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和光市議会議員

され、今後もグッズの種類や販路の拡大が予想され、平成25年8月末現在、わこうっちキャラクター使用
取得について承認を受けているグッズは、32種類に上っています。
[質問] 和光ブランド・わこうっちグッズのPRとして、和光市駅南口広場で月に1回とか、定期的に販売・
PRを行ったらと思いますが？
[答弁] 駅南口広場での販売やPRの実施は、市民のみならず市外の方へのPRも可能となり、効果的な
PR方法の一つであると考えております。実施については、今後検討していきます。
[質問] 庁舎内でわこうっちグッズを販売することは出来ないか？
[答弁] 庁舎内で販売するためのスペースを確保することは、現段階では難しいと考えておりますが、事
業者が定期的にグッズの販売を希望する場合は、行政財産の使用のあり方を含め検討します。
[コメント] わこうっちグッズも和光ブランドも、PRが大切だと思います。わこうっちグッズもサンプル商
品など各公共施設などに展示してPRして頂くように要望致しました。

文化財の保存について
長泉酒造のレンガの煙突保存について質問いたしました。
[質問] 保存して置くのも大変だと思いますが、処分してからではどうにもなりません。いつでも復元出
来るように保存しておくことが大切だと思います。出来るだけ多く保存して置くことは出来ませんか？
[答弁] 産業遺産の一部である、
レンガ造りの煙突ですので、解体の際に協力が得られればレンガ材等を
部分的に採取し、記録保存の資料とともに保管したいと思います。
[質問] 煙突跡地は、大きな集合住宅が出来ると聞いております。提供公園等の整備も行われると思いま
すが、提供公園に、写真とレンガを展示して置くことは出来ないでしょうか？
[答弁] 公園への整備となると都市整備課との協議が必要となりますので、レンガと長泉酒造の写真の
展示が可能かについては検討します。
[コメント] 和光市には和光市文化財保護条例があり、和光市指定文化財 旧冨岡家住宅の保存・活用を
行っています。和光市にあった長泉酒造の煙突も保存出来たらと思っている方がたくさんおられます。出
来るだけ多く残し、いつでも復元出来るように保存して頂きますように要望致ました。

質問内容等は、和光市議会ホームページ議会会議録検索システムを利用しご確認ください。
和光市議会議員

市政に対するご意見・ご要望、またなにかの時には、なんでもご遠慮なくご相談下さい。皆さんと一緒に
考えて行きます。
この会は、吉田たけしさんを中心に明るく、楽しく元気なまちづくりを
目的に、会員相互の研修と親睦を行なっています。
入会無料です。入会いただける方は右記にご記入
の上、
この面をFAXでお送りください。
どうぞお気
軽にご加入ください。

会長 柳下 茂
〒351-0111

埼玉県和光市下新倉4-15-1

TEL.048-424-3517 FAX.048-462-9369
http://www.takechan-yoshida.jp
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平成25年和光市議会9月定例会（議会）が、8月29日（木）より会期23日間の
日程で開会し9月20日（金）に閉会致しました。陳情1件、議案49号から議案67
号までの19議案が上程されました。審議内容及び審議結
果については、和光市議会ホームページにてご確認くださ
い。私は今回全ての議案に対して賛成致しました。
尚、和光市議会を広く市民の方々に公開し、より開かれた
議会を推進するために、開催中の市議会の音声及び画像を
記録し、インターネット上で公開しています。録画中継は、
原則として本会議の翌日から起算して5日（土日を除き）以
降に配信することになっています。

わこうっち初エントリー
和光市のイメージキャラクター「わこうっち」が、ゆるキャラグ
ランプリ2013にエントリーしました。投票は9月17日から11月8
日まで行われます。わこうっちがグランプリに輝くように皆さん
のあたたかい応援を宜しくお願い致します。表彰セレモニーは
11月24日に行われます。
（投票は、インターネッ
トから投票できます。
ゆ るキャラグランプリ
2013公式ホームページ
和光市
和光市
から投票して下さい。
キャラクター
イメージキャラクター
「さつきちゃん」
投票は1人毎日1回出来ます）「わこうっち」

http://www.yurugp.jp

パスポートの申請・交付について
パスポートの申請・交付が、埼玉県からの権限移譲に伴い、平成25年10月1日（火）
からパスポートの申請・交付が和光市役所で行えるようになりました。ご活用下さい。

お名前
ご住所

第2回学校建設等特別委員会が開催されました
8月19日（月）に第2回委員会が開催されました。

ご連絡先電話番号
携帯
メールアドレス

●当初の学校敷地予定面積は1万6,000㎡でしたが段々と縮小されて行き、1万6,000㎡→1万
5,000㎡→1万3,000と変更となりました。今回の変更は、コンクリート破砕場が自己のリサイクル
施設でしたが、移転に伴う開発許可の手続きが出来ないという理由で同施設2,000㎡の移転を
断念し、1万3,000㎡に縮小となりました。このことについては市側の調査不足で交渉を進めてき
たことで、最後になってコンクリート破砕場の方にご迷惑をおかけしたと私は思っています。もっ
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と調査をして交渉に臨んで頂きますようにお願い
致しました。
●下新倉児童センター及び学童保育クラブを残して
複合施設にするのかについては今後下新倉小学
校建設準備委員会の中で協議して行くとの報告
がありました。8月22日に第3回、9月25日に第4回
下新倉小学校建設準備委員会が行われ、その中
で学校建設に対する計画図が示されました。どの
案にも児童センター・学童保育が含まれていました。今児童センターを利用して事業を行っている団体
からは、複合施設になることで、使用しにくくなるとの意見も多数出ています。
・学校区地域自治会・保護
者などからは、下新倉小学校建設に対する説明会を予定学校区全体を対象に行って頂きたいとの要望
が出ています。
●今後の予定は１０月２日〜２２日パブリックコメント、説明会・意見交換会を実施し、
１０月２５日（金）第５回準
備委員会で新設する学校像の検討を行い、市長及び教育委員会に報告書を提出する予定です。
[コメント] 市長は、下新倉小学校建設に対して、
「新しい学校のあるべき姿については、児童にとって楽
しさや夢のあるものであるとともに、安全で安心かつ優しく、快適なものでなければならない」また、和光
市の北側の発展の象徴的な公共施設でなければならないといっていますが、今の計画では難しいのでは
と私は思います。

議案54号平成25年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第2号）について

おもな歳出は、小学校建設用地の代替地の取得実施に伴う補正、消防団のデジタル無線の整備を行う補
正、埼玉県緊急雇用創出基金市町村事業費補助金を活用した「まちづくりコミュニティカフェ運営事業」
「都市農業支援事業」
「イメージキャラクターＰＲ推進事業」等の増額、アーバンアクア公園については補
助金を見直すことになり、予算を減額しました。

吉田たけしが市政に対する一般質問をした内容（抜粋）

駅北口土地区画整理事業について
駅北口土地区画整理事業について質問致しました。
[質問] 5月頃に駅北口土地区画整理事業を考える会が発足致しましたが、説明不足・合意が得られて
いないことから発足したのでしょうか？
「気付く」
「知らなかった」などと言うことを少し
[答弁] 駅北口土地区画整理事業を考える会の発足理由は、
でも無くし、最終的に事業計画が円滑に推進して行く事を願って発足した勉強会を兼ねた会と聞いています。
[コメント] 区画整理などの説明は理解しにくいことなどがあり、理解出来ないことや良く分からない
ことを、みんなで勉強し理解しようとの活動に感謝致します。地権者自らが、事業計画を円滑に推進し
て行く事を願って発足した会と言うことで素晴らしい会だと思いました。
[質問] 市長に質問致しました。和光市駅北口土地区画整理事業は、市の重点課題であるため、計画ど
うりに進めて頂きたいと考えますが、いかがでしょうか？
[答弁] 和光市駅北口区画整理事業は、本市の中心市街地を形成する都市基盤整備事業であり、北側
の玄関口としての公共空間である駅前広場を整備し、中心市街地の活性化、道路や歩行者専用道路の
整備を行い「快適で暮らしやすいまちづくり」
「安心・安全なまちづくり」の重要な施策であり、緊急性
も高いことから、事業計画に基づき着実に事業を進めることが重要と考えています。
[コメント] 和光市駅北口区画整理事業は、これから和光市の活力ある社会と地域の形成と安全で豊かな生活を
可能とする街づくりを進めるために期待されている事業です。是非計画通りに進めて頂くように要望致しました。

子育て支援・待機児童解消対策について
子ども・子育て支援会議について質問致しました。
[コメント] 8月27日に第1回和光市子ども・子育て支援会議が行われました。
私も傍聴致しましたが、新制度の概要など丁寧な説明があり、また分かりやすい
資料も準備されていました。委員になられた方々は、働く保護者の参加もある
ことから、開催は19：00から21：00、市役所で行われました。委員の皆さんは、
真剣に考えておられ、またしっかりと勉強されて出席していました。委員の方は、働く保護者の方もいます
ので、引き続き、開催場所や時間などに配慮して頂くように要望致しました。

保育園待機児童解消のための幼稚園との連携について質問致しました。
[質問] 和光市も、財政困難の中、保育所が足らないからといって、どんどん保育所をつくるのはどうかと思います。保育
所をつくるよりも、まずは今の幼稚園の施設を活用できるかを考えて、保育園と同様の機能を持つ幼稚園を整備すること
で、保育園待機児童解消に役立てることができると思いますが、保育園待機児童解消のための幼稚園との連携について？
[答弁] 新制度の前倒しプランである「待機児童解消加速化プラン」の事業説明を7月31日に幼稚園事
業者が出席のもと、県から事業説明がありましたが、現状での判断は難しいとの意見もあり、今後の国の
審議の状況を見ながら、情報共有を図るとともにニーズ調査の結果を踏まえ「量の把握」と「確保の方
策」について、幼稚園事業者と意見交換をしていきたいと考えています。

子ども・子育て新制度における市の対応状況について質問致しました。
[質問] 今回、子育て支援、待機児童解消対策の質問に際して、気付いたことは、教育委員会の中には、教
育総務課・生涯学習課・学校教育課の３つの部署があり、平成27年4月より実施される子ども・子育て新制
度には子ども福祉課が加わりますが、連携を取って行けるのでしょうか？
[答弁] 子ども・子育て新制度における施策を円滑に実施することができる事務執行体制の整備等、子ど
も・子育て新制度への対応について総合的かつ体系的に調査するため、庁内調査会議を設置し、専門的な
調査、分析及び検討を行うワーキングチームを置き、今後国から示される基準等に対応していきます。
[コメント] 今後も和光市には新しい集合住宅や分譲住宅の建設が予定されています。白子小学校では来年度
の新入生は、180人を越える予定となっており、教室も足りなくなるような状況となりそうだと聞きました。小学
校建設はもちろん早く行わなければいけませんが、保育園・学童保育施設も足らなくなり、待機児童が多くなる
と考えられますので、待機児童解消加速化プランなどを有効に、早期に進めて頂きますように要望致しました。

まちづくりについて
地域ブランドについて質問致しました。
[質問] 和光市産業振興計画で平成23年度から平成30年度の８年間が計画期間となっています。地域ブ
ランドの創出について、今現在の進捗状況と今後の計画について、また、何点か認定されたと思いますが、
認定後の販売・ＰＲについて？
「和光らしさ」
「独自性・優位性」
[答弁] 平成24年12月に開催した和光ブランド認定推進委員会において、
「信頼性・安全性」
「市場性・将来性」の基準で審査を行った結果、和光サブレ、手もみ新倉うどん、ダン
ボー、耐震補強「三角火打ち金物」の4点を和光ブランドとして認定しております。認定したブランド品は、
広報、ホームページ、みどころマップ、くらしナビ等で周知するとともに、広く市外にも和光ブランドのPR
及び販売を行っています。
[コメント] 地域ブランド特産品・観光農園・観光商品・観光スポット等を地域ブランドとして認定し、活用
することにより、市内産業を活性化し、にぎわいのある街づくりができると考えます。認定ブランドを増や
し、PR・販売をしっかりとして頂き、市内産業を活性化して頂きたいと要望致しました。

わこうっちグッズ販売について質問致しました。
[質問] 和光市の公式キャラクター、わこうっち、さつきちゃんのポロシャツを着ていると、どこで購入し
たのかとよく聞かれることがあります。現在わこうっちのグッズを買うことは出来るのか？
[答弁] 市において4種類のグッズを製造し販売しております。現在では市内外の事業者により製造販売
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保育園待機児童解消のための幼稚園との連携について質問致しました。
[質問] 和光市も、財政困難の中、保育所が足らないからといって、どんどん保育所をつくるのはどうかと思います。保育
所をつくるよりも、まずは今の幼稚園の施設を活用できるかを考えて、保育園と同様の機能を持つ幼稚園を整備すること
で、保育園待機児童解消に役立てることができると思いますが、保育園待機児童解消のための幼稚園との連携について？
[答弁] 新制度の前倒しプランである「待機児童解消加速化プラン」の事業説明を7月31日に幼稚園事
業者が出席のもと、県から事業説明がありましたが、現状での判断は難しいとの意見もあり、今後の国の
審議の状況を見ながら、情報共有を図るとともにニーズ調査の結果を踏まえ「量の把握」と「確保の方
策」について、幼稚園事業者と意見交換をしていきたいと考えています。

子ども・子育て新制度における市の対応状況について質問致しました。
[質問] 今回、子育て支援、待機児童解消対策の質問に際して、気付いたことは、教育委員会の中には、教
育総務課・生涯学習課・学校教育課の３つの部署があり、平成27年4月より実施される子ども・子育て新制
度には子ども福祉課が加わりますが、連携を取って行けるのでしょうか？
[答弁] 子ども・子育て新制度における施策を円滑に実施することができる事務執行体制の整備等、子ど
も・子育て新制度への対応について総合的かつ体系的に調査するため、庁内調査会議を設置し、専門的な
調査、分析及び検討を行うワーキングチームを置き、今後国から示される基準等に対応していきます。
[コメント] 今後も和光市には新しい集合住宅や分譲住宅の建設が予定されています。白子小学校では来年度
の新入生は、180人を越える予定となっており、教室も足りなくなるような状況となりそうだと聞きました。小学
校建設はもちろん早く行わなければいけませんが、保育園・学童保育施設も足らなくなり、待機児童が多くなる
と考えられますので、待機児童解消加速化プランなどを有効に、早期に進めて頂きますように要望致しました。

まちづくりについて
地域ブランドについて質問致しました。
[質問] 和光市産業振興計画で平成23年度から平成30年度の８年間が計画期間となっています。地域ブ
ランドの創出について、今現在の進捗状況と今後の計画について、また、何点か認定されたと思いますが、
認定後の販売・ＰＲについて？
「和光らしさ」
「独自性・優位性」
[答弁] 平成24年12月に開催した和光ブランド認定推進委員会において、
「信頼性・安全性」
「市場性・将来性」の基準で審査を行った結果、和光サブレ、手もみ新倉うどん、ダン
ボー、耐震補強「三角火打ち金物」の4点を和光ブランドとして認定しております。認定したブランド品は、
広報、ホームページ、みどころマップ、くらしナビ等で周知するとともに、広く市外にも和光ブランドのPR
及び販売を行っています。
[コメント] 地域ブランド特産品・観光農園・観光商品・観光スポット等を地域ブランドとして認定し、活用
することにより、市内産業を活性化し、にぎわいのある街づくりができると考えます。認定ブランドを増や
し、PR・販売をしっかりとして頂き、市内産業を活性化して頂きたいと要望致しました。

わこうっちグッズ販売について質問致しました。
[質問] 和光市の公式キャラクター、わこうっち、さつきちゃんのポロシャツを着ていると、どこで購入し
たのかとよく聞かれることがあります。現在わこうっちのグッズを買うことは出来るのか？
[答弁] 市において4種類のグッズを製造し販売しております。現在では市内外の事業者により製造販売
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され、今後もグッズの種類や販路の拡大が予想され、平成25年8月末現在、わこうっちキャラクター使用
取得について承認を受けているグッズは、32種類に上っています。
[質問] 和光ブランド・わこうっちグッズのPRとして、和光市駅南口広場で月に1回とか、定期的に販売・
PRを行ったらと思いますが？
[答弁] 駅南口広場での販売やPRの実施は、市民のみならず市外の方へのPRも可能となり、効果的な
PR方法の一つであると考えております。実施については、今後検討していきます。
[質問] 庁舎内でわこうっちグッズを販売することは出来ないか？
[答弁] 庁舎内で販売するためのスペースを確保することは、現段階では難しいと考えておりますが、事
業者が定期的にグッズの販売を希望する場合は、行政財産の使用のあり方を含め検討します。
[コメント] わこうっちグッズも和光ブランドも、PRが大切だと思います。わこうっちグッズもサンプル商
品など各公共施設などに展示してPRして頂くように要望致しました。

文化財の保存について
長泉酒造のレンガの煙突保存について質問いたしました。
[質問] 保存して置くのも大変だと思いますが、処分してからではどうにもなりません。いつでも復元出
来るように保存しておくことが大切だと思います。出来るだけ多く保存して置くことは出来ませんか？
[答弁] 産業遺産の一部である、
レンガ造りの煙突ですので、解体の際に協力が得られればレンガ材等を
部分的に採取し、記録保存の資料とともに保管したいと思います。
[質問] 煙突跡地は、大きな集合住宅が出来ると聞いております。提供公園等の整備も行われると思いま
すが、提供公園に、写真とレンガを展示して置くことは出来ないでしょうか？
[答弁] 公園への整備となると都市整備課との協議が必要となりますので、レンガと長泉酒造の写真の
展示が可能かについては検討します。
[コメント] 和光市には和光市文化財保護条例があり、和光市指定文化財 旧冨岡家住宅の保存・活用を
行っています。和光市にあった長泉酒造の煙突も保存出来たらと思っている方がたくさんおられます。出
来るだけ多く残し、いつでも復元出来るように保存して頂きますように要望致ました。

質問内容等は、和光市議会ホームページ議会会議録検索システムを利用しご確認ください。
和光市議会議員

市政に対するご意見・ご要望、またなにかの時には、なんでもご遠慮なくご相談下さい。皆さんと一緒に
考えて行きます。
この会は、吉田たけしさんを中心に明るく、楽しく元気なまちづくりを
目的に、会員相互の研修と親睦を行なっています。
入会無料です。入会いただける方は右記にご記入
の上、
この面をFAXでお送りください。
どうぞお気
軽にご加入ください。

会長 柳下 茂
〒351-0111

埼玉県和光市下新倉4-15-1

TEL.048-424-3517 FAX.048-462-9369
http://www.takechan-yoshida.jp
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平成25年和光市議会9月定例会（議会）が、8月29日（木）より会期23日間の
日程で開会し9月20日（金）に閉会致しました。陳情1件、議案49号から議案67
号までの19議案が上程されました。審議内容及び審議結
果については、和光市議会ホームページにてご確認くださ
い。私は今回全ての議案に対して賛成致しました。
尚、和光市議会を広く市民の方々に公開し、より開かれた
議会を推進するために、開催中の市議会の音声及び画像を
記録し、インターネット上で公開しています。録画中継は、
原則として本会議の翌日から起算して5日（土日を除き）以
降に配信することになっています。

わこうっち初エントリー
和光市のイメージキャラクター「わこうっち」が、ゆるキャラグ
ランプリ2013にエントリーしました。投票は9月17日から11月8
日まで行われます。わこうっちがグランプリに輝くように皆さん
のあたたかい応援を宜しくお願い致します。表彰セレモニーは
11月24日に行われます。
（投票は、インターネッ
トから投票できます。
ゆ るキャラグランプリ
2013公式ホームページ
和光市
和光市
から投票して下さい。
キャラクター
イメージキャラクター
「さつきちゃん」
投票は1人毎日1回出来ます）「わこうっち」

http://www.yurugp.jp

パスポートの申請・交付について
パスポートの申請・交付が、埼玉県からの権限移譲に伴い、平成25年10月1日（火）
からパスポートの申請・交付が和光市役所で行えるようになりました。ご活用下さい。

お名前
ご住所

第2回学校建設等特別委員会が開催されました
8月19日（月）に第2回委員会が開催されました。

ご連絡先電話番号
携帯
メールアドレス

●当初の学校敷地予定面積は1万6,000㎡でしたが段々と縮小されて行き、1万6,000㎡→1万
5,000㎡→1万3,000と変更となりました。今回の変更は、コンクリート破砕場が自己のリサイクル
施設でしたが、移転に伴う開発許可の手続きが出来ないという理由で同施設2,000㎡の移転を
断念し、1万3,000㎡に縮小となりました。このことについては市側の調査不足で交渉を進めてき
たことで、最後になってコンクリート破砕場の方にご迷惑をおかけしたと私は思っています。もっ

