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[質問] 27年度にアーバンアクア公園に野球場の整備が完了したが、
一般開放は行なわないのか？
[答弁] 一般開放については、公園内にトイレの整備が整った際に、暫
定開放が行なえるよう検討して参ります。
[コメント] トイレ整備は、取りあえず仮設トイレを設置するとか考えてい
ただき、野球場を一日も早く開放して頂きますようにお願い致しました。

地域センターについて
協和会、一新会地域は公共施設・地域センターがありません。この地域は新住民が大変ふえている地域
で、この地域に移り住んで来られた方々は、地域センター設置を望んでいます。お互いを思いやり、助け
合う温かい地域にするには、子供を連れたお母さん同士が、また住民のだれしもが交流し、信頼関係を築
ける地域住民のふれあいの場、地域センターが必要だと思います。地域センターは、スポーツや芸術と
いった趣味のサークル活動に、自治会の打ち合わせ場所に、あるいは地域の人との語り合いの場に、市民
に最も身近な公共施設です。是非この地域に地域センターの建設を進めていただきますようにお願いい
たしました。

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

1. 新倉・下新倉地域へ中学校の早期建設を推進します。
2. 保育園の新設や病児保育、延長・夜間保育を推進し、保護者の就労を支援します。
3. 農業・農作物のブランド化を図り、地域の活性化を図ります。
4. 北側発展のため、都市計画道路、区画整理事業の早期完成を目指します。

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２８年４月１４日午後９時２６分、熊本地方でマグニチュード６．
５、最大震度７の地
震が発生しました。平成２３年の東日本大震災以降、初めての「震度７」の地震であ
り、九州地方では、観測史上初めての大きさです。最初の地震が発生した以降も、
マグニチュード７．
３の大地震が発生したほか、九州全域で、震度５弱以上の地震が多
発しています。熊本城や阿蘇神社といった文化財の破損や、阿蘇山や湯布院温泉郷
といった観光地への影響など様々な面で被害が出ており、今後の復興に向けた道のりも、長期間にな
ることが懸念されています。お亡くなりになった方に、謹んで哀悼の意を表するとともに、被害に遭わ
れた方々に、心よりお見舞い申し上げ、一日も早い復旧、復興を心よりお祈り致します。
平成28年和光市議会6月定例会（議会）が、6月2日（木）より会期20日間の日程で開会し6月21日
（火）に閉会致しました。今議会には議案24号から議案33号が上程されました。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。

平成28年
6月定例会
議会報告

和光市
イメージキャラクター
「わこうっち」

和光市
キャラクター
「さつきちゃん」

吉田たけしが市政に対する一般質問をした内容（抜粋）
地震など大災害への対応について
[質問] 全国市長会からの要請で、熊本市に家屋被害認定調査業務の支援員として職員を派遣しまし
た。支援は、一過性に止まらず、一定期間継続することが、被災地の復興にとって重要ですが、今後の支援
について伺う。
[答弁] 災害対応業務が進むにつれて、各被災自治体で必要な職種や人数等も変化してくると予想され
ますので、引続き、全国市長会等を通じた被災地からの派遣要請に基づき、職員派遣を検討いたします。
[コメント] 現地では被災者を支援すべき行政職員が被災者であり、衣食住が不十分な状態の中で、住
民のニーズに対応しなくてはならず、心労が絶えないことと思います。そういった状況に対し、行政とし
ての人的支援は重要な支援だと思っています。支援は、一過性に止まらず、一定期間継続することが、被
災地の復興にとって重要です。
[質問] 避難所の在り方について、実際の運用としてどうすべきか、避難所の運営方法などについて、支
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援と併せて、現場のノウハウを得てくることは、今後の当市の危機管理に生かせると考えます。担当課の
派遣をしては？
[答弁] 被災者支援の実態を肌で感じることは、和光市における被災者支援・災害対応体制づくり、マ
ニュアル作成に密接に関係する重要事項であると考えますので、今後検討してまいります。
[コメント] 避難所の運営方法など、いくらマニュアルを作成し、避難訓練を実施しても、机上の論理であ
り、実際の体験に勝るものはありません。危機管理担当課の職員を率先して被災地に派遣することで、今
後の当市の危機管理に生かせると考えます。

行政サービス ワンストップサービスについて
[質問] 今現在の窓口業務の現状について伺う。
[答弁] 転出入の際に記載していただく住民異動届を複写式にすることにより、戸籍住民課の窓口で一
度書類に記載していただければ、課税課や健康支援課など、転出入に関連した他の窓口で改めて書類に
記載していただかなくても手続を進めることができるようにしており、手続の簡素化を図っています。ま
た、毎月第３土曜日に休日開庁を実施しています。
[コメント] ワンストップサービスは、
「あちこち回らなくても済む」
「同じようなことを何度も言ったり書
いたりしなくても済む」
「手続き漏れの心配がなくなる」等のメ
リットがあると思います。これらは一口で言えば，
すべて窓口業
務の市民サービス向上につながると思います。ワンストップサー
ビスというキーワードから展開して，
いろいろな角度から，
窓口の
サービスを向上させるためには、理想は１人の職員が、何もかも
知っていて、何でもできることが理想です。是非ワンストップ
サービス、コンビニエンスストアでの各種証明書の交付サービス
を実現していただきますように検討していただきたいと思いま
す。また、庁舎を訪れた市民の皆様の目的に応じてスムースに的
確に案内できるように、案内係員の配置など、親切・快適な窓口を目指して頂きますようにお願い致しま
した。
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なっているのか伺う。
[答弁] 世界的に認められている芸術家であると認識しておりますので、基本設計及び実施設計を行な
う際に市民ニーズ等を把握しながら検討して参ります。
[コメント] 草間彌生さんの作品は水玉と網模様をモチーフに幻想的な絵画や水玉模様のカボチャが代
表的な作品です。また、アメリカの週刊誌TIMEが毎年行っている世界の影響力ある１００人に日本人でただ
一人草間彌生さんが選ばれました。草間彌生さんの作品を展示できるということは、和光市のシンボル、モ
ニュメントにもなると考えます。和光市として北口駅前広場は、駅南口とあわせた市の玄関口として、将来
の中心市街地、シンボル的な場所として、公共空間の創出、市民の皆さんが望む駅前広場を目指し、また、
集客出来る駅前広場にして頂きますようにお願い致しました。

駐輪場について
[質問] 現在計画されている北口立体駐輪場の計画台数や整備する位置
などから考えると、利用希望者の需要をまかなえるとは思えません。
やはり南口と同様に北口の駅前広場の地下にも駐輪場を整備する必要があ
ると考えるが？
[答弁] 今年度整備する北口立体駐輪場の利用動向や今後新たに発生す
る駅周辺の土地利用の動向を見定めながら、基本設計作成時に検討して参
ります。
[コメント] 北口地域は道路交通網の整備の遅れ、公共交通の便が悪く、ま
た、今後宅地化が更に進むことが想定され駐輪場の需要が更に増えること
が十分に考えられます。是非、和光市駅を利用する方々に便利な場所に駐
輪場を整備していただくように要望いたしました。

公園整備について
[質問]

今年度、和光北インター地域では4つの公園にテーマをもって整備するほか、谷中地区でも公園

を整備すると伺っていますが、和光市で公園を整備し始めて４、
５０年経つと思われるが、今後の市内全体

通学路安全対策について
今年度は、5年に一度の全県通学路安全総点検を実施する年です、教育委員会・道路安全課総出で、総
点検して頂き、改善箇所については迅速に改善して頂きますようにお願い致しました。

北口駅前広場計画について
北口駅前広場の計画は2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えた完成を目指しておられるの
か。また、北口駅前広場の実施計画状況と今後の見通しについて
伺う。
[答弁] 東京オリンピック・パラリンピック射撃競技会場が至近と
なり、和光市駅を利用する皆様に、和光市をアピールするための
好機となりますので、駅北口土地区画整理事業の推進に努め、開
催年に向けた完成を目標に努力します。
[質問] 世界的に評価が高い草間彌生さんの作品を和光市に置
くことができるという市民提言について、平成24年9月の定例会
において質問させていただきました。その時の答弁で、実施設計
をしていく中で検討していくとありましたが、その後どの様に

の公園の整備計画はどの様になっていますか。
[答弁]

土地区画整理事業のなかで計画的に公園の整備を進めていきながら、借地公園についても、公

有地化を検討して参ります。
[コメント]

今年度、谷中地区公園整備と北インター土地区画整理事業地内に４箇所の公園整備が行わ

れますが、北インターの４箇所の公園は4つのコン
セプトのもと整備が進められています。素晴らしい
公園が出来ると思っています。これまでに整備され
てきた公園では、施設の老朽化や緑の消失、ボール
遊びの禁止、バーベキューの禁止など、公園の機能
不全が生じていると思います。今後整備される公
園を含め、それぞれの公園に個性を持たせ、地域の
シンボルやコミュニティーの場として整備すること
により、地域の活性化の拠点となる公園となると思
います。是非そのような公園整備をして頂きますよ
うにお願い致しました。
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[質問] 27年度にアーバンアクア公園に野球場の整備が完了したが、
一般開放は行なわないのか？
[答弁] 一般開放については、公園内にトイレの整備が整った際に、暫
定開放が行なえるよう検討して参ります。
[コメント] トイレ整備は、取りあえず仮設トイレを設置するとか考えてい
ただき、野球場を一日も早く開放して頂きますようにお願い致しました。

地域センターについて
協和会、一新会地域は公共施設・地域センターがありません。この地域は新住民が大変ふえている地域
で、この地域に移り住んで来られた方々は、地域センター設置を望んでいます。お互いを思いやり、助け
合う温かい地域にするには、子供を連れたお母さん同士が、また住民のだれしもが交流し、信頼関係を築
ける地域住民のふれあいの場、地域センターが必要だと思います。地域センターは、スポーツや芸術と
いった趣味のサークル活動に、自治会の打ち合わせ場所に、あるいは地域の人との語り合いの場に、市民
に最も身近な公共施設です。是非この地域に地域センターの建設を進めていただきますようにお願いい
たしました。

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

1. 新倉・下新倉地域へ中学校の早期建設を推進します。
2. 保育園の新設や病児保育、延長・夜間保育を推進し、保護者の就労を支援します。
3. 農業・農作物のブランド化を図り、地域の活性化を図ります。
4. 北側発展のため、都市計画道路、区画整理事業の早期完成を目指します。

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２８年４月１４日午後９時２６分、熊本地方でマグニチュード６．
５、最大震度７の地
震が発生しました。平成２３年の東日本大震災以降、初めての「震度７」の地震であ
り、九州地方では、観測史上初めての大きさです。最初の地震が発生した以降も、
マグニチュード７．
３の大地震が発生したほか、九州全域で、震度５弱以上の地震が多
発しています。熊本城や阿蘇神社といった文化財の破損や、阿蘇山や湯布院温泉郷
といった観光地への影響など様々な面で被害が出ており、今後の復興に向けた道のりも、長期間にな
ることが懸念されています。お亡くなりになった方に、謹んで哀悼の意を表するとともに、被害に遭わ
れた方々に、心よりお見舞い申し上げ、一日も早い復旧、復興を心よりお祈り致します。
平成28年和光市議会6月定例会（議会）が、6月2日（木）より会期20日間の日程で開会し6月21日
（火）に閉会致しました。今議会には議案24号から議案33号が上程されました。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。

平成28年
6月定例会
議会報告

和光市
イメージキャラクター
「わこうっち」

和光市
キャラクター
「さつきちゃん」

吉田たけしが市政に対する一般質問をした内容（抜粋）
地震など大災害への対応について
[質問] 全国市長会からの要請で、熊本市に家屋被害認定調査業務の支援員として職員を派遣しまし
た。支援は、一過性に止まらず、一定期間継続することが、被災地の復興にとって重要ですが、今後の支援
について伺う。
[答弁] 災害対応業務が進むにつれて、各被災自治体で必要な職種や人数等も変化してくると予想され
ますので、引続き、全国市長会等を通じた被災地からの派遣要請に基づき、職員派遣を検討いたします。
[コメント] 現地では被災者を支援すべき行政職員が被災者であり、衣食住が不十分な状態の中で、住
民のニーズに対応しなくてはならず、心労が絶えないことと思います。そういった状況に対し、行政とし
ての人的支援は重要な支援だと思っています。支援は、一過性に止まらず、一定期間継続することが、被
災地の復興にとって重要です。
[質問] 避難所の在り方について、実際の運用としてどうすべきか、避難所の運営方法などについて、支

