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大宮区役所整備について

大宮区役所の建て替え候補地の位置
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新年を新たな気持ちでお迎え
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耐震診断の結果を踏まえ、建て替えが決まっていた大宮
区役所の整備計画がまとまった。市民からの意見集約など

年頭所感

を経て、
「 大宮区役所庁舎の建て替え位置は、市民会館おお

のこととお慶び申し上げます。
皆様にとりまして、2013年
が幸多き年となりますようお祈
り申し上げます。

（都市）

激動の年から
新たな躍動の年へ!

みや周辺（県大宮合同庁舎敷地）が望ましい」との結論が出
された。これは、埼玉県とさいたま市との土地交換によって
行われるもので、基本協定書が締結された上で整備が進め

（都市）

られる。新庁舎の整備は、平成27年度中に完了予定。
地域活動

激動の年が幕を閉じて…
防災訓練

昨年は、
国政においてもさいたま市政においても激動の年でありました。
年末に行われた総選挙では、再び政権交代が起こり、大きな議席の変化に、小選挙区制の持つ変化の可能性と怖
さを再確認。まさに激動の年となりました。
さいたま市政では、不適正な事務処理の問題が発覚した夏以降、市政運営にも影響が出ました。決算審査も延び、
12月議会にようやく審査が終了しましたが、一般会計決算が議会で不認定となりました。今後の対策など事件の終

浦和ライトダウン
イベント2012冬至

結もまだ検討中です。まさに、激動の年となり、多くの犠牲を払う結果となりました。真の出直しが必要です。

新たな躍動の年（都市）へ
皇后杯
女子サッカー

そろばん日本一決定戦
クリスマスカップ2012

防災士資格取得しました！

駅頭活動

さいたま市では、防災アドバイザーや防
災ボランティアコーディネーターの育成
を始めとして、より多くの方が自主防災組
織や避難場所運営委員会などの地域防災
活動に自発的に参加することで、地域防災
力の向上を目指しています。

浦和区
健康まつり

みなさんのご意見・ご要望をお待ちしています

清水市政1期目まとめの時期です。本年5月には市長選挙が行われます。誰が立候補されるにしても、さいたま市
の将来ビジョンが明確に議論される場にすべきと考えています。
この街の特長をどう創って行くのか？ 子や孫の世代にツケを残さない財政運営。街の活力ともなる経済対策や地域の
活性化。子どもたちの教育環境や、子育て・住環境の整備。お年寄りや体の不自由な方々が、幸せに暮らせる社会づくり…。
さまざまな課題にどう対処し、そしてどうバランスを取るのかが重要です。それが街の特長にもつながります。
他にも、浦和駅西口や大宮駅東口の開発、地下鉄７号線の延伸、次世代自動車・スマートエネルギー特区の推進…
などといった長期的なビッグプロジェクトをどう処理するのかなども重要なテーマです。
2013年は、新たな躍動の都市としてこれから成長できるのかを決める重要な年になります。議会の一員として、
しっかりと議論を進めます。
現場にも政策にも強い議員として本年も頑張ってまいります。
さいたま市TOPICS
平成23年度一般会計・特別会計決算
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事務所

ご来場をお待ちしております！

来てね！

第7回市政報告会を
開催します 浦和パルコ10F・入場無料

1月27日（日）18:30〜19:45

日時： 平成25年

会場： 浦和コミュニティセンター第14集会室

議会が不認定

2月、西口交番へ統合

全会一致で不認定となった。不適正な事務処理
問題の発覚に伴うもので、当然の結果。決算の結果
や翌年度予算に影響を与えるものではないが、市
民の代表である議会が不認定とした事実は重い。

駅前広場の整備時に周辺案内図を設
置し、ロータリーにパトカーを常駐させ
る予定。これまでは、警察官ＯＢによる
非常勤警察職員により運営されていた。

空き家等の適正管理に関する条例

平成25年1月1日から施行

これにより、
空き家の適正管理が所有者の責務で
あることを周知し、
条例を根拠とする行政処分がで
きるようになる。

JR湘南新宿ライン

全134本が浦和駅に停車

3月16日より停車、新宿方面へ乗り換えな
しで行けるようになる。3月16日に駅周辺で
記念イベントも行われる（中面記事参照）。
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JR浦和駅東口派遣所の廃止
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一般質問に登壇しました!
1

今回のテーマは、
「 命を守る」
「 地域を守る」。守るために必要な財源や地域経済の活性化、保育環境や住
環境を守り、命を守る防災対策について質疑を行った。私立保育園への補助金の支給改善や、JR浦和駅周
辺開発に伴う住環境を守る努力を市が約束するなど、成果があった。地域経済活性化への取り組みにつ
いての提言も、そのまま受け入れられた。

さいたま市の財政運営について

4

地域市民に優しいまちづくりを進めるべき。
開発に伴って地域の住環境に影響が出ないように、
市はＪＲ東日本に対処指導すべき。対応を問う。

臨時財政対策債について問う。市の資料によると
交付金なのか市債（借金）なのか不明確。認識を問う。
回答

本来国が交付する地方交付金の振り替え措置であり、交付金が増えるような
対応を国に求めている。あくまでも、交付金に代わる臨時財政対策債である。

回答

よしふみの視点
小柳よし

回答

各部局の施策に経済活性化の取り組みを積極的に織り込み、経済効果という視点を
絶えず持ちながら取り組んでまいりたい。

の 点
小柳よしふみ 視

商店街の疲弊化に繋がっているマンション問題など、部局を横断した取り組みが必要。
環境対策のように各施策の中にこの視点を持つことで、総合的に経済活性化の効果を
上げていく取り組みが重要と考える。

不適正な事務処理の問題について
平成23年度事業において、今年度へまたぐ事業に関する事務処理がなされなかった問題。その後の調査で、書類の
不備や出来高不足などが生じていたことも発覚。特別委員会においては、関係する職員や業者の証人喚問なども行
われた。第三者検証委員会からの報告と33点の提案、委員会からの中間報告も議会になされ、今後は改善策など、特
別委員会において最終案としてまとめられる。この事案の影響で一般会計決算は、全会一致で不認定となっている。

圧死

452

外傷性ショック

82

頭部損傷

124

内臓損傷

55

頸部損傷

63

打撲・捻挫

300

表-2

%

53.9
12.4
2.2
3.4
1.5
1.7
8.2

83.3%

神戸市内の犠牲者の死亡推定時刻
（地震後2週間以内、兵庫県監察医による）

80.5%

5

74 108 224 194

12

12 23
59

表1、2とも阪神淡路大震災におけるデータ

防災対策について

表のように、大地震においては家屋の倒壊による被害の割合が80％を超える。
耐震対策は生命を守るには絶大な効果がある。対策の推進状況を問う。
回答

発災 5時46分〜6時
2,940名

分

来年度から補助金支給の改善が実現！年度初めは、様々な準備や賞与など資金の手当
てが大変な現状がある。主な支給が現在の１１月から早まるために、保育環境の整備が
やりやすくなる。

死者数

1,967

時刻不詳

の 点
小柳よしふみ 視

死因

窒息

時

来年度に向け、補助金の交付時期の早期化、分割化等補助制度の見直しを行う。

市民生活が脅かされることのない様に、駐車場設備のあり方、運用などの協議できる場
が重要。情報の整理など、市が話し合いの場の設定に関して、きちんとした仕切りをす
ることが求められる。

時

回答

神戸市内の犠牲者の死因

（地震後2週間以内、兵庫県監察医による）

〜

私立保育園の経営安定化のために、
補助金の支給の前倒しなど支給方法の改善を求める。

表-1

9〜

保育園の保育環境の整備のために

地元準備組合、商業床・住宅床の取得意向のある事業者との覚書も締結され、一定
の方向性が示された。平成25年夏ごろの組合設立認可を予定しているが、事業化
へ向けた支援を継続する。

の 点
小柳よしふみ 視

6〜9 時

3

回答

地域経済の活性化について

経済活性化は、経済部局のみの取り組みでは限界がある。
部局横断的な全庁的視点から効果を促す取り組みが必要と考える。
市の見解を問う。

法令、条例などに基づく協議を通じて、地域住民の意見などを聞き、住環境などに
配慮した開発を行うようＪＲ東日本に対して適切に指導を行う。

高砂南地区の開発の進行状況は？

臨時財政対策債は、
臨時財政対策債は、
建設債のように使途に制限がない。
建設債のように使途に制限がない。
従って、
従って、
その恩恵を現世代が受
その恩恵を現世代が受
けて、
けて、
負担を後世に残す可能性を持つ。
負担を公正に残す可能性を持つ。
国が財源手当てができず、
当初3年だった臨時対策が、
平成13年から当初3
国が財源手当てを
年のはずだった臨時対策が現在も継続されている現実を踏まえ、
できずに継続されている現実を踏まえ、認識を改めるべき。
認識を改めるべき。

2

JR浦和駅周辺まちづくり

耐震工事に対する「助成率」及び「助成限度額」の引き上げの効果が出ている。
市の目標である平成27年度中の耐震化率90%は難しいが、今後も積極的に行う。

の 点
小柳よしふみ 視

耐震工事の助成の強化とともに、市民が利用しやすい耐震・防火グッズなどの普及も
重要である。

JR湘南新宿ライン停車記念イベントの開催

「行政評価」のご案内

JR浦和駅の高架化完成及びJR湘南新宿ラインの停
車を広く周知、賑わい創出のイベントが行われます。
また、ＪＲ東武直通特急の「日光」
「きぬがわ」
「スペー
シアきぬがわ」号（上下8本）が浦和駅に停車し、日
光・鬼怒川エリアへの観光が更に便利になります。

決算・行政評価委員会では、市が実施している施策に

開 催 日： 平成25年3月16日
（土）
・17日（日）
場 所： ①JR浦和駅東口広場

テーマ：「水道事業と下水道事業の現状と

内

②さくら草通り
③JR浦和駅西口中ノ島及び地下通路
④JR浦和駅西口駅前〜伊勢丹前〜
コルソ通り
容： 家族向けイベント、
ステージ、グルメ、
スタンプラリーなど

対して中長期的視点から評価し、提言を行う「行政評
価」を行っています。小柳も委員として参加します。
事前申し込みは不要。傍聴者も評価に参加できます。

今後の方向性について」

日

時： 平成25年1月21日
（月）10：00〜18：00

場

所： さいたま市議会議会棟3階

全員協議会室

お問い合わせ：さいたま市議会議会局議事課
TEL: 048-829-1753

