦割り行政の弊山をなくし、今後は通報に対して選
挙管理委只会が一元化して撤去へ

⇒新しい料金体系の研究へ
⇒ワンマントレインとして民間鉄道事業者に最大限の

運営委託を

⇒この後委員会に付託

⇒行革プランをはじめ2時間30分にわたり
市長・局長に質疑

（ぜひホームペ ー ジにてすべてを御覧下さい。）

⇒行政と議会が協力して調整交付金の確保へ
⇒束京都版の検証と川崎市版へ向け研究から検討へ
⇒検村と啓発事業へ取り組む

⇒廃止に向けて即時調整ヘ

⇒厳正な適正実施と就労促進実施
⇒平成 1 5 年 4月1 日より改正決定
⇒公立学校にて 100%実施ヘ
⇒プロバンガスの有効性を見直し

クリ ーンな政治をめざしてボランティア募集中！ この印刷用紙は再生紙を使用しております
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予算審査を終えて
（平成1 5年3月定例会より）

●平成15年度 各会計予算●
会 計名
一般会計

予 算
5,485億3,066万円

特別会計(16会計） 4, 617億7,726万円

企業会計(6会計） 1, 979億1,560万円

総 額 1兆2,082億2,353万円
※万円未満切捨て

前年度比
4. 0%増
1. 2%増
4. 8%減
1."4%増

平成 15年度予算では、 市民 l 人あたりに換算しますと、
市税等の額は26万8,000 円となっており、 これに国や県
からの補助金・交付金、 市債などを加えた42万7,000 円
を財源に、 下記の事業を行っていきます

保健・医療•福祉IJ)充実に
1 2万3, 0 0 0円

道路•河） II ・下水道の整僅
と安全なまちづくり

7万6, 0 0 0円

行政運営に
5万円

学校教育と生涯学習に
4万円

計画的なまちづくりに
3万円

扇境・リサイクルに
2万9, 0 0 0円

共生と参加のまちづくりに
2万6, 0 0 0円

地域経済の発展に
1万6, 0 0 0円

港湾の整僅に
1万1, 0 0 0円

交通•水道の経営安定に
4, 0 0 0円

その他
2万2, 0 0 0円

I口市税等□市債□その他 I

71,000円

50,000円

43,000円

0 50. 000 100 000 円

net 討議資料2

川崎市起債残高の推移
（一般会計、 特別会計、 企業会計の合計）

1. 509, 704, 203
1, 500, (XX), (XX) 

l, 426. 981. 677 

1, (XX), (XX), (XX) I 

500, ooo. ooo I , - t 日

戸20

Q I � - '' —-
1980年度未 1990年度末 2000年度末 平成15年度末

（単位：千円）

沼U野文直の政治資金収支輯告
平成14年度支出 経常経費

8,820,637円 ＋政治活動費 合計8,820,637円
光熱費 434. 707円

経 常 経 費 事務所賓 1,257.485円
備品・消耗品費 521. 271円

5,158,535円 人件費 2,945.072円

政 治 活 動贅 組織活動我 2,031,589円
宣伝活動費 1,263,643円

3,662,102円 その他 366,870円

平成14年度収入 前年度繰越 1, 487, 758円
個人会費 1. 124. 000円

10.-213,658円 個人からの寄附 1,785,000円
団体等からの寄附 2.316. 900円

｀ 
浅野からの寄附 3,500,000円

合計10,213.658円
※政治団体の収支報告は1月1日から12月31日で提出しています。
※スペースの都合上、 浅野に関する四つの政治団体を里複計上を
省いた上で合符しています。

議員のお財布拝見！
「議員って儲かるの？」そんな質問を度々受けます。

そこで 、 今回も、 平成14年一年問の私個人の収支状況を
公開致します。 一部、雑駁な所もありますが御容赦下さい。
(.lj又A)

屯又 入、

（支出）

秒t ・ ネ土会:イ呆険:
など

活 費

その他

報酬

その他

源泉徴収税額
市・ 県民税
共済会掛金
国民健康保険
国民年金

12,656,305円
（所得控除緩）

650,301円

1,341.500円
805. 300円
842,145円
520,000円
333,600円

アパー ト ・駐車場 1,584,000円
食袈 840,000円
光熱毀 180,000円
交通費等 120,000円
任意保険（自動車含） 983,300円
その他 120,000円
各種会合会費 800,000円
政治活動への寄附 3,826,000円

※予算額には、 それぞれの事業の財源として過去に発行した市債の返済額などを含みます。
（上記参照）

（支出合計） 12.295,845円

( Ill崎市議会議員 浅野文直のホームベージ「2370.NET 」 : 
このホ ー ムペ ー ジは、川崎市の市債から導き出した
額を元に算定されています。
平成14年度末の市債残高は1兆4785億9518万円です。
この額に対しての1年間の増額は238億6377万円です。
これは、

1月で
1日で
1時間で
1分問で
1禾少で

26億7893万円
8929万円

372万円
6万2千円

1034円

という計算になります。
つまり、10秒で1万円ずつ借金が増えていくのです。

川崎の借金時計

川崎市の借金

- - - - -- ― -- - -
剛兆剛剛岨隈億剛恵剛剛万円

あなたの家庭の負担額は ・ ・ ・

傘慮慮万岨卓慮崩@Ill円






