


４．女性が活躍できる社会の実現に向けて、

就労相談や働く若い女性のケアなどの取組を

充実させていくことが必要ではないかと考え

るが、市はどのように工夫して考えている

のか。 【男女共同参画課】

女性のための専門の就労相談窓口はないが、

川越仕事支援センターで「しごと相談」等

を実施している。

また、こども安全課において、ひとり親を

対象とした「就業相談」を実施している。

働く若い女性のケアは、男女共同参画課の

相談のほか、こころの健康については保健

予防課において相談を行っている。

今後は、女性が活躍できる社会の実現に向

け、関係課と連携しながら、男女共同参画

推進施設の相談事業を充実させるとともに、

次期男女共同参画基本計画の策定の際に、

具体的な取組について検討

５．ウェスタ川越について、市民が利用しやす

い施設とするため、どのように運営していく

のか。 【文化芸術振興課】

ウェスタ川越は多様な機能が導入される県

との複合施設となることから、施設の効率

的な管理や相乗効果を生む運営を図るため、

埼玉県と同じ指定管理者による管理として

いる。

市の施設は約1,700席の大ホールをはじめ、

市民活動・生涯学習施設など、市民の皆様

にご利用いただく施設が入る。このため、

指定管理者の募集・選定の際に、利用者の

意見や市民ニーズの把握などを適切に反映

する運営の仕組みについても、提案を求め

ている。

市としては、指定管理者の提案を踏まえ、

定期的な業務報告を求めるなど、施設の管

理運営状況を適切に把握するよう努めてい

る。また、指定管理業務のモニタリングに

よる運営のチェックや、指定管理者が設置

を予定している。利用者や有識者による意

見聴取の取り組みと、その反映についても

積極的に関わるなど、市民の皆様にとって

利用しやすい施設とるよう取り組んでいき

たい。

６．現在、進めている新河岸駅周辺地区整備事

業の概要はどうなっているのか。

　　　　　　　【新河岸川駅周辺地区整備事務所】

新河岸駅を中心とする７２．５ヘクタールの地

区で「新河岸駅周辺地区整備計画」、通称「高

階まちづくりプラン」に基づき、事業を実施

している。

具体的には、都市計画道路寺尾大仙波線、橋

上駅舎整備、東西駅前広場及び駅前通り線の

基盤整備などを進め、歩行者の安全を確保し

防災性や交通利便性を向上させるとともに、

鉄道で分断された、東西住民の地域間交流や

連携を図っていきたい。

また、地区計画や準防火地域といった都市計

画により、地区の特性に応じた良好なまちな

みの形成や、より安全で安心のまちづくりを

推進していく。なお、今年度の事業として、

寺尾大仙波線の築造工事や、駅南側の踏切周

辺部における交差点改良工事、既存道路の環

境改善整備などを実施した。

７．現在、整備を進めている元町休憩所の具

体的な活用方法は。　　　　　　【観光課】

通常の休憩施設としての活用はもちろん、グ

ープ学習を行う小中学生が雨天時にお弁当を

食べる場所として活用できるほか、ゲリラ豪

雨時等の際の緊急避難場所として活用するこ

ともできる。なお、供用開始は本年春の大型

連休頃を考えております。

８．川越産農産物のブランド化については、積

極的に推進すべきと考えるが、今後どのように

取組を進めていくのか　　　　　　【農政課】

川越産農産物が一般消費者に認知されることが

不可欠であるとともに、安定的な供給体制の確

立や販路の拡大など、推進するための仕組みを

構築することが必要であると考えている。

このため、生産者、小売店、飲食店及び農業

関係機関等が一体となりブランド化を進める

ための組織を立ち上げ、川越産農産物のブラ

ンド化の推進を図っていきたいと考えている。

平成２７年度の取組につきましては、一般消

費者への周知方法の一つとして、パンフレッ

トの作成や有名シェフ考案による川越産農産

物を使用した「レシピ」の作成を行い、農産

物と共に無料配布を行うキャンペーンを行う。

さらに、考案者の有名シェフを招いての「レ

シピ」料理の試食会も、開催する予定。

また、川越産農産物ブランドの認定制度を確立

するため、品目の選定、品質、規格などの基準

や、ブランドマークの作成及びブランド品とし

ての認定を行うための組織と、認定された川越

産ブランド農産物の周知や販売促進を行うため

の組織を設立し、事業の推進を図って行きたい。

９．地域会議の立ち上げ状況や委員構成はど

うなっているのか。また、公募による委員選

出　を行っている地域はあるのか。　　　　

　　　　　　　　　　　　【市民センター推進室】

市民センター管内におきましては、センター

所管区域ごとに設置を進めており、現在、１

１の地区のうち、９地区で設置済みとなって

おります。未設置の地区につきましても、概

ね自治会長さん等のご理解が得られ、設置に

向けた準備を進めている状況。

現在、支会ごとに自治会、地区社会福祉協議

会、地区民生委員・児童委員協議会等をはじ

めとした各種団体の代表者の方々を対象に説

明会を開催しており、合意が得られた地区か

ら、順次設置に向けた準備を進めていきたい

と考えている。

次に、委員構成ですが、主な委員といたしま

しては、自治会連合会支会、地区社会福祉協

議会、地区民生委員・児童委員協議会、老人

クラブ支部、青少年を育てる地区会議、交通

安全協会支部、交通安全母の会支部、環境推

進員協議会支部、地域包括支援センター等の

代表者の方々となっている。

また、地区の状況にて、文化・スポーツ団体

子ども育成会、小中学校及びＰＴＡ、高齢者

等の福祉関係施設、医療機関、商工会・法人

会等の代表者の方々も委員として参画してい

る状況がある。

委員の人数といたしましては、平均して約３

５人となっている。

最後に、公募による委員には、川鶴地区にお

きまして、公民館だより等で委員の公募を行

い、その結果、４名の方が委員となっている

他の知区にも、会則上は公募等により個人で

参画することが可能となっているが、まずは

地域で活動している団体の代表者が委員とな

り、スタートしている地区が大半という状況。

10．新斎場の今後のスケジュールはどうなっ

ているのか。　　　　　【新斎場建設推進室】

平成２７年２月に本体工事に着手し、平成２

９年４月の供用開始を目指している。

具体的な工程につきましては、新築工事、電

気設備工事、空調その他設備工事等は、平成

２８年１０月３１日までを工事期間とし、火

葬炉設備工事は、設備の設置後に試運転等の

期間が必要となることから、平成２９年１月

１６日までを工事期間として見込んでおりま

す。

その後平成２９年３月までを開業準備期間と

している。また、外構工事、植栽工事等は、

平成２８年度に実施する予定。

なお、運営管理の方法につきましては、現在

検討しているところであり、平成２７年度に

決定する予定。一方、周辺環境整備につきま

しては、建設地に隣接する旧九十川の河川環

境整備を建設工事と並行して進めるとともに

地域住民の憩いの場としての公園整備等は、

地元の皆様のご意見等をいただきながらでき

るだけ早期に実施してまいりたいと考えてい

る。

『市政方針』の二回目の質疑と『教育育行
政』の代表質疑についてはスペースの関係で
掲載する事が出来ませんでした。　
山木綾子のホームページをご覧いただければ
幸いです。
山木綾子のホームページ　
http:www://.yamakiayako.com
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