◆水野字松ヶ丘の土地は茶業組合の移
違約金の
転用地として取得した︒目的が変更さ
２億２千万円はどこに？ れ︑東京狭山線の代替用地になってい
るのはなぜか︒
総務部長 確認できる書類が存在しな
田 中 寿 夫 議員 いものの︑当初は茶業組合の移転候補
︵市 民
︶ 地の一つとの経緯もあったが︑結果的
には東京狭山線の代替地として取得し
◆東京狭山線の代替地取得について︑ たと聞いている︒
地価が取得時の 分の１以下になって ◆リサイクルプラザ建設工事の入札で
いる︒これで︑最少の経費で最大の効 三井造船が落札し︑仮契約した︒その
後相手の都合で解約したが︑２億２０
果が上がったと言えるか︒
市長 土地の価格は︑バブルがはじけ︑ ００万円の違約金はどこに入金された
大幅に下落したことによるものである︒ のか？
これを取らなかった場合︑同社の利
用地取得の際の価格は︑鑑定評価を実
施していることから︑当時としては適 益を図ったことになり背任行為となる
がどう考えるか︒
正であったと認識している︒
◆狭山市には懲罰規定があるかどうか︒ 市長 違約金は徴収していない︒この
抵触して処分を受けた場合︑報酬及び 契約は議会議決前であることから︑法
退職金の支払いに対しての影響はどう 的には予約と解釈される︒契約の効力
は発生していないため︑徴収しなかっ
か︒
総務部長 明文化された懲罰規定は検 たことに問題はない︒
討中であり︑現時点ではない︒現在は︑
処分の公正を期すため︑職員審査委員
会を設置して処分の可否等を審査して
いる︒処分を受けた場合は︑給料の減
給や退職金の一時差し止め等が条例に
規定されている︒
◆狭山市富士見一丁目の登記問題の更
正手続きは完了しているか︒まだの場
合︑その理由は何か︒
総務部長 土地開発公社が是正の事務
を進め︑現在︑関係機関と協議を継続
しているとのことである︒

（ 12 ）
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小児救急医療の
広域体制の確立を
齋

藤
誠
議員
︵公 明 党︶

◆現在︑所沢市・入間市・狭山市の３
市は︑小児救急医療支援事業実施地区
として協力体制をとっている︒広報さ
やまの保健センターのページに毎月掲
載されているように︑入間川病院と西 児科医の確保については︑所沢医療圏
埼玉中央病院の２病院だけで︑週３日 の３市の広域体制で︑市長・医師会長
のみ︑夕方６時から翌朝８時まで小児 等と財政負担の分担や県の補助金の活
科二次救急医療に対応している︒抜本 用など詳細に協議し︑小児救急医療体
的な小児科医不足に加え︑本来初期救 制の確立を目指して強力に推進すべき
急で処置できる患者が二次救急病院に であると提言するが︑市長のご見解は︒
殺到し︑担当医師の過剰労働が原因で 市長 救急医療体制の確立は︑市にと
二次救急医療を引き受ける病院が増え って重要な政策課題の一つである︒い
ないのだ︒そこで県の事業として︑小 つでも︑どこでも︑だれでも受診でき
児科医確保のため︑補助金を計上した る医療環境の構築を図る必要があると
り︑内科医等を対象に小児救急医療に 認識している︒特に小児科救急医療は
関する研修を実施し︑休日・夜間診療 少子化対策の一環としても確保しなけ
等における軽症の小児救急患者の診療 ればならない︒
現在︑救急医療体制の構築に向け︑
体制の充実を図っている︒また︑
﹁♯
８０００番﹂による﹁小児救急電話相 所沢保健所を中心とした狭山市︑所沢
談事業﹂も利用者は増えているものの︑ 市︑入間市で構成される救急医療協議
会等で協議しているところである︒当
まだまだＰＲ不足︒
時間３６５日受け入れ可能な小児 面︑夜間の初期救急医療体制を確保す
救急医療体制を確立するには︑まず初 るべく協議し︑市民ニーズに即した地
期救急医療体制を早急に充実させ︑二 域医療体制の確立に努めていく︒
また︑併せて小児救急電話相談事業
次救急医療のスムーズな連携体制の構
築にある︒そのための施設の拡充と小 の活用もＰＲしていく︒
24

きっきん

市民部長 平成 年度から防災課と福
防災・福祉の
祉
部各課による調整会議を実施してい
る︒引き続き実施し︑意思統一を図っ
充実について
ていく︒支援班は職員だけでなく︑自
主防災組織を初めとする地域の協力も
加賀谷
勉
議員 得て︑要援護者支援ができる体制を確
︵公 明 党︶ 立していく︒また︑要援護者情報のネ
ットワーク化については︑個人情報を
扱うことから慎重に対応し︑本人の同
◆災害時要援護者支援対策について
災害時に︑自力で避難することが困 意を得るなどして取り組んでいく︒
難である高齢者や障害のある方など︑ ◆危機管理と情報システムについて
ここ数年︑国の内外を問わず︑これ
災害時要援護者の方々を適切に避難さ
せる体制を整備することが︑喫緊の課 までに例のない頻度と規模で自然災害
題として求められています︒避難支援 が相次ぐ中︑自治体にとっての危機管
体制の整備を進めていくためには︑常 理という問題が大きく取り上げられて
日頃からの要援護者情報の収集・共有 おります︒こうした問題意識を受け︑
が必要不可欠であると考えます︒そこ 様々な対策を実施している自治体も多
で︑防災関係部局や福祉関係部局等か 数あります︒しかし︑これらの対策に
らなる定期的な協議の場︑また︑横断 真に効力をもたらすためには︑情報を
的な﹁支援班﹂の設置が必要だと考え 収集すること︑集めた情報を分析する
ますが︑いかがですか︒また︑ネット こと︑分析した内容を確実に伝達する
ことが重要です︒情報の集約がないと
ワークの形成に対する進捗状況は？
ころに危機管理は遂行できません︒地
震・災害が起こると︑現場は大混乱に
なります︒実践的な体制づくりが重要
であり︑特に情報システムを活用する
ことを前提とした体制や仕組みの準備
が必要だと考えますが？
市民部長 狭山市が長年の防災活動等
を通じて積み上げてきた知識︑経験や
災害時要援護者情報を迅速かつ効果的
に活用できるような体制づくりについ
て調査研究し︑狭山市に合ったシステ
ムづくりを進めていく︒

（ 13 ）
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交通問題・
国際化への対応について
磯

野 和 夫 議員
︵公 明 党︶

◆交通事故防止対策
千葉県鎌ヶ谷市で取り組んでいる交
通事故半減プロジェクトがある︒これ
は︑インターネットを活用し︑市内の
危険箇所の情報を市民から提供しても
らうことで︑より効果的な交通安全対
策を講じるものであり︑この取り組み
により︑事故件数が４割減少したと報
告されている︒当市においても導入す
べきと思うがどうか︒
車の速度超過を防止するため︑道路
上の白い外側線を引き直し︑車道部分
を狭くする方法が柏原ニュータウン内
で実施された︒これには大きな効果が
認められるので︑ほかの道路でも実施
すべきと思うがどうか︒
市民部長 当市も市民参加型の交通安
全対策に取り組んでいるが︑今後︑イ
ンターネットの活用についても交通事
故防止の観点から研究していく︒
外側線の引き直しは︑安全性が高ま
ると地域の方々から評価いただいてい
る︒今後も通学路や住宅地において︑
可能な箇所から実施していく︒
◆公共交通機関の充実
来るべき超高齢社会に備えるため︑

交通弱者である高齢者の利便性を確保
するための交通システムを︑今から本
格的に検討すべきと思うがどうか︒
市民部長 茶の花号の見直しの中で︑
広域的な運行も含め︑高齢者の利便性
が図れるよう検討していく︒
◆自転車のための道づくり
これからの時代は︑健康的で︑環境
にも優しい自転車が交通手段の主流に
なっていくべきであると考える︒当市
も自転車が走りやすい道づくりの整備
計画を立てるべきと思うがどうか︒
市民部長 自転車レーン等を設置する
場合︑道路の拡幅が必要になるなどの
課題がある︒今後︑道路管理者等と連
携を図り検討していく︒
◆多言語自動翻訳サ�ビスの導入
市内に住む外国人のために︑市ホー
ムページに多言語自動翻訳サービスを
導入すべきと思うがどうか︒
総合政策部長 外国語の併記について︑
多言語自動翻訳サービスも含め︑運用
面等から検討していく︒

柏原ニュータウンバス通り

学校図書館を
充実させよう！
新

良 守 克 議員
︵志 政 会︶

◆児童生徒の読書離れ対策と書籍管理
のバ�コ�ド化について
学校での読書指導︑学校図書館の充
実にもっと取り組むべきと考えます︒
図書購入費の予算として︑７６３万５
０００円︑中学校では５３７万１００
０円の予算が計上されているが︑学校
間で児童・生徒数の格差があり︑どの
ような方法で予算配分しているのか︒
また︑これまでの図書カードによる
手作業での貸し出し・返却や蔵書の管
理ではなく︑蔵書や資料をデータベー
ス化することにより︑貸し出し業務の
簡素化︑蔵書の検索など︑いろいろな
面で充実した学校図書館になるのでは
ないか︒ご見解をお願い致します︒
教育長 図書購入費の予算は︑一律配
分だけでなく︑児童生徒数や図書の充
足率に応じて配分している︒
また︑図書のデータベース化につい
ては︑コンピューター等の設備投資︑
それを担う人的配置が課題になるが︑
今後︑調査研究していく︒
◆クラブ活動・部活動の推進について
教育の一環として︑市内中学校生徒
の ％が部活動に加入しています︒し
93

検証可能な
教育施策を求める！
より良い教育行政を目指して！
与すると考える︒その取り組みは︒
教育長 現在︑土曜日を運動会等の学
校行事に活用している︒今後︑地域子
ども教室の活動を拡充していく中で更
なる活用方法を検討していく︒
◆最高の授業をすべての狭山�子に
優秀な先生による授業は学区や学年
の壁によって市内全域へと普遍化され
ていない︒教育情報ネットワークを活
用し動画配信できないか︒インフラと
人材を効果的に結び︑どんな境遇にあ
る子でも最高の教育環境を与えたい︒
教育長 動画配信には︑児童等の個人
情報が含まれてしまうなどの困難が予
想されるが︑今後研究していく︒
◆明確な結果を示せ！
今年度は他市にない教育関連予算を
つけた︒他市にない施策の結果は︑他
市に負けない学力︑体力の向上という
形で示してもらいたい︒
教育長 結果を示す数値は︑公にする
ものではなく︑一人一人に示し指導に
生かしていくものと考える︒

かし︑道具や設備が不十分な環境で︑
１人当たりの予算が小学校高学年３０
０円︑中学校５００円では︑部活動の
活性化になりません︒増額を求めます︒
また︑今年度︑部活動指導員を 人
に増員していただきますが︑それでも
行き届かない部活動が出てくるのでは
ないか︒スポーツボランティア制度の
活用とか︑市内にもトップアスリート
や文化人が多数在住・在勤しているの
ですから︑もっと活用してはいかがか︒
子供たちの将来に望ましい環境を期待
しますが︑ご見解をお願い致します︒
教育長 部活動の予算確保に努めてい
く︒平成 年度からは︑校外活動派遣
費の大幅な増額を行い︑交通費などに
掛かる保護者負担の軽減を図っていく︒
また︑部活動指導員の増員で︑これ
まで以上に指導の充実が図れるものと
考える︒スポーツボランティア制度の
活用も図り︑トップアスリートの活用
については今後検討していく︒

30

小谷野
剛
議員
︵志 政 会︶
◆アクシ�ンプランの充実を！
教育立国が国家戦略として位置付け
られ︑学習指導要領が大幅に改訂され
た︒自治体においては今後︑検証可能
な教育行政を目指して詳細な振興計画
作成が求められる︒狭山市には既にア
クションプランがあり︑一応の体裁は
整えているが︑まだ不十分である︒今
後の取り組みは︒
教育長 アクションプランは︑今後︑
教育振興基本計画と整合性を図りなが
ら︑改定作業を進めていきたい︒
◆忙しすぎる教員の現状
子供にとって教員の影響力は非常に
大きい︒年々︑事務負担が大きくなり
子供に向き合いたくても︑困難な現状
がある︒現場の把握は︒
教育長 本来の教育活動以外の業務が
増加している︒引き続き︑事務効率化
などを図り︑教師が子供たちと向き合
う時間を確保できるよう努めていく︒
◆土曜日の有効活用を
週５日制が開始された頃から学力低
下が社会問題となった︒学校教育にお
ける土曜日の活用は学力向上︑行事な
ど現場での時間的なゆとりに大きく寄

20
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業地区の工場周辺では大型トラックが
納品待ちのため長時間︑路上駐車して
いるのを見受けるが︑二酸化炭素排出
増加・交通事故増加が懸念される︒
工業団地周辺にトラックターミナル
設置のため関係者の意向を聞くなど︑
早期実現に向け決断すべき時と思う︒
市長 トラックターミナル整備の重要
性は認識している︒引き続き︑あらゆ
る可能性を調査研究していく︒
◆狭山工業団地に隣接する柏原西の原
地域は︑平成 年度には県内全線が開
通予定の圏央道の狭山日高インターか
ら２㎞圏内にあり︑工業・流通機能等
の立地には絶好の場所である︒
企業立地に生かすため地権者の意向
の十分な把握に努め︑工業専用地域へ
の用途変更を推進する中で︑将来に向
けて税収の確保を図るべきと思う︒
市長 産業基盤づくりについては︑土
地利用構想に基づき︑あらゆる可能性
を調査研究していく︒

なく存続すべきでは？
武道館の存続／温暖化
市長 Ｂ棟が料理︑工芸のほか︑音楽
演奏等にも対応できる設備機能を有し
／駐輪場の割引を
ているためと理解している︒武道館跡
地については︑市街地にふさわしい利
中 川
浩
議員 活用の視点から検討し︑その結果を踏
︵市 民
︶ まえ関係諸団体とも協議していく︒
◆市内事業者の発展
◆狭山市駅西口開発
都市再生機構がこれまで施行した事
西口の公益施設Ｂ棟の建設㎡単価
業での地元業者の受注状況と西口再開
万円は︑リサイクルプラザ︵プラザ棟︶ 発の場合は？
万２千円と比べると倍以上で︑プー 市長 地元業者が受注した実績はない
ルもお風呂も可動式客席ホールもある と聞いている︒西口開発に伴う解体工
施設︵サピオ稲荷山 万円︑サンパー 事も県外大手企業が受注している︒市
ク奥富 万円︶と同じくらいかかるの としては︑今後も都市再生機構に市内
は適正か？
業者の受注機会拡大を要望していく︒
武道館のある区域は︑市で一度は公 ◆得する！
︵お財布にうれしい︶
地球温
共駐車場を整備すると方向性を定めた 暖化対策�ガソリン価格高騰の折に�
が︑今日まで武道館利用者に説明はな
﹁急加速せず︑アイドリングストッ
い︒武道は︑子供や大人が心身を鍛え プして︑エコドライブすれば年間６千
るのに一番︒武道館を閉館する必要は 円お得！﹂とケーブルテレビで放映す
るとともに︑車にステッカーをはり︑
道路に横断幕・看板を設置しては？
環境部長 ステッカー表示︑看板設置
等の実現に向け検討していく︒
◆狭山市駅東口駐輪場の料金割引を
市の温暖化対策計画の﹁自転車通勤
を奨励︑自転車利用がお得になる仕組
みを検討︑利用の普及を図る﹂との考
え方に沿って︑狭山市駅東口駐輪場の
料金割引を実施しては？
市長 学生利用料金の考え方も視野に
検討していくが︑温暖化防止対策とは
別に取り組んでいく︒
21
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活動作品の販売・
商工業の振興
中
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狭山市駅西口に武道館存続を！

村 正 義 議員
︵志 政 会︶

◆公民館の文化祭で展示される七宝焼
き・陶芸・絵画等の作品の譲渡を希望
する見学者がいる一方︑作品を販売し
て活動資金に充てたい団体もあると聞
く︒一定の条件を設け規制するにせよ︑
許可すべきと思うが︑どうか︒
教育長 平成 年度の市民文化祭から
販売できるよう準備を進めていくが︑
営利目的でなく︑販売価格も実費相当
額であるなどの要件を設けていく︒
◆当市の法人市民税は平成 年度 億
円を超えた︒当市において将来とも継
続して企業活動ができるようなサービ
スの提供が求められていると思う︒
新狭山地区の空き施設を利用し︑商
工業振興課分室と工業会の事務所を置
き︑日常の連携が取れればタイムリー
な事業展開ができるのではないか︒
市長 市内企業と密接な連携を図り︑
産業活動を支える環境整備に努めてい
く︒また︑事務所の設置については︑
現在︑川越狭山工業団地付近で適地を
調査しており︑この２︑３年以内には
実現していく︒
◆ジャスト・イン・タイム生産システ
ムの普及でトラック輸送が増大し︑工

（ 15 ）
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