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オープン !!
!!
「ガーヤちゃんの蔵屋敷」オープン
去る５月 21 日（日）越谷駅高架下に観光物産拠
点施設「ガーヤちゃんの蔵屋敷」が誕生しました。
当日はオープンセレモニーが開催され、私は教育・

活動報告

環境常任委員会委員長として参列いたしました。当
日はオープンを待つ方々の長蛇の列ができ、お祝い
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ムードを盛り上げてくださいました。

連日 30 度を超す真夏日が続いておりますが、皆様い

この施設では、市と越谷市観光協会と連携し、日
光街道の宿場町「越ヶ谷宿」の玄関口でもある越谷
駅東口の賑わいを創出し、越谷市の魅力を内外に発
信し、集客・送客を軸にした地方創生に取り組んで
いきます。

▲越谷産のイチゴを使ったスイーツ
「いちご雪」
この夏のおすすめ‼

かがお過ごしでしょうか。
▲ガーヤちゃんチーズケーキ
私も大好きです

施設内では越谷市の物産をはじめ、東武沿線等の名産品
の販売、だるまなど越谷市の伝統工芸の実演や体験もでき
ます。また、東武スカイツリーライン沿線のジオラマがあり、
実際に電車を動かして楽しめます。

まずは、九州北部豪雨によりお亡くなりになられた
方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被害に遭わ
れた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
そして、避難されている皆様、復旧作業に従事されている皆様の安全と被災地の一日も早い復旧を
心よりお祈り申し上げます。

私は越谷市の観光や情報発信の取り組みや提言等をライ

さて、今年 11 月 10 日には高橋市長が任期満了を迎え、6 月 1 日には越谷市長選挙の期日が 10 月

フワークの一つとして力を入れてまいりました。今後も越

29 日に決定しました。市民皆様の関心を集めるところは、市長の今後の市政運営を担う考えだと思い

谷市のシティプロモーションに積極的に取り組んでまいり

ます。そこで 6 月定例会の一般質問で、私、ごとう孝江は市長の 2 期 8 年の経験を踏まえた、今後の

ます。

▲ガーヤちゃんの蔵屋敷

ぬく
も
り
あ
る
越谷を
つくります
！

越谷市議会議員

観光物産拠点施設
観光物産拠点施設

市政運営の考えをお聞きしました。
市長からは、
「次期に向けて引き続き市政を担当し、

▲

東武スカイツリーライン
のジオラマ

越谷市の発展に取り組んでいきたい」と３選出馬の表明

▲ガーヤちゃんの蔵屋敷

がありました。

永年議員表彰されました

私は、高橋市長の目指す「安心度埼玉№１の越谷」
、
「市民が誇れる越谷」のまちづくりを確実に進めるため

私は市議会議員 15 年以上の在職により、埼玉県市議会議長会、並

に市長をしっかりと支え、皆様の期待にお応えしていく

びに全国市議会議長会から表彰状と記念品をいただきました。
これもひとえに皆様のご支援の賜と心より感謝申し上げます。

よう全力で活動してまいります。今後ともご支援とご協

越ヶ谷に生まれ、越谷市で育ち、越谷市で暮らし、皆様のもとで

力をお願い申し上げます。
この猛暑は当分続きそうです。いっそうのご自愛のほ

活動を続ける私にとって、このうえない光栄です。改めて皆様に感
謝申し上げます。

どお祈り申し上げます。

▲三選出馬表明した、高橋努 越谷市長

今後も議員として初心を忘れず、市政に対するさまざまなご意見

永年議員表彰されました（詳細は４ページ）

やご要望に真摯に向き合い、自己研鑽に励み、期待にお応えすべく、
「ふるさと越谷」の発展と市民生活のため誠心誠意努めてまいります。

６月定例議会から

▲私も電車を動かしてみました（ジオラマの前で）

●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

新しくは

TEL・FAX 048-966-5088

民生常任委員会委員
東埼玉資源環境組合議会議員

●越ヶ谷連絡所

連絡先

委員会等の所属が
変わりました

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

ホームページのアドレスは
http://takae510.jp

です。
▲埼玉県市議会議長会表彰状

越谷市議会議員 ごとう孝江の活動報告

議会報告

平成 29 年 6 月議会は 6 月 1 日に開会し、市長提出議案 10 件が提出され、すべて可決され、6 月 20 日に閉会しました。

主な議案

ごとう孝江

○越谷市消防本部及び消防署の設置等に
関する条例の一部改正について
・谷中分署の移転に伴うもの。建物の工事完成は 7 月末

問

越谷市谷中町４−92−１

一般質問

Ⅰ．中核市越谷の市政運営について

で、その後設備機器の設置や引越し等を行う。
・新住所

高橋市政

６月定例議会

平成 29 年 9 月 1 日から

答

高橋市政２期目の実績は？
１期目から掲げている、まちづくりの２つの基
本理念「安心度埼玉№１の越谷」、「市民が誇れ

○旧看護専門学校等解体工事請負契約の
締結について

る越谷」を実現するため、８つの重点目標を踏まえた第

・契約金額

２億 4,298 万 1,640 円

捗に鋭意取り組んできた。（次ページ別表参照）

・履行期限

平成 30 年 3 月 15 日

・解体建物

旧看護専門学校本棟及び増築棟

に県東部地域の中心都市としての歩みを進めてきた。

☆解体後は新保健センターを整備予定。
☆解体工事については地域説明会や地区センターだより
で周知。

問

２期８年の経験を踏まえた今後の市政運営を担
う考えは？

＜子育て・福祉＞

＜環境政策・自然保護＞

○待機児童の解消に向けた定員拡大。

○公共施設の新設・改修等に合わせた太陽光発電設備導入。

○東武線高架下に越ヶ谷学童保育室を移設。

○施設の屋根貸しによる民間事業者の発電事業の推進。

○越谷レイクタウン駅南口の民間保育園内に病児保育室を

＜防災・都市基盤整備＞
○八潮越谷線西方工区の開通。

開設。
＜医療・保健・介護＞

○地域防災計画に基づく避難施設等の整備や備蓄体制の拡充。

○保健所の整備。

○せんげん台駅に内方線付き点状ブロック整備を予定。

○地域包括センターの大型地区センター内への移設。

＜学校教育・生涯学習＞

○新たな保健センターの整備に取り組む。

○新南部図書室開設。 ○全小中学校へのエアコン設置。

＜産業支援・雇用＞

＜市民参加＞

○県と連携を図り、荻島地区の産業団地整備に向けて取り

○「市長とふれあいミーティング」の継続開催。
＜行財政改革＞

組む。
○観光物産拠点施設「ガーヤちゃんの蔵屋敷」の開設。

○公契約条例の制定。

○道の駅整備に向けた調査・検討。

○第５次行政改革や通常債の新規発行の抑制による財政的効
果の実現。

体・関係機関と十分連携を図り、広報活動等の取り組
みをし、円滑な投票ができるよう鋭意努めていく。
また、職員の増員や事務量の大幅な増加が考えられ
るが、本市の財政負担が生じないよう国に強く働きか
けていく。

☆旧看護専門学校の歴史を後世に残す方策を検討。

○財産の取得について（学校給食用厨房機器）
・学校給食用厨房機器と設置場所
冷蔵庫

第一学校給食センター

３台

６台

第二学校給食センター

２台

４台

第三学校給食センター

３台

６台

８台

１６台

合
・取得価格

計

１億 2,636 万円

＜参考＞

次の衆議院選挙から
埼玉第 13 区に変更となる投票区、投票所
投票区

投票所

第 17 投票区

大袋保育所

第 18・19 投票区

大袋小学校体育館

する埼玉第 3 区の一票に格差が 2 倍を超え、これに伴い、

第 20 投票区

大道自治会館

越谷」のまちづくりをさらに進めるために、次期に向け

大袋地区と荻島地区の一部が埼玉 13 区に編入となって

第 21 投票区

観音堂

て引き続き市政を担当させていただき、越谷市の発展に

いる。

第 22 投票区

大袋北小学校体育館

第 66 投票区

千間台小学校体育館

答

越谷市の将来像の実現に向け、全力を傾注して
いく。「安心度埼玉№１の越谷」、「市民が誇れる

取り組んでいきたい。
真空冷却機
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２期目の重点目標ごとの主な実績

４次越谷市総合振興計画後期基本計画を策定し、その進
また、平成 27 年４月の中核市移行により、名実とも
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《選挙管理委員会事務局長》今回の勧告は、越谷市が属

一方、越谷市長選挙の期日を 10 月 29 日に決定した。
従って、あらゆる媒体を通じて、市長選挙の実施と併

Ⅱ．衆議院議員選挙区の改正について
問

4 月 19 日に衆議院議員選挙区 画定審議会で衆

議院の小選挙区について改定案が勧告された。

勧告に基づく区割りの改定について、どのように受け止

せて、あくまでも衆議院選挙の区割りであることなど

★衆議院選挙に限る。

広く周知していく。例えば、新たに 13 区となる投票区

★10 月 29 日（日）施行の「越谷市長選挙」に影響はあ

内の自治会に直接伺い、丁寧に説明するなど工夫をし
て混乱を招かないように努める。
※６月 9 日関連法案が成立しました。

めているのか、また法律改正後の対応と周知方法は。

☆工事は夏休み中で 3 つのセンター同時に実施。

答

《市長》 昨年 10 月に意見照会があった。その際、
「越谷市と草加市という単位で分割はやむを得な

お知らせ

りません。
★詳細は市ホームページ、または市選挙管理委員会へ
TEL：048-963-9276

10 月 15 日（日）越谷市・出羽地区合同防災訓練 開催 !!

いが、市域が分断されることは決して好ましくない」旨
の回答をした。しかし、今回の改定案で結果として二分

毎年恒例の越谷市と地区の合同防災訓練が今年は出

まってきています。また、近年は地震、台風、ゲリラ豪

され大変残念であるが、一票の格差の是正のためであり

羽地区の担当になり、10 月 15 日出羽公園グラウンド

雨など災害はいつ、どこで起こるかもしれません。備え

致し方ない思いがある。

で開催されます。

あれば患いなし、とも言われます。皆さんで防災訓練に

今後は選挙管理委員会を中心に自治会長さん、関係団

防災に対する意識は、特に東日本大震災を契機に高

参加しましょう。（詳細は後日、お知らせ）

