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8号は、新人議員の一般質問に特化した編集としました。 

テーマ設定を行い、6月議会及び 9月議会でそのテーマを取り上げた新人議員の質疑を 

はめ込んだ編集となりました。質問の機会が無かった 3名の新人議員は、氏名と写真のみを

掲載しています。 

尚、10月 29日の議会改革推進委員会を傍聴した折、某会派から『当会の「議会だより」

では、市として議会だよりを発刊していない県内唯一の市議会としているが、朝霞市も発刊

していないので間違った表記をしている。』との主旨の発言がありました。朝霞市の議会事

務局に確認すると、『議会が編集した「議会だより」を「広報あさか」に包括して発刊して

います。』とのことでしたので、3ページに[補足説明]として事実を掲載しました。 

 

 私たちは、川口市議会の改革を市民の立場から推進することを目的とし、2009 年 6 月に

発足した市民団体です。改革の柱となる「情報公開」、「情報の共有化」については、他の自

治体に比べて、川口市議会は相当遅れています。 

 議会情報は、二元代表の首長側が発行する「広報かわぐち」で 2頁を使い、結果のみを事

務的に掲載している現状に対して、市民にわかり易い、より充実した「議会だより」の発刊

についての必要性を主張して参りました。 

川口市議会は、埼玉県内で「市」として議会報を発刊していない唯一の議会なのです。 

 

これは、市議会による「議会だより」発刊を促すことが目的であります。従って、議会が

発刊した時点で、この事業は閉じることになります。 

 

発刊頻度は、原則として議会が開催される年 4回を予定しております。 

以上 



市民団体による 

  川口市議会だより 発刊：議会基本条例を考える会 
編集長：林 恒男 

議会が｢議会だより｣発刊 
の時点で廃刊予定 ～議会での議論が市民の生活を左右する～ 

当会は、２００９年６月に活動を開始した市民団体です。

“みんなで創ろう身近な川口市議会”をキーワードとした活

動です。 毎月第３金曜日の１８時から「かわぐち市民パー

トナーステーション」で月例会を開催しています。  

 <オブザーバー参加大歓迎> 

〒332-0031 川口市青木1-5-28-701  代表：伊田昭三 

 TEL : 090-2672-9435  

 E-mail：gikaikaikakukawaguchi@gmail.com 

 HP: http://gikaikaikaku.web.fc2.com/  

 ブログ: http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/   

 
 
 
 
 
 
 
 

「議会基本条例を考える会」 

「ご寄付のお願い」 
当誌の発行は、会費＆ご寄付にて行ってお
ります。皆様のご協力をお願い致します。 
  

●ゆうちょ銀行 019店   当座0634053 
●三井住友銀行 川口支店 普通4301711 
名義：いづれも｢議会基本条例を考える会｣ 

埼玉県内４０市の中で、唯一「議会だより」
を発刊していないのが川口市議会です。 

新人議員一般質問特集！ 

             
 
坂本大典議員（無所属）           
 学業に秀でた人材を少数精鋭 
で磨いていったらどうか。理系、 
文系、それぞれに優秀な人材を 
育てることは、将来の川口を創造する期待感があ
ります。また、スポーツに秀でた人材を市内生徒
から確保することは、学校や川口市に活気を呼び
起こします。甲子園や全国大会に行けば、さらに
盛り上がります。 
 市内の優秀なスポーツ選手の確保について市内
の選手が欲しいならば、全て入学させて育てるく

らいの気概がなければ、優秀な市内のスポーツ選
手は私立や市外に行ってしまいます。何か方策は
お考えですか。 
 
行政：現在の市立３校では,本市独自の制度である
文化・スポーツ特別選抜を導入しております。 
 新市立高等学校では、文武両道にすぐれ、徳力
を備えた地域社会のリーダーを育成することを基 
本理念の一つとして掲げております。川口に育っ
た生徒は地元川口で大切に育て、新市立高等学校
から全国で活躍できるアスリートを輩出していく
ために、今後も本市独自の選抜制度を取り入れて
参りたいと存じます。 

市立高校 

            
           
 
碇康雄議員（川口新風会) 
 現行計画を白紙に戻し、庁舎建 
設審議会の答申で示されたとおり、 
ＳＫＩＰシティで建設するように 
方針を転換してはいかがでしょうか。 
 
奥ノ木市長：私はこれまでも再三再四申し上げて
おりますが、平成２５年１２月議会において現本
庁舎敷地並びに現市民会館及び同事務棟敷地との
議決をいただきました。議会の議決は非常に重い
ものであります。建設地を変更することは一切あ
りません。 
  
   

 
 現在地にいかに早期に安全な庁舎を建設できるか
を最重要課題ととらえ、今後も鋭意取り組んで参
る所存であります。 
 それぞれの議員は、提案された議案に対し、重
い決断をして、そして決し、その責務を果たして
きたわけです。建設地を変更することは重ねてあ
りません。時計の針というのは戻すことができな
いんです。 
 
碇康雄議員：現在地で建て替えるべき理由が示せ
ないのであれば、この議決そのものが問われなけ
ればならないのではないでしょうか。建設地の変
更を市議会に提出できるのは市長です。災害時に
川口市民の生命を守るためにも、市長の勇断を望
み、質問を終わらせていただきます。  
 

新市庁舎 

３大プロジェクト（市立高校・火葬施設・新市庁舎） 

●市立高校：アスリート輩出のため本市独自の選抜制度継続 
●新市庁舎：建設地を変更する事は一切ない 

マイナンバー制度 

 
福田洋子議員（公明党） マイナンバー制度は、
行政を効率化し、国民の利便性を高め、なおか
つ公平・公正な社会の実現のため、社会基盤と
して始まる制度です。来年１月から実際に活用
可能となるのは、税、社会保障、災害対策の３
分野に関連する行政手続となっています。 
 セキュリティの問題について、番号が漏えい
し、不正に使われるおそれがある場合を除き、
マイナンバーは一生変更されることはないと
なっておりますが、個人情報のセキュリティ管
理はどのようにされているのでしょうか。 
 
 

 
行政：マイナンバー制度は、必要な情報を必要
なときだけやりとりする分散管理を採用してい
るため、特定の機関に共通のデータベースを構
築することはなく、その機関が保有している情
報以外がまとめて外部に流出することはない仕
組みとなっております。 
 
  他に、矢野由紀子議員（共産党）、吉田英司
議員（自民党）、関口京子議員（公明党）が、
「廃止」「セキュリティ強化」等の視点から発
言。  
 

（その他の話題をピックアップ） 

ド ッ グ ラ ン等 

吉田英司議員（自民党） ドッグランにつきま
しては、市民からの多くの要請があり、自民党
としてこれまでも設置の要望をして参りました
が、6月議会では「年度内に開設に向けた市の方
針を固めます。」との答弁でした。 
 制約条件が多い中、荒川運動公園が適地と考
えます。実現の可能性についてお考えを聞かせ
て下さい。 
 
奥ノ木市長：本年10月に荒川運動公園にドッグ

ラン及びバーベキュー場を開設する社会実験を
行うべく現在準備を進めている。 
 この社会実験を通じて利用者や、周辺住民の
皆様から頂戴したご意見を参考にしながら、実
験結果の分析を行った上で詳細な整備方針を年
度内に策定する予定です。 
  
他に、福田洋子議員（公明党）、幡野茂議員
（公明党）、岡村ゆり子議員（無所属）が発言。 

湘南新宿ライン停車 

松本英彦議員（自民党）ＪＲ川口駅は、平成２
５年度の１日あたりの乗降客数は約１６万人で京
浜東北線１本という極めて脆弱な鉄道輸送能力に
とどまっております。  
 このような状況を解消するためには、湘南新宿
ラインを川口駅に停車させるしかないと考えるも
のですが、川口駅停車と駅舎建替えなど、現在の
状況はどうなっていますか。 
 
奥ノ木市長：昨年９月にはＪＲ東日本本社を訪
ね、湘南新宿ラインの川口駅停車と駅舎の建替え

について直接要望いたしました。また、本年３月
にはＪＲ東日本大宮支社長と面談し、市有地の利
活用など両者の役割分担について意見交換を行
なったところであります。 
 
  又、ＪＲに対して要望活動に力を入れている
ほか、県から国の交通政策審議会への要望事項の
一つとして採用された。実現のために全力で当
たっていくと吉田英司議員（自民党）に質問の
答えた。 

ー 6・9月議会より市議選初当選の議員をピックアップ！ ー 

●市、まとめて外部に情報が流出することのない仕組み 

●今年10月にドッグラン、バーベ   
  キュー場の社会実験を実施 

●市長・ＪＲ東日本へ川口駅停車  
   と駅舎建替えを直接要望実施 



 
最上祐次議員（川口新風会） 
 (先進事例の)石川県の手法を 
我が川口市がなぞられ、大手企 
業の工場だけではなく、本社の 
一部をこの川口に移して頂き、 
地元採用を増やす、この動きを 
すれば川口市は必ず変わると確 
信している。保育施設を早急に設置し待機児童数
解消を図る事が急務であり、その施策をお聞かせ
ください。 
 
奥ノ木市長：子育て保育環境の充実は、私が掲げ 
 

 
ている「川口の元気づくり政策宣言30」の一つ
であり、待機児童解消は最重要課題であると考え
ている。  
 国の「待機児童解消家族化プラン」を活用して、
待機児童解消に向け取り組んでいる。今後は「川
口市子供子育て事業計画」にもとずき、平成28
年度までの2年間で、認可保育所、小規模保育事
業所の整備を進め、市立幼稚園による長時間預か
り保育を検討するなりして、合計1,110名の受
け枠の拡大を行い、平成29年度までに待機児童
解消を目指す所であります。 
 
 

 
岡村ゆり子議員（無所属） 
 県知事選挙で本市は、20.94％ 
と県内ワーストであり、この様な 
事で本市が注目され話題となって 
いる事は非常に恥ずかしく情けな 
い事です。 
 これからの社会を担う若い人があきらかに投票
していません。 
 一番身近な市会議員選挙でも、37.45％と投
票率が下がり続ける一方であれば、有権者と地方
政治の乖離が広がり地方自治の根幹が揺らぎかね
ません。そこで、本市の取り組みをお聞きします。 
 
 

 
行政：「効果を上げた啓発事業は」特定は出来ま
せんが、選挙の期日や投票方法をお知らせしたチ
ラシについては多くの有権者から「分かり易かっ
た」などの声がありました。又、有権者2,000
人を対象とした選挙に関した意識調査では、投票
率向上策の設問があり、この調査結果を踏まえ有
権者に啓発事業を行なって行きます。 
 「本市ホームページに子供専用のページ」につ
いては、啓発する内容を検討してゆきたい。 
 「学校教育での選挙の取り組み」としては、若
年層に対する選挙啓発の必要性を充分認識してお
り、大学への出前講座は選挙啓発の一環として検
討して行きます。 
  

濱田義彦議員（自民党） 
 市内における災害時の避難所、 
また防災備蓄品について市民に 
どの程度の配給ができるのか、 
また、具体的な対策を検討して 
いるのか。 
 首都圏直下型地震が起きた場合、 
帰宅困難者に対してどのような支援をするのか。
また、各種交通機関との連携、隣接市、隣接都区
と効率よく情報交換ができるような状態になって
いるのか。隣接地区と連携した防災計画を立てて
いるのかをお聞かせください。 
 
行政：（防災備蓄品）有事の際、資機材が有効に
機能するよう、点検整備に係る費用に対して自主
防災組織活動補助金が活用できるとしております。 
 この補助金について周知を図り、資機材を有効
に活用した自主防災活動の充実強化を図って参り
たいと存じます。 
 （帰宅困難者対策）地域防災計画の被害想定で
は、本市に通勤している帰宅困難者は約２万人と
され、中でも川口駅周辺の滞留者が東日本大震災
の際には多数発生したことから、平成２４年１１
月に鉄道事業者、商業施設、公共機関、行政等で
構成する川口駅周辺帰宅困難者対策協議会を設置
し、構成員相互の役割や情報連絡体制の構築、通
信避難誘導訓練等を実施し、連携強化を図った所
です。 

井上薫議員（共産党） 
 市では、防災研修会を開催し 
て各地域に防災リーダーを認定 
していますが、普段より町会・ 
自治会の班や組単位で防災リー 
ダーがいることが望ましいと考 
えます。これにより、災害発生時において住民の
安否確認や避難誘導、防災資機材の取り扱いなど
にも混乱を来さないと考えますが、防災リーダー
研修会を今後増やしていくことは御検討されます
でしょうか。 
 
奥ノ木市長：防災リーダーは、災害発生時に自主
防災組織の中心的役割を担う重要な人材でありま
す。本市では、平成１３年度から町会・自治会を
主な対象とし、育成に努めて参りました。私は、
こうした人材を育成することが減災の大きな支え
になると考え、今年度から新たに公募による防災
リーダー認定講習を開催するとともに、中学生防
災リーダーの育成にも取り組んでいるところであ
ります。 
 今後とも、積極的に認定を受けていただけます
よう、意を用いて参りたいと存じます。 
 

子育て ●平成29年度までに待機児童解消を目指す 

              ●オリンピックは産業振興に絶好な契機 

             ●防災協定建設業者は優先発注の配慮  
 
 
古川九一議員（自民党） 
 産業振興に係る取り組みに 
ついてですが、東京オリンピ 
ック・パラリンピックにかか 
わる川口市産品の活用、川口 
市のＰＲ、産業振興のため 
にどう取り組んでいくのか、 
また、取り組んでいるのかお聞かせください。 
 
奥ノ木市長：本市では、東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会組織委員会会長をはじめ、
関係団体に対して、本市の鋳物製品や緑化の活
用、並びに国立競技場聖火台の保存などを要望
してきたところであります。 
 今後も、本市といたしましては、東京オリン
ピック・パラリンピックの開催が本市の産業を
ＰＲする絶好の契機ととらえ、本市産業振興に
つながる取り組みを実施して参ります。 
 
 
 
 
 

 
 
 
奥富精一議員（自民党） 
 市内建設業者への優先発注、 
育てる防災協定について、川 
口市が発注する事業を、市内 
に本社がある企業が受注すれ 
ば、納税額や市内生産高がア 
ップし、いつか来る激甚災害 
にも備えうるたくましい事業所にもなる。今後
は市内業者と川口市独自の防災協定を結び、市
内の調達に優先条件とし互恵関係を結んではと
考えますが、市の考え方はいかがですか。 
 
行政：市内の建設関連業者に、大規模等災害発
生時には市内の災害復旧・復興の重要な役割を
担って戴く事になることから市内業者の確保が
不可欠であると認識している。 
 市内業者を育成し、災害発生時に支援・協力
頂くことは非常に重要である。その為本市と防
災協定を結んでいる業者には、特に優先発注に
配慮するよう全庁的に周知し取組んでいる。 
 
 <※6月議会分は会議録を、9月議会分は市議会・議会中継（録画・インターネット）を参考といたしました。> 

低投票率 ●有権者2,000人の意識調査を踏まえ啓発事業へ 

     ●自主防災組織活動補助金の周知を 
        ●更に防災リーダーの育成を  

 
 ●新人議員で、６月議会、９月議会にて一般質問の機会がない議員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防災 

飯塚孝行議員（自民党） 青山聖子議員（自民党） 須藤ひろたか議員（自民党） 

[補足説明] 
朝霞市の「議会だよ
り」は、議会が10
頁ほどの内容に編集
して「広報あさか」
(執行部発行）に包
括して発行していま
す。 
 
 


