そこが聞きたい !!

一 般 質 問

一般質問のようすは、インターネット録画配信をしています。2次元コードから、
該当議員の動画へアクセスできます
（パソコンやスマートフォンで視聴できます。閲覧可能期間は2年間です）
。

市長選挙で掲げた公約を市民との口約束で終わらせるのか

一般質問は､議員が市政全般について､自由なテーマで市長に質問･政策提言を行うもので､市民の声を市政に
届けるものです｡ 6月定例会では､16名の議員が一般質問を行いました｡ここでは､質問と答弁の一部をご紹介
します｡なお､質問の内容は､質問した議員が作成しています｡ 【インターネット録画配信もご覧ください】

便利な狭山を目指して！

金子 広和（はつらつ創造）

小谷野市長を含む写真
を 枚も掲載

◆小谷野市長の「選挙公約」４年間における一
部事業の実績を問う
①公約とは辞書によると
「選挙公職を争うとき、
候補者が有権者に向けて表明する約束。当選者
が公約に拘束され実現の努力を行うことは、責
任政治の重要な構成要素である。
」
と示されてい
る。
選挙公報に
「自ら先頭に立ちトップセールス
で企業誘致」
とあるが、
年度別の市外企業への訪
問数は。
18

20

まち
香る
お茶

ま
さや

さやまの教育

元気な

8
さやまっ子

火のよーじん! カン カン!

市民の文化の祭典

11月5日㈪／幼年消防クラブ防火パレード(水富幼稚園)

10月〜11月／市民文化祭
（各会場）
芸術の秋に、公民館や市民会館など14会場で開
催。
公民館で活動しているサークルなどが、
日頃の文
化・芸術活動を発表しました。
絵画や彫刻などの作品
ぞろ
は、
どれも見た人をうならせる力作揃い。
洗練された
演劇や民踊なども披露されました。
会場では、
発表者
と来場者が作品について語り合うなど、
文化を通じ
た市民同士の交流も深まりました。

水富幼稚園の園児74
人が、
秋の火災予防週
間にあわせて行った防
そろ
火パレード。
お揃いの
は っ ぴ
元気な声
法被を着て、
で
「火の用心」
を地域に
呼び掛けました。

震災の教訓から学ぶ講演会
（入間川中学校）
11月10日㈯、全校生徒
249人が、
平成23年の東日
本大震災で自らも被災し
た宮城県東松島市消防団
の齋藤剣一広報部長から、
き
震災当時の状況などについて話を聴き、
命の大切
さと災害時に何ができるかを学びました。
講演では、
市内の被災状況や市民の避難生活の
ようす、
消防団としての活動などを、
当時の映像を
交えながら説明しました。
そして最後に
「震災時に
強く感じたのは、
今生きているのは家族のおかげ
ということ。
皆さんも今を大切にし、
そして一生懸
命勉強して社会の役に立てるような大人になって
欲しい」
と力強く生徒たちに語りました。
生徒からは、
「狭山で同じような災害が起こった
とき、
少しでも復興の手助けができるよう、
自分に
何ができるのかを今から考えていきたい」
などの
感想がありました。

全国・関東大会の出場選手が市長に
11月7日㈬、
中学校総合体
育大会の全国大会と関東大
会に出場した生徒たちが市
長を表敬訪問しました。
出場報告の後、
生徒から
「今回の経験を生かして頑
張りたい」
「勝てなかったのは残念だった。
次は結
果を残したい」
「練習に励み、
入賞できるように努
力したい」
など感想や今後の抱負が語られました。
市長からは
「大会への出場は、
皆さんの努力の結果
です。
これからも持てる力を発揮して、
上位を目指
せ っ さ た く ま
して切磋琢磨してください。
活躍を期待していま
おく
す」
と激励の言葉が贈られました。
全国大会
やすひろ
吉田康浩さん
（柏原中学校3年・全国中学テニス選
ール
手権大会個人シングルスベスト16）
スホ
ラン
関東大会
み な み

9
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嶋村南美さん
（西中学校1年・新体操学校総合体育
所エ
ース
市役
大会関東大会出場）
影ブ
狭山
み ゆ
.22
念撮
永山心結さん
（西中学校2年
8.11 た記・新体操学校総合体育
201
大会関東大会出場）置し
に設
広報さやま 2018.12月号

■市役所☎04‑2953‑1111(代表）

地場産野菜とグルメを楽しむ

問合せ広報課へ内線7161
04‑2954‑6262

Photo studio

Town

あなたが写っていませんか？広報さやまに掲載し
た写真は、
広報課で撮影したものでしたら無料で
差し上げます。
広報課までご連絡ください。

川辺の魅力を再発見

11月17日㈯／狭山市農業祭
（市民会館ほか）

アット

11月11日㈰／さやまリバフェス＠入間川
（入間川河川敷）

農産物の収穫を祝う
農業祭。
新鮮な野菜の
販売や品評会のほか、
さといも料理グランプ
リを同時開催し、
大勢
の来場者が狭山の野菜
たんのう
を堪能しました。

富士山を望め
ることから、
「富
士見」
とつく地
名は、
関東・中部
地方に数多くあ
ります。
市 内にも 富
こ あざ
士にまつわる昔からの地名(小字)があります。
ふ
じ
み さと
ふ じ が く れ
「富士隠」
堀兼神社の周りには
「富士見里」
ふ じ み だ い
ふ じ み の お か
」 富 士 見 丘 」が、ま た、柏 原 に は
「富士見台「
ふ じ づ か
という地名が残っています。
昔は、
建
「富士塚」
さえぎ
物や林など遮るものが少なく、晴れた日には
富士山もよく見えたことでしょう。
今では、
ど
こも建物が立ち並び、富士山が見える場所も
少なくなってきましたが、例えば入間川に架
かる新富士見橋や昭代橋、
また、
奥富小学校近
くの田んぼなど、周囲が開けた場所から富士
山を望むことができます。これからの季節は
空気が澄み、雪化粧した富士山が見える日が
多くなってきます。
中央図書館の蔵書
「狭山から見える山々」
に
は富士山の展望スポットが記されています。
皆さんも探してみてはいかがでしょうか。

human

入間川の河川敷を利用して、
アウトドアやバード
ウオッチング、
環境学習など自然を生かした体験型
のイベントを開催し6千人もの人々が訪れました。
会場では、
幼児向けのキッズバイク教室も開かれる
など、
幅広い年代が参加しました。
奥富公民館
（吊るし雛飾り）

入間川のカヌー搭乗体
験には、
多くの参加者が

中央公民館
（作品展）

新狭山公民館
（来場者と大合唱） 入曽公民館
（人権標語表彰式）

▲熱気球体験で上空か
ら入間川を見ました
た

ぐ

心と力を合わせ綱と勝利を手繰り寄せる
11月11日㈰／ふたごちゃんあつまれ〜！ スペシャル!!（市民交流センター）

11月18日㈰／狭山市綱引大会
（市民総合体育館）

ふたごの親子16組と先輩ママ達の交流会。
子ども
達がパパや保育士と遊んでいる間、
ママ達はふたご
を育てる上での悩みや不安を話し合い、
お互いにア
ドバイスをしながらリフレッシュしました。
最後は
ママ達も一緒に踊りやゲームで楽しみました。

力自慢の小学生・中学生・大人がそれぞれにチーム
を作り、
優勝を目指しました。
日頃の練習の成果を発
揮すべく、
掛け声で息を合わせ、
力いっぱいに綱を引
き寄せていました。
試合終了後は、
ハイタッチを交わ
し、
互いの健闘をたたえました。

ごちゃん達は︑広いホ
ールで思い切り遊びました
▲本音をしゃべることで、
スッキリしたようすのママ達

勝利を願い、
先生や保護者が力いっぱい声援を送ります

8

開庁時間 平日の8時30分〜17時15分

◆30 年度「広報さやま」に掲載した市長を含む
写真件数(36 枚)
前市長や近隣自治体(例、所沢市13件・入間市
９件)と比較しても突出して多く、
一部の市民か
らは、
「税金で作成されている広報紙のはずが、
市民のための広報ではなく、小谷野市長をＰＲ
するための広報になっているのでは。
」との指
摘を受けているが、
現状の分析と今後の考えは。
総合政策部長 掲載の件数自体をもって、
その妥
当性を判断することは適当でないと考える。
広報紙には記事の内容に沿った写真を掲載し
ているので、今後についても同様の考えで掲載
していきたいと考える。

市・県民税申告と所得税、消費税確定申告書の取り扱い

◆茶の花号のさらなる活用
昨年12月に茶の花号は入曽西コースとして
武蔵藤沢駅へ接続されたが、これに加え入曽駅
と武蔵藤沢駅の区間の通勤通学コースがあれば
利便性が向上すると考えるが、
市の見解は。
市民部長 入曽駅と武蔵藤沢駅の区間の通勤通
学コースの新設については、本年度実施する利
用動向調査の結果などを踏まえて、その必要性
を地域公共交通会議のなかで協議していく。

導入された移動販売の車両

録画配信の
２次元コード

◆市・県民税申告時における市役所の対応は
申告者は市民税・県民税申告書用紙を持って
申告会場にきているのか。
あらかじめ申告書を作
総務部長 申告会場では、
成する必要がなく、
申告者の所得に応じ、
所得税
確定申告か市県民税申告かを判断した上で、申
告受付システムで申告書を作成するため、市県
民税申告用紙を持参し、そのまま受け付けるの
は、
所得がない方などごく限られた方である。

◆市・県民税申告書で提出した事業者への対応は
市・県民税申告用紙で確定申告も済んだと思
った方がいた。
税務調査があり、
３年分の消費税
の追徴が発生。
税額が多く一度で払えなくなり、
市税も滞納になった。
この事例については。
総務部長 市県民税の申告書で提出していた事
業者の消費税支払いについての認識は、市とし
ては、
消費税には関与していないので、
納付動向
についても把握していない。
◆市税の滞納者を出さないための再発防止策は
消費税申告について、パンフレットなどを市
民税課窓口に置いているが、
他の再発防止策は。
総務部長 所得税の確定申告が必要かどうかの
判断は、
広報や申告の手引きなど、
あらゆる機会
を捉え間違いのない申告を誘導する。消費税に
関しては、
税務署と情報交換を行う中で、
市が対
応可能な範囲で周知に努める。

◆買い物不便地域の解消
①高齢化の進展に伴い、買い物不便の問題はさ
らに深刻になっていくものと予想される。地域
の方に最低限の買い物をしていただくには、移
動販売の導入が有効であると考えるが、移動販
売の導入に向けた市の取り組みは。
②買い物不便地域の解消に向けた市長の所信は。
環境経済部長 ①市内にある事業者が、埼玉県、
群馬県などの北関東４県を対象に、買い物不便
地域での移動販売を検討しているとの情報を得
たことから、買い物不便地域の情報を提供する
など、
市内での事業展開を積極的に働きかけた。
これにより６月17日から、当該事業者では北
関東４県で初めての取り組みとして、市の４地
域での移動販売が本格実施されることになった。
市長 ②今回実施される移動販売の状況を踏ま
えたうえで、移動販売の他の地域への拡大につ
いても、
事業者に働きかけていく。
その他のテーマ▶狭山市の交通政策について

小中学校の安全対策とけが及び事故の未然防止！

衣川 千代子（日本共産党）

その他のテーマ▶入間川七夕まつり ▶市民参加型まつりと花火
（9）

録画配信の
２次元コード

内藤 光雄（新政みらい）

録画配信の
２次元コード

◆児童生徒が不慮の事故に遭遇しないために
①危険箇所の洗い出しは。
②けがや事故の未然防止の取り組みは。
教職員が月に
学校教育部長 ①各小中学校では、
一度、チェックシートを活用して安全点検を実
施している。
その際には、
児童生徒の学校生活に
おける動線や児童生徒の学校施設における行動
清掃中にも
事故の危険が ！

ここに掲載していない一般質問の質問と答弁の概要は︑ホームページでご覧いただけます︒ホームページをご覧になれない方には︑
ＦＡＸまたは郵送でお届けしますので︑議会事務局にご連絡ください︒
☎０４︲２９５３︲１１１１ 内線３３１３

録画配信の
２次元コード

②
「将来的な合併をめざして！ 近隣市との連携
強化、
将来を見据えた行政改革を断行します」
と
あるが、
現時点での合併に向けた進捗状況は。
市長 ①平成27年度１社、
本年度１社であった。
②合併に向けた具体的な進捗はない。

土方 隆司（新政みらい）

パターンなどを念頭に置いて点検している。
また、管理職による日常の巡視や子どもたち
からの気づきや報告なども含めて、広い視野か
ら危険箇所の洗い出しを行っている。
②児童生徒の行動パターンを踏まえて防止策を
講じており、
例えば、
窓枠にストッパーを取りつ
け児童生徒が転落しないよう窓の開く幅を制限
したり、窓ガラスをアクリル素材にかえたりす
るなどの対応を行っている。
◆過去の教訓を生かすために
ヒヤリハット体験事例や危険箇所の共有化は。
職員
学校教育部長 ヒヤリハットの体験事例は、
朝会や学年会議の場で情報交換を行い、同様の
事故がおこらないよう、
共有化に努めている。
危険箇所についても、
管理職などで構成される
生徒指導委員会で、
情報の共有化を図っている。

その他のテーマ▶投票率の現状と投票率の向上 ▶保育所の待機児童対策と幼児教育無償化の影響
（8）

