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・市税などの収納については、機械的に処理するのではなく、親身な対応に努め、

　対象者の生活実態に配慮しながら、更なる収納率の向上に努めること

・小規模工事及びシステム改修などの業務委託に対しては、委託内容を精査すると

　ともに、委託による市職員のスキルや主体性の低下を招かないようにすること

・市民提案及び行政提案の協働事業については、初期の目的を達

　成しているかを把握し、事業内容を検証すること

・努力によって生み出された不用額は望ましいが、過度な不用額

　の積み残しを避け正確な予算計上に努めるとともに、適正な執

　行を図ること

・下水道事業については予算編成をはじめ、適正な事務執行を図

　ること

・水道事業については、更なる健全経営に努め、正確な経営状況

　を公表すること

・生活保護行政について

　生活保護行政に当たっては、事務量が多くて十分な自立支援が図られていない。

　更なる就労支援を推進するため、職員配置等の一層の充実を図ること

・適切な予算執行について

　教育費については、当初予算の事業内容からの変更とそれに伴う予算流用が多く

　計画性のない委託形態もみられた。

　　これは当初予算の妥当性を損なう恐れがあり、改善を要する。また流用と共に

　不用額も出ており、適正な予算管理と計画的な執行を図ること

平成24年和光市議会9月定例会が、8月30日（木）より会期23日間の

日程で開会し9月21日（金）に閉会致しました。陳情2件、議案45号

から議案63号までの19議案と副議長提案意見書1件が上程されまし

た。審議内容及び審議結果については、和光市議会ホーム

ページでご確認ください。私は今回全ての議案に対しまし

ては賛成致しました。

尚、6月定例会から、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。

[答弁]　駐輪場の増設については、駅北口は区画整理事業が開始される予定ですし、南口についても

適当な用地がない状況ですので、難しい状況です。

[質問]　南口駐輪場は有料ですが、和光市は学生割引は行っていませんが、今後も、学割は行わない

のでしょうか？

[答弁]　駅南口自転車駐輪場の使用料については、平成20年度に実施した使用料の見直しにより改正

していますが、学生割引制度の導入は、見直しにより使用料の引き下げを行うことから設定しないこ

とになりましたが、今後、駅に近い駐輪場が整備され、有料化になった場合には、検討することにな

ると考えています。

[コメント]　今景気低迷で、学生を持つ親御さんは大変厳しいようです。また、今後、北口区画整理

事業とあわせての駐輪場設置もあるかと思います。北口の駐輪場を利用している方の中には、有料に

してもいいので、きちんとした駐輪場にして欲しいとの声もあります。学割については、そのことも

視野に入れて検討し、設定して頂きたいと思います。

衛生管理について
公共施設、保育園及び学校などの感染症予防対策について

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。

平成23年度各会計決算審査に係る決算審査、各常任委員会からの指摘事項

総務環境常任委員会指摘事項

文教厚生常任委員会指摘事項

ノロウイルス二次感染対策について質問いたしました。

[コメント]　保育園や小中学校には、準備されているとのことで安心しました。感染症は、いつ流行

るかわからないので、早めの備えが必要だと思います。おう吐や下痢などの処理をして、感染する方

が多いと聞いております。処理するにも、ノロウイルスか他の病気か、わからない状況での処理にな

るので、きちんとした装備をして処理を行うことが大切だと思います、保育園や小・中学校はもちろ

んですが、公共施設などにも、対応グッズを備えて置くことが必要ですし、また、対応グッズを備え

て置くだけでなく、使用方法など、事前に対応方法など練習しておくことも大切です、そのような講

習や練習をして頂き準備して頂きますようにお願い致しました。

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。
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吉田たけしが市政に対する一般質問をした内容（抜粋）吉田たけしが市政に対する一般質問をした内容（抜粋）

教育行政について

[質問]　全ての用地を買収することは現在のところ難しいため、条件付きでの賃貸借予約契約書で

の合意を戴いております。代替地を希望されている地権者の方には、代替地協力者の確保に努めて

います。今後の交渉計画については、合意にいたっていない地権者の方についても、協力をしてい

ただけるとの話を戴いておりますので、ご理解とご協力を戴けるように交渉を行って参ります。中

学校建設については、小学校建設を優先して推進していますので、中学校建設を同時進行して行く

ことは極めて困難です。

[コメント]　小学校建設では、大変苦労して

いると思っています。中学校建設については

小学校建設が優先で行うとのことですが、小

学校建設で思うようにいかないと言うことも

よくわかったのではと思います。中学校建設

はまだ何一つ話し合われていなく、計画もあ

りません、中学校建設については、小学校建

設が進んでからと言うことだと思いますが、

小学校建設は、もちろんのことですが、中学校建設についても、一年でも早く開校出来るように要

望しました。また、小学校建設は、用地が買収されていなくても、どのような学校、施設にするの

か？建設に対する計画も同時に進めることにより、開校予定日を少しでも早く開校出来るようにな

るのではと考えています。

平成23年度各会計決算審査については、慎重な審議を行ってきました。

決算の結果を各部・各課で検証し、次年度の予算編成に生かして頂き、今後の市政運営の改善を図ら

れるように求めました。

県南西部地域の小児救急・入院は７月末まで、埼玉病院と志木市立市民病院が輪番制を敷いて対応し

ていましたが、志木市民病院が７月いっぱいで入院患者受け入れを打ち切り、埼玉病院にしわ寄せが

行く形になり、現在の埼玉病院では、小児科の常勤医八人、非常勤医九人と、地域の開業医の応援で

勤務体制を組んでいます。常勤医確保が実現できれば、地域の小児救急・入院医療の充実や、医師の

負担緩和につながることが期待されます。このことから、県南西部地域の小児救急

・入院の拠点になっている国立病院機構埼玉病院（和光市）に慶応大学医学部の寄

付講座を開設し、小児科常勤医師を確保することになりました。早ければ十月にも

医師派遣が実現し、埼玉病院で小児救急が３６５日対応できることになり一安心で

す。子どもたちが安心して医療を受けられる体制が整うことになります。

[質問]　共同事業化を進め、駅ビル共同化が出来れば、ビルの中に地域センターや交流館、展示施設

などを併設することで、市や地域の活性化につながると考えます。志木市、新座市などは、駅の商業

ビルにふれあいプラザが併設されています。浦和駅東口の商業ビルにも地域センターや交流館多目的

利用施設が併設されています。和光市も、電車が３路線入っていますし、駅前にそのような施設を併

設したら、いろいろな面で活用が生まれ、地域や和光市がより活性化出来ると考えますが？

[答弁]　共同化を進めるには、十分権利者の皆様の意向を把握した中で検討して行く必要があり、市

としても、将来の和光市の街づくりに関わることであり、必要性・効果・活性化などの観点から見極

め、方向性を判断して行くことになり、その中で、必要であれば、再度、アンケート調査の実施も検

討します。

[コメント]　是非、再度アンケート調査を実施して下さい。土地権利者の方々は、共同化を行うこと

で、出資も抑えられ、ビル内に公共施設や複合施設を作る事により、確実な家賃収入も入る事になる

と思います。そのためには、しかりとした設計会社を入れることが大切ですが、まずは、再度アンケ

ート調査を実施して頂きますように要望致しました。

土地権利者の方々は、北口開発がより良い形になるように、また、和光市の発展のためにと思って協

力して頂いております。

都市計画について
駅北口土地区画整理事業の現状と進捗状況について

[質問]　駅前広場の計画で、北口地域は、道路交通網の整備が遅れているために、朝や雨の日には車

での送迎が多く、雨の日には特に大渋滞が起きています。駅前広場の面積が狭いため、上部を歩行空

間、下部をバスやタクシー、送迎車などの車両空間となるような立体化は出来ないのでしょうか？

[答弁]　現在の和光市の駅舎は橋上化構造になっていないため、ペデストリアンデッキのような立体

化は不可能です。

[コメント]　東武鉄道さんとは、駅前広場計画・駅北口土地区画整理事業について、相談したり、さ

れたり、協力をお願いしたり、東武鉄道さんの意見や要望を聞かれたことが無いようです。駅橋上化

について、和光市として要望するようにお願いしました。

[質問]　世界的に評価が高い、草間弥生の作品を和光市駅前に置くことが出来ると言うことは、和光

市にとっては大変光栄なことだと思います。来年25年3月16日に副都心線と東急東横線・横浜高速み

なとみらい線が繋がると言うことで、開通式が行われる予定ですが、もしも、開通式に、草間弥生さ

んの作品・オブジェを展示することが出来るとしたら、展示出来ますか？私は、もしも展示出来るこ

とが出来た場合、草間弥生さんの集客力の検証が出来ると思います

[答弁]　開通式のイベントとしては、大変目玉になるものと思います。展示が可能と言うことであれ

ば、集客力の参考になるかと思います。具体的なイベントの内容は、担当部署と協議し検討します。

[コメント]　是非、お願いして、検証することが出来れば、今後の北口駅前広場の計画に反映するこ

とが出来るのではと思います。是非お願いしてみて下さい。また、東武鉄道さんも、草間弥生の作品

を和光市に置くことが出来るのであれば、全面的に協力して頂けるようです。

世界的に評価が高い、草間弥生の作品を和光市に置くことが出来れば、また、違う街づくりが出来る

と思います。このようなチャンスは二度と来ないと思います。是非このチャンスをものにして頂き、

和光市のシンボル（モニュメント）にして頂きたいと思います。

北口駅前広場計画について

朝霞地区の小児救急体制について

※寄附講座

大学や研究機関における教育・研究形態の一つ。民間企業や行政組織など、大学や研究機関の外

部組織から教育・研究振興のために寄付された資金や人材を活用し、研究教育を行う。今回は、

埼玉県と朝霞地区4市が大学の医学部に寄附を行い。大学は寄付金を原資として小児救急などを研

究テーマとした講座を開設し、研究の一環として医師を埼玉病院に派遣することになる。

小学校建設の今現在の進捗状況と今後の交渉計画と、中学校建設について
質問致しました。

駐輪場について
駅南口駐輪場と無料駐輪場について
[質問]　駐輪場は、北口、南口共に足りないと思いますが、駐輪場を増やすお考えはありますか？
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なとみらい線が繋がると言うことで、開通式が行われる予定ですが、もしも、開通式に、草間弥生さ

んの作品・オブジェを展示することが出来るとしたら、展示出来ますか？私は、もしも展示出来るこ

とが出来た場合、草間弥生さんの集客力の検証が出来ると思います

[答弁]　開通式のイベントとしては、大変目玉になるものと思います。展示が可能と言うことであれ

ば、集客力の参考になるかと思います。具体的なイベントの内容は、担当部署と協議し検討します。

[コメント]　是非、お願いして、検証することが出来れば、今後の北口駅前広場の計画に反映するこ

とが出来るのではと思います。是非お願いしてみて下さい。また、東武鉄道さんも、草間弥生の作品

を和光市に置くことが出来るのであれば、全面的に協力して頂けるようです。

世界的に評価が高い、草間弥生の作品を和光市に置くことが出来れば、また、違う街づくりが出来る

と思います。このようなチャンスは二度と来ないと思います。是非このチャンスをものにして頂き、

和光市のシンボル（モニュメント）にして頂きたいと思います。

北口駅前広場計画について

朝霞地区の小児救急体制について

※寄附講座

大学や研究機関における教育・研究形態の一つ。民間企業や行政組織など、大学や研究機関の外

部組織から教育・研究振興のために寄付された資金や人材を活用し、研究教育を行う。今回は、

埼玉県と朝霞地区4市が大学の医学部に寄附を行い。大学は寄付金を原資として小児救急などを研

究テーマとした講座を開設し、研究の一環として医師を埼玉病院に派遣することになる。

小学校建設の今現在の進捗状況と今後の交渉計画と、中学校建設について
質問致しました。

駐輪場について
駅南口駐輪場と無料駐輪場について
[質問]　駐輪場は、北口、南口共に足りないと思いますが、駐輪場を増やすお考えはありますか？
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・市税などの収納については、機械的に処理するのではなく、親身な対応に努め、

　対象者の生活実態に配慮しながら、更なる収納率の向上に努めること

・小規模工事及びシステム改修などの業務委託に対しては、委託内容を精査すると

　ともに、委託による市職員のスキルや主体性の低下を招かないようにすること

・市民提案及び行政提案の協働事業については、初期の目的を達

　成しているかを把握し、事業内容を検証すること

・努力によって生み出された不用額は望ましいが、過度な不用額

　の積み残しを避け正確な予算計上に努めるとともに、適正な執

　行を図ること

・下水道事業については予算編成をはじめ、適正な事務執行を図

　ること

・水道事業については、更なる健全経営に努め、正確な経営状況

　を公表すること

・生活保護行政について

　生活保護行政に当たっては、事務量が多くて十分な自立支援が図られていない。

　更なる就労支援を推進するため、職員配置等の一層の充実を図ること

・適切な予算執行について

　教育費については、当初予算の事業内容からの変更とそれに伴う予算流用が多く

　計画性のない委託形態もみられた。

　　これは当初予算の妥当性を損なう恐れがあり、改善を要する。また流用と共に

　不用額も出ており、適正な予算管理と計画的な執行を図ること

平成24年和光市議会9月定例会が、8月30日（木）より会期23日間の

日程で開会し9月21日（金）に閉会致しました。陳情2件、議案45号

から議案63号までの19議案と副議長提案意見書1件が上程されまし

た。審議内容及び審議結果については、和光市議会ホーム

ページでご確認ください。私は今回全ての議案に対しまし

ては賛成致しました。

尚、6月定例会から、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。

[答弁]　駐輪場の増設については、駅北口は区画整理事業が開始される予定ですし、南口についても

適当な用地がない状況ですので、難しい状況です。

[質問]　南口駐輪場は有料ですが、和光市は学生割引は行っていませんが、今後も、学割は行わない

のでしょうか？

[答弁]　駅南口自転車駐輪場の使用料については、平成20年度に実施した使用料の見直しにより改正

していますが、学生割引制度の導入は、見直しにより使用料の引き下げを行うことから設定しないこ

とになりましたが、今後、駅に近い駐輪場が整備され、有料化になった場合には、検討することにな

ると考えています。

[コメント]　今景気低迷で、学生を持つ親御さんは大変厳しいようです。また、今後、北口区画整理

事業とあわせての駐輪場設置もあるかと思います。北口の駐輪場を利用している方の中には、有料に

してもいいので、きちんとした駐輪場にして欲しいとの声もあります。学割については、そのことも

視野に入れて検討し、設定して頂きたいと思います。

衛生管理について
公共施設、保育園及び学校などの感染症予防対策について

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。

平成23年度各会計決算審査に係る決算審査、各常任委員会からの指摘事項

総務環境常任委員会指摘事項

文教厚生常任委員会指摘事項

ノロウイルス二次感染対策について質問いたしました。

[コメント]　保育園や小中学校には、準備されているとのことで安心しました。感染症は、いつ流行

るかわからないので、早めの備えが必要だと思います。おう吐や下痢などの処理をして、感染する方

が多いと聞いております。処理するにも、ノロウイルスか他の病気か、わからない状況での処理にな

るので、きちんとした装備をして処理を行うことが大切だと思います、保育園や小・中学校はもちろ

んですが、公共施設などにも、対応グッズを備えて置くことが必要ですし、また、対応グッズを備え

て置くだけでなく、使用方法など、事前に対応方法など練習しておくことも大切です、そのような講

習や練習をして頂き準備して頂きますようにお願い致しました。

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。

和光市議会議員

和光市議会議員
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