東日本大震災から５年 被災地の復興状況は？

越谷市議会議員

越谷市宮本町 1-66-4 越谷ニューライフ 205 号

継続的に行っている被災地の復興状況の調査に
行ってきました。

今回は市の職員を派遣している大船渡市に伺いま
した。派遣職員の業務内容と大震災からの復興と現
状の課題について大船渡市の戸田市長から説明を受

活動報告

けました。また、職員派遣の継続のご要望も承り、
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高橋市長にお伝えしました。

春爛漫の季節を迎えましたが、皆様いかがお過ごしで

ぬく
も
り
あ
る
越谷を
つくります
！

会派行政調査

２月４日・５日と会派「民主党と無所属の会」で

しょうか。
２月 24 日に開会し、3 月 17 日閉会した平成 28 年 3
月定例会で、私、ごとう孝江は所属会派「民主党と無所
▲大船渡

戸田市長と派遣職員大場さんから説明
（中央）

属の会」の代表質問に登壇しました。今号はその代表質

（右から３人目）

問を中心にご報告いたします。（２〜３頁参照）
「中核市

越谷市」のまちづくりを確実に進め

▲

るためにも、市民の皆様の市政に対するさまざま
▲陸前高田市

防潮堤工事中

その他、陸前高田市、気仙沼市、南三陸町の復興

南三陸町
伊里前福幸商店街

なご意見やご要望に真摯に向き合い、期待にお応

２月６日
グランドオープン

えしていくよう全力で活動してまいります。今後
も引き続きのご支援とご協力をお願い申し上げま

状況も調査しました。復興支援の形や要望も徐々に

す。

変化してきていると感じました。これからも様々な

皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。

角度から調査と支援を継続していきたいと思います。

▲

▼商店街の記念
キーホルダー

中核市移行に伴い設置された高度救助隊訓練の様子

越谷・松伏水道企業団議会行政調査
2 月 2 日・3 日に水道事業について愛媛県松山市を調査しました

２日

松山市公営企業局 水道管路管理センター
民間事業者との取り組み、災害時対応能力及び組織力の向上の取り組みを

大船渡市
｢大震災からの復
興の現状と課題｣
より

▲未だ災害の爪痕の残る海岸沿線道路

●自宅

市議会議員

ごとう孝江

〒343-0806 越谷市宮本町 1-66-4 越谷ニューライフ 205
TEL・FAX 048-966-5088

〒343-0813 越谷市越ヶ谷 3-3-26
TEL・FAX 048-964-3243

松山市 市之井出浄水場及び水道資料館「水と人のみらい館」
安全・安心の水の安定供給向上への取り組みと事業展開について調査しま
した。松山市の先進的な取り組みは大変参考になりました。
松山市水道管路管理センターにて

▲松山市

災害備蓄用飲料水

第４次総合振興計画
後期基本計画調査特別委員会
２月 15 日に第３回調査特別委員会が開催され、パ
ブリックコメントへの対応の報告及び後期基本計画
の最終確認をいたしました。７月から開催された当

●越ヶ谷連絡所

連絡先

３日

▲

▲

調査しました。

ホームページのアドレスは
http://takae510.jp

委員会も今回で閉会し、私は無事委員長を務めるこ
とができました。

越谷市議会議員

問

3 月 1 日、私、ごとう孝江は 7 項目について

代表質問

その要旨をご報告いたします。

答

保健衛生行政 飲食店等の食品営業許可
食品営業施設等の監視
感染症予防法に基づく発生届け

78 件

2 を占めている。（主な実績は右表参照）

精神保健相談
民生行政

143 件

しやすい環境が整い、相談件数が増加、福祉関係の業務
サービスの提供につながっていると考えている。
教育行政重点施策に直結した研修実施により、

本市の課題解決につながる実践的な研修になった。今後
も教職員の資質向上を図る研修を充実させていく。

と連携し、普及促進に取り組む。

答

市長 「予約が取りにくい」「緊急の場合に身近

671 件

指定までを一体的に行える中核市のメリットを活かし

17 件
34 件

産業廃棄物処理施設、収集運搬業関係

産業廃棄物等関係監視、指導

344 件

都市計画・
建設行政

屋外広告業登録

393 件

文教行政

初任者、５年、10 年、20 年研修

消防行政

高度救助隊

139 講座

救助出動実績

66 件

て、引き続き整備について事業者に働きかけていく。ま
た「中川の郷」については、さらなる整備・充実につい
ても必要性は共通理解した。今後も一層合意形成を図り、
国、県へも協力・支援を働きかけていく。

包括外部監査 指定管理者制度に係る財務の執行を監査

消防長

高度救助隊は昨年 4 月 1 日に発足。画像探索

○第２次「いきいき越谷 21」の取り組みと今後
について
○がん検診の現状と課題について

Ⅵ．都市基盤整備について
問

○都市計画道路

問

○学校の教育環境の平等性について
○食育の取り組みと今後について

議会報告

連携して取り組む。

健康福祉村大袋線の早期事業

Ⅶ．教育行政について

「かかりつけ医」、「かかりつけ薬局」の取り
組みは。

km。今後、内水排除ポンプの増強や設置について県と

問

化について

Ⅴ．健康づくりの推進について
問

康サポート薬局」を認定の方向である。
にも重要で、今後の国の動向を注視し、越谷市薬剤師会

身体障害者手帳交付

貸付申請

薬局」を推進し、さらに健康の保持増進を支援する「健

トステイの充実を。

状況やニーズ等を把握するとともに、事業所の設置から

310 件

る。また、国では本年 4 月の制度改正で、「かかりつけ

この施策は市民の健康や医療費の抑制効果等を図るため

129 件

〃

対応が速やかになったなど、地域の実情に応じた行政

の重要性の周知をしている。越谷医師会、越谷市歯科医

知的障がい者と重症心身障がい者のショー

理・美容所の確認・変更等届け

中核市に移行したことにより、窓口が身近になり相談
環境行政

問

な施設を」など、様々な保護者の声を聴いている。利用

母子父子寡婦福祉資金相談

した。

Ⅳ．障がい者の介護者への負担軽減の
充実について

1908 件

（交付までの期間約 60 日が約 20 日に短縮）

11 月には前橋市で開催された中核市サミットにも参加

教育長

1695 件
65 件

結核医療費公費負担診査

が義務付けられた。さらに中核市市長会に加入し、昨年

1230 件

病院等の開設・使用等の許可

係る保健衛生行政事務が 1,314 項目で全体の約 3 分の
また、新たに包括外部監査の実施、高度救助隊の設置
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師会等関係機関とも連携を図り、一層の普及促進に努め

●埼玉県から移譲された主な事務等の実績

市長 県からの移譲事務の中でも保健所設置に

2016 年春

さまざまな機会を捉えて「かかりつけ医」

市長

○観光施策と被災地支援策の連携について

Ⅰ. 中核市移行後の実績と平成 28 年度の市政運営について
問

答
○シティプロモーションの推進について

市長、教育長、消防長に方針や見解を質しました。

越谷市は昨年４月１日に中核市に移行し、
埼玉県から 2,024 項目の事務権限が移譲さ
れた。約 10 ヵ月が経過したが、その実績等は。

ごとう孝江の活動報告

３月定例議会

機や地震警報器など高度救助用資機材取扱い訓練や鉄道
事故、交通救助などの対応強化に努めている。災害時に

問

は、緊急消防援助隊として中核市の消防本部の責任を果

○河川が氾濫危険数位に達した場合の避難勧告
を発令するまでの手順について

たしていく。
○財政的な影響について
○平成 28 年度、中核市２年目の市政運営につ
いて

Ⅱ. 治水対策について
問

答

埼玉県における治水対策事業「新方川浸水
被害緊急対策事業」と越谷市の役割は。
市長 昨年 9 月の関東・東北豪雨の浸水被害

を受け、県に被害状況と治水対策の要望をした。新方川

主な議案

○内水ハザードマップの配布について
○排水機場のパトランプの設置について

問

平成 28 年３月定例会では市長提出議案 52 件、委員会提出議案１件が上程され、すべて認定、可決されました。

Ⅲ．観光行政の推進について
問
答

広域観光の推進に向けた取り組みは。

近隣 5 市 1 町で観光専門部会を設置し、広域施

○越谷市特別職、市長、副市長、教育長、常勤監

さらに将来を見据えた大きな期待とメッセージも見て取

査委員、市議会議員の給与、報酬の改定について

れました。しかし、市の財政が厳しいことは事実です。
これまで以上にどのような状況下におかれても議員とし

市長

995,000 円

→ 1,051,000 円

副市長

835,000 円

→

882,000 円

てその職責を果たすべく自己研鑽に励み、活動に邁進し

教育長

740,000 円

→

782,000 円

てまいります。

常勤監査委員

530,000 円

→

560,000 円

議員

515,000 円

→

575,000 円

○越谷市下水道条例の一部改定について

策の調査研究をしている。その中で回遊性を高めるプロ

特別職の給与や報酬は、透明性や公正な観点からの判

下水道使用料の額の見直しに伴い、一般用の基本料金を

ジェクトメニューがあり、実施に向けて検討する予定。

断必要とするため、毎年市長の諮問機関として市民で

改定するとともに超過料金に累進制の料金体系を導入。

また 28 年度、越谷駅東口高架下に整備予定の観光物産

構成される、特別職報酬等審議会で検証され、方向性

拠点施設では、観光、沿線の特産品販売、食や文化等の

が提示されます。今回、審議会の答申を尊重し、引き

交流事業などの広域観光を展開する。

上げの議案が提出されました。

流域の治水安全度の向上を目的とし、緊急的に堤防のか

他の自治体、商業施設や鉄道会社などの民間事業者と

さ上げ工事が実施の方向となった。平成 28 年度の 1 年

連携し、まちの賑わいを創出する広域観光を推進してい

任の拡大、他自治体との比較による妥当性、財政配慮等、

間事業で、予算は 10 億円、中川との合流点から上流７

く。

様々な意見や議論がされていたことを確認しました。

会議録や答申を見ますと、中核市に伴う業務範囲や責

○平成 28 年度越谷市当初予算
一般会計

884 億円

特別会計（９会計）

715 億 6500 万円

病院事業会計

117 億 4400 万円

総額

1717 億 0900 万円

