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■ 10 月 5 日～ 7 日■ 全国都市問題会議に出席

「人が集いめぐるまちづくり・国内外にひらかれた都市の活力創出戦
略」をテーマに首長や学識経験者による講演や活動報告が行われま
した。
「人口減少社会における都市の活力創出」
「革新的サイバニック
システムによる社会変革・未来開拓への取り組み」など多岐に渡る講
演から都市づくりへの様々なヒントを得られました。

■ 10 月 26 日～ 28 日■ 建設常任委員会
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全国都市問題会議

行政調査

「歴史的風致維持向上計画
（岐阜市）」
「自転車総合政策
（尼崎市）」
「PFI
を活用した市営住宅再編整備事業（寝屋川市）」について調査。自転
車総合政策では自転車のみが走行できるレーンを整備する方法など、
越谷市での自転車対応にも大変参考になりました。

■ 11 月 8 日～ 10 日■ 会 派行政調査
～北海道旭川市・留萌市・札幌市

「いきいきセンター神楽・神楽保育所複合施設」
「動物愛護センターあ
にまある」
「農業と福祉の連携による６次産業化事業の取組」
「魅力都
市さっぽろシティプロモート戦略」の４項目を調査。シティプロモー
ト戦略としてサッポロスマイルのロゴを活用した例や（札幌市役所の
全職員がロゴ付のバッジを着用している、他）普及啓発物品製作、各
種イベントでのＰＲ、シンボルマーク周知に努めるなど、観光振興へ
のヒントをいただきました。

◆◆◆

行政調査にて尼崎市の自転車レーンを視察

■ 12 月 10 日■ クリーンパトロール

新春の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話
になっております。
昨年の 12 月定例会で「越谷市公契約条例」が可決いたしました。この条例
は越谷市と民間企業が公契約を締結する際に定められた「労働報酬下限額以上
の賃金」を、民間企業が労働者へ対し支払うよう義務付けるものです。この条
例により適正な労働条件確保や公契約の法令遵守・透明性の確保・公正な競
争促進が図られるようになります。また、今定例会では行政への一般質問とし

会派行政調査・札幌

■ 11 月 19 日～ 20 日■ 大沢地区文化祭・ふれあい祭り

文化祭では地区内の吹奏楽部の演奏や住民の皆さんの絵画や写真等
を鑑賞しました。また、ふれあい祭りではお子さんが大勢集まり地域
の皆さんと昔ながらのゲームで遊んでいるのが印象的でした。この二
つのイベントを通して地域の“つながり”が重要であることを再認識
しました。

ご 挨 拶 ◆◆◆

て「運転免許自主返納者への支援対策」について取り上げました。最近、ご高
齢の方が関係をしている痛ましい交通事故をよく耳にします。その際に話題に
のぼるのが運転免許の自主返納です。この自主返納に対する取組みについても
質問しましたので、詳細は本レポートをご覧ください。
昨年末は南中学校で行われた総合防災訓練に参加し、市議会では災害時対
応訓練を行いました。訓練に参加をし、自助・共助・公助の連携の重要性を改
めて認識しました。

大沢地区文化祭

寒さが厳しい季節です。暖房など火を使う機会が増えています。火の元には

12 月定例議会 報告❶
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■ 12 月 18 日■ 総合防災訓練

南中学校にて越谷市・蒲生地区合同総合防災訓練が実施され多くの
住民の方々・関係団体が参加をしました。

■その他

クリーンパトロール

Topics

平方公園用地の取得 … 予定価格約 5 億 5 千 5 百万円

総合防災訓練

たけし）39 歳

役職：建設常任委員会 副委員長
議会運営委員会委員
東埼玉資源環境組合議員
議会報専門委員

会期 12 月1日～ 20日

マイナンバーを地方自治体間で情報連携ができるようになり医療、
福祉分野などで自治体間の手続きがスムーズになります

個人市民税・軽自動車税などの市税条例の一部改正

威（ほそかわ

主な提出議案

越谷市公契約条例の制定 →解説ページへ

越谷市個人情報保護条例の一部改正

・議員研修会（10 月 25 日）
・市民体育祭中央大会（11 月 6 日）
・リユー
スまつり（11 月 13 日）・越谷市産業フェスタ（11 月 27 日）などへ参
加しました。

細川

（新越谷駅にて）

充分にお気を付け下さい。

小・中学校クリーンパトロールに参加。北越谷小学校での開会式後、
5 コースに分かれて清掃活動を行い、私は元荒川沿いを担当しました。
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越谷市国民健康保険税、介護保険条例の一部改正
越谷市学童保育室設置、管理条例の一部改正

核兵器禁止条例実現させる交渉
への参加を国に求める意見書

可決 27 件
否決 1 件

その他…平 成 28 年度越谷市一般会計補正予算、補正予算につい
て 3 件など全 28 件（市長提出 27 件・議員提出１件）
＊議案の詳細につきましては「こしがや議会だより」をご覧ください

第4 回越谷市模擬議会
（11 月 12 日）が開催されました
「高校生・大学生議会」
越谷市議会では、
「次代を担う若者に市政や議会への関心を深めてもら
う」きっかけとして学生による模擬議会を開催しています。今回は 4 回目
となり、私も二人の学生から「越谷レイクタウン事業について」と「越谷市
の地元野菜の販売について」の質問を受けました。質問内容もしっかりし
ていて、私自身大変勉強になりました。

NEXT▶▶▶ 3 月定例会
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12 月定例議会報告 ❷

議 案以外の主な内容をご報告いたします

細川 た け し の 一 般 質 問

▶▶▶

❶ 弁護士を地方自治体で採用することについて

細川たけしの質問

1990 年代後半から本格化した地方分権
改革の第一次分権改革により自治体の法
的権限が拡大しました。一方で地方自治
体の業務量増加や地方行政の高度化、専
門化が進む中で直面する法務的課題を迅
速に解決する能力が求められています。
そこで市役所職員の法律相談状況や、市
役所内で弁護士を採用することについて
質問します。

地方公共団体が民間企業・団体と事業について結ぶ契約を公契約といいます。
12 月定例議会では越谷市として初めて公契約の条例が制定されました。
ではその内容をご説明します。

市長の答弁

住民ニーズが複雑・多様化している中、自治体の法令事務の重
要性が高まっています。
昨年度は顧問弁護士に月 1 ～ 2 回程、市内の弁護士などに 13
回相談しました。ですが弁護士を採用するには「常に庁内にい
るので問題の初期段階から迅速な対応ができる」とのメリット
がある一方「必ずしも得意でない法律分野もある」といったデ
メリットもあるので、今後調査・研修をしてまいります。

最近、報道などでご高齢の方が起因の大変痛ましい交通事
故を多く目にいたします。
警察庁調べでは 75 歳以上の運転者が起こした死亡事故は
平成 18 年に全体の 7.4％だったのに対し平成 28 年には
12.8％まで急増しています。
これらの事態を受け警察当局は高齢者ドライバーへ運転免
許の自主返納を促しています。
自主返納された方へ埼玉県警が行っている「シルバー・サ
ポーター制度」がありますが、これの周知ついて市の考え
をお聞かせください。
運転免許自主返納により自分の行動範囲が狭くなるとの不
安をおぼえる方がいると思いますが、市が行っている移動
制約者への対応について伺います。また、免許を返納した
方々への不安解消の一つとして、市内の交通機関を網羅し
ている「越谷公共交通ガイドマップ」などを配布すること
について市の考えをお聞かせください。

目的
税金を使う事業の契約なので公平と公正が何より大事です。そして事業に携わる労働者の適切
な労働状況も確保しなくてはいけません。事業による地域経済発展や市民福祉増進を図るため
にも必要なのが公契約条例です。

何をおこなうのか
公契約は主に市内事業者の皆さんとの受注機会増大や、市内での雇用促進を基本方針とします。
そのために法令遵守や契約の透明性、競争性の確保。談合などの不正行為の排除を目指します。

❷ 運転免許自主返納者への支援対策について

細川たけしの質問

越谷市公契約条例の制定

市長の答弁

「シルバー・サポーター制度」については、割
引サービスが多く受けられるよう市内企業に
働きかけると共に、市広報紙などで積極的に
周知していきます。
移動制約者へは、在宅の重度心身障害者への
福祉タクシー利用券交付などがあります。ま
たご高齢者には老人福祉タクシー利用の際に
帰りのバス利用券を配布しています。しかし、
運転免許自主返納者に対して、現在特別な対
応はしておりません。
ガイドマップなどの配布については関係機関
と協議し調査・研究してまいります。

シルバー・サポーター制度
運転免許を返納し申請すると「運転経歴証明書」が発行されます。こ
の証明書は金融機関などで身分証明書として使用でき、「高齢者運転免許
自主返納ロゴマーク」のある店舗や施設での提示でも様々な特典が受け
られます。
（スーパーでの自宅への配送料無料・飲食店にて 10% 割引など）
詳しくは埼玉県警のホームページをご覧ください。
■埼玉県警ホームページ【高齢者の交通安全】
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kurashi/index-kotu.html

労働報酬下限額の設定
公契約では 1 時間あたりの賃金下限額を決めてあります。その額以下の不当な
労働環境を認めません。
■労働報酬下限額が定められる契約は次の通りです■

＊受注価格が 5,000 万円以上の工事
…道路工事、公共施設建設工事など
＊受注価格が 1,000 万円以上の業務委託
…建物清掃や放置自転車管理、公園の維持管理や市立病院の警備など

■では越谷市公契約条例の特徴をまとめます■

市として
①
②
③
④
高齢者運転免許
自主返納
ロゴマーク

運転経歴証明書（見本）

地域社会に貢献する事業者の適正な評価を明示します。
市内事業者への積極的な受注と市民の雇用機会確保を目指します。
受注業者の社会保険加入や法定福利費用を考慮した受注金額の設定。
労働報酬の下限額設定とそれを確保するための審議会の設置。

受注業者として
⑤ 労働者の継続雇用を努力義務とする。
⑥ 賃金額報告の時に法令遵守の状況も併せて報告。
⑦ 公契約の違反には契約解除とはならないが、事実の公表と指名停止
措置を受ける場合がある。

公契約条例はすでに多摩市など多くの自治体で実施され成
果を上げています。この度、越谷市でも制定されたことで
更なる住みやすい、働きやすいまちづくりに繋がることを
期待します。

越谷市議会では本会議のネット中継をおこなっております。
http://www.koshigaya-city.stream.jfit.co.jp/

「越谷市議会ホームページ議会中継」
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