明日の天気は変えられない、でも市民の力で変えられる深谷の政治！

清水けんいち
市政リポート
平成23年度

【ご挨拶】

すこやかに新春をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
皆様の、日頃からのご支援ご協力に、心より感謝申し上げます。
市議会議員として、日々、市民皆様のため、深谷市発展のため精
進しております。日頃の議員活動や市政状況を、市民皆様に御報
告し開かれた政治を実現して参ります。これからも、御意見や御
要望を聞かせていただき「住みやすく・暮らしやすく・子育てし
やすい街」深谷の実現に向け、活動して参りますので、変らぬご
支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。
被災地の一日も早い復興と、平成24年が、皆様に取りまして幸
多い年に成りますようお祈り申し上げます。
【議会報告】
深谷市議会 平成23年度 第４回定例会12月議会が終了しました。
主な議案
・ 深谷市保育園条例の一部を改正する条例（可決）
・ 町の区域を新たに画することについて（可決）
・ 指定管理者の指定について［深丘園］（可決）
・ 指定管理者の指定につ
いて［グリーンパーク・
パティオ］（可決）
・ 平成23年度 深谷市一般
会計補正予算［第５号］
（可決）
（ 他、 市 長 提 出 議 案24件・
請願６件）

政策討議資料

第18号
2012年１月
新年号

深谷市一般会計補正予算（第５号）の概要
単位・千円

№

所

属

事業名

２ 議会事務局 議員報酬等

補正前
補正後
補正額
予算額
予算額

補正内容

338,955 △27,244 311,711 議員数の減による

４ 自治防災課

自治会活動
振興事業

63,548

７ 選挙管理
委員会

市議会議員
選挙事務費

73,985 △27,014

2,914

東日本大震災により損傷を受け

66,462 た自治会館の修繕補助（西島町・

東大沼・上原）

46,971

深谷市議会議員選挙（H23年４
月24日執行）の執行残

障害者自立
10 障害福祉課 支援医療費
給付事業

101,819

10,791 112,610 更生医療費の増加による

重度心身障
11 障害福祉課 害者医療費
給付事業

405,499

13,000 418,499 重度心身障害者医療費の増による

ひとり親家
庭等医療費
支給事業

35,054

2,246

37,300

ひとり親家庭等医療費の増加に
よる

埼玉野菜生
16 農業振興課 産力強化支
援事業

0

1,133

1,133

埼玉県による野菜の生産・出荷
機械導入経費の補助（市経由）

26 道路河川課

原郷上野台
線整備事業

92,720

15,000 107,720

JR高崎線との立体交差部にかか
る工事内容の変更による

27 教育施設課

中学校施設
221,707
整備維持事業

28 教育総務課

幼稚園就園
奨励事業

13 こども青
少年課

46,114

レアアースの価格急騰に伴うエア

34,240 255,947 コン価格の一斉値上げによるものと、

ガスエアコンへの切替えによる

4,581

50,695 申請者の増

私が議案提出者となり３月に上程可決されました、議員定数削
減による経費（▲27,244,000円）が補正されました。また、一昨
年前の12月に紹介議員としてＰＴＡ連合会からの請願を通した
「小・中学校へのエアコン設置」ですが、電力不足も考慮してガ
スエアコン導入が可能な地域は電気からガスへ切替えて設置する
ことになりました。予定では今年度中に全中学校10校に設置して
小学校19校は来年度から設置されます。



ここに パート１
注目！ “川本保育園が開園します！”

小前田駅北西部地区の区画整理が完了して、新たな町名が検討
されてきましたが、住民皆様の要望を検討委員会で協議され町名
は「緑台」で決定し今議会で可決承認されました。
▲

﹁緑台﹂となる小前田区画整理地

老巧化が激しかった、
川本地区田中保育園と長
在家保育園が閉園して新
たに川本保育園が新築完
成しました。４月にオー
プン予定で、現在入園受
付が開始されておりま
す。田中・長在家両保育
園の定員はそれぞれ80名
だったのですが、川本保
育園の定員は120名で40
名ほど少なくなっており
ます。その辺がちょっと
心配なのですが募集状況
を今後も見守って生きた
いと思います。

ここに パート２
注目！“小前田区画整理地、
緑台で決定！”

裏面に続く

ここに パート３
注目！ “指定管理者の指定”
公共施設を作るのは基本的に行政ですが、その管理運営に関し
ては公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人と限定されて
いましたが、平成15年の地方自治法改正により民間事業者も参入
できるようになりました。民間事業者が持つ経費削減や利用者へ
のサービス向上などのノウハウを取入れることで、効果的効率的
運営ができるとして、今回、深谷市でも一部の施設に限り公募に
よる指定管理者を募集いたしました。結果、火葬施設「深丘園」
とグリーンパーク「パティオ」が民間事業者により管理運営され
ることが決まりました。

▲火葬施設 深丘園

▲温水室内プール パティオ

指定管理者
深 丘 園：五輪（富山県）・宮本工業所・
東京ワックスグループ（深谷市）
パティオ：シンコースポーツ（東京都）・サンワックス・
日比谷花壇・日本グリーン企画（深谷市）共同企業体
指定管理者の選定は市が行いますが、そ
の指定に関しては議会承認が必要で、今議
清水の
会で審議されましたが、市から議員に提出
私見 された資料はあまりにも不十分で資料の提
出を何度も求めました。と言いますのも民
間参入は大いに結構なのですが、やはり多額の税金を投入され建
てられた施設を利用して民間が暴利をむさぼるようでは市民皆様
に説明ができません。また、市外の企業ですと税金も入ってきま
せんし、そこで働く方々も市内の方を優先して欲しいなど、考慮
する部分は沢山あるからです。ましてや議会で承認された後に具
体的な管理料などを協議すると言うことで、経費削減額も確定し
ないというのが現状です。
まぁ、初めての取組みということで悪いことではありませんの
で賛成しましたが、次回は選定委員を含めて公平・公正・公開を
原則として進めるよう提言させていただきました。



緊急報告

放射線量測定及び
除染に関する基本方針

深谷市における放射線量測定及び除染に関する基本方針が発表
されました。
１．生活空間における放射線量目標は年間１ミリシーベルト以下。
（年間１ミリシーベルト＝毎時0.19マイクロシーベルト）
２．放射線量測定の優先順位
(1) 子ども（児童・生徒を含む、以下同じ）を長時間預かる施設
・幼稚園、小学校及び中学校
・保育園及び学童保育室
(2) 子どもが比較的長時間、屋外で遊ぶ場所
・公園
(1)、(2)で掲げた施設以外の道路、庁舎及びその他の施設に
ついても、調査計画を策定し、段階的に測定していきます。
３．基準を超過した場合の除染について
(1) 基準を超えた範囲が小さく、軽微な除染作業が可能な場
合は市が除染作業を行います。
(2) 市として対応困難な場合は、東日本大震災対策本部・放
射能対策部会に報告し、除染方法を諮り決定します。
４．一般住宅などの放射線量の測定並びに除染について
一般住宅などの放射線量の測定や除染については、その管理
者が行うものとします。

調査報告
現在、市職員による幼稚園、小・中学校の測定が行われ雨樋の
下などで0.23マイクロシーベルトが観測された場所などがあり除
染作業が行われております。公立幼稚園に関しては既に作業が完
了し、その他の施設も２月には全て完了するとの事です。また、
市民の皆様への測定器貸し出しも検討しております。

清水健一連絡先

〒369-1246 深谷市小前田2406-8
TEL 048-584-0717
FAX 048－584－0396
ホームページ：http://www.shimizu-kenichi.jp（ブログ公開中）
E－mail：info@shimizu-kenichi.jp

ご報告

花園総合支所・解体開始

長い間、地域の皆様に愛され活用されてきました、花園総合支
所 の 解 体 が 始 り ま し た。
耐震に問題があるため改
修 で は な く 取 り 壊 し て、
新たに支所機能を持った
公民館に生まれ変わりま
す。公民館の建設は24年
度から25年度に掛けて行
われ、平成26年の４月に
は完成の予定です。
体育室
支所業務
スペース

入口

１Ｆ
入り口を入って
右側に支所業務
スペース、左側
に体育室を備え
ています。
和室

２Ｆ

大会議室は
3つに分割も
できます

大会議室、和室
等、多目的な用
途に使える施設
になっています。

プロフィール
昭和36年１月27日生まれ（50才）
家族構成 父、
妻、
子供３人（６人家族）+愛犬ショコラ（男の子）
○ 埼玉県立熊谷工業高校 卒業
○ 社団法人深谷青年会議所 第35代理事長
○ 深谷市PTA連合会 会長
○ 深谷市立花園小学校 PTA会長
このリポートは旧花園地域には折
○ 深谷市立花園中学校 PTA会長
込により全戸配布しており、他の地
○ 埼玉県立深谷高校 PTA会長
域の皆様には年２回郵送させてい
◎ ふかや市商工会 理事
ただいております。郵送希望の方
○ 深谷市議会 議員 建設委員会委員長 を紹介していただければ郵送させ
ていただきますのでＦＡＸやメール
◎ 深谷市議会 副議長
で是非、御紹介して下さい。

