
No. 「回答・見解・処理方針」の内容

　本庁の市民生活安全課が市内の一斉LED化事業を今年度から進めております。街
路灯の球切れ等の対応の連絡先について、今年度については変更ありません。来
年度からは、市民生活安全課がコールセンターを設置しますが、くらし応援室も
従来どおり受け付けますので、どちらの窓口もご利用ください。
　また、街路灯のLED化についてですが、今年の８月から工期の予備を含め11月ま
での間に、一斉にLED化する予定となっています。ただし、水銀灯やナトリウム等
の道路照明灯という大型のものは、LED化の対象外となっています。

【北区役所くらし応援室】

　計上されている北区民まつりの予算額は、市からの補助金となります。北区民
まつりの総予算としましては、補助金と協賛金等その他の収入を合算した額にな
ります。

【北区役所区民生活部コミュニティ課】

　現在貼ってある管理番号のプレートは、ご指摘のとおり、古いものや曲がった
ものが多くあります。一斉LED化の作業に合わせ、プレートについても管理番号の
配置や体系自体を変更し、同時に交換する予定です。ただし、連絡先の表示につ
いては、今回の作業には予定されていないので、予算を持っている本庁の市民生
活安全課で検討することになると思います。
　また、街路灯LED化の優先順位についての御意見をいただきましたが、工事の作
業順によって、委託業者が進めておりますので、区では把握しておりません。

【北区役所くらし応援室】

　管理番号のプレートについて、早急に交換する必要があると御連絡いただいた
ものについては、球切れの交換等と同様に位置づけ、優先的に対応します。

【市民局市民生活部市民生活安全課】

参考意見として聴取

　子育て支援センターは、０～３歳未満の親子を対象とした遊び場、交流の場と
して、単独型子育て支援センターを各区に１カ所ずつ整備しているほか、保育施
設に併設した併設型子育て支援センターを整備しています。北区では日進駅から
約1.2キロメートルの位置に単独型の「子育て支援センターきた」が整備されてお
り、併設型では「けやきの森保育園」「日進保育園」が整備されておりますの
で、そちらの施設を御利用いただきますよう、お願いいたします。
　本市の公共施設の整備は、「さいたま市公共施設マネジメント計画」により、
新規整備を抑制しながら費用対効果を考慮して行うこととしています。今後の施
設整備については、地域の児童数や利用者の利便性などを十分考慮し、優先順位
の高い地域から整備を検討して参ります。
　児童センター整備事業は、１区に１館を目標に整備が進められてきており、平
成２８年度より緑区に尾間木児童センターを開設したことで各区に最低１館の児
童センターが整備され、当面の目標が達成されたところです。
　新たな児童センターの整備に関しましては、「さいたま市公共施設マネジメン
ト計画」に基づき、新規整備を抑制しながら費用対効果を考慮して行うこととし
ており、この計画を踏まえ、地域の児童数や利用者の利便性などを十分考慮し、
優先順位の高い地域から整備を検討してまいります。北区におかれましては３館
の児童センターが整備されており、日進駅から約２キロメートルの位置に宮原児
童センターや植竹児童センターが整備されておりますので、そちらの施設をご利
用いただきますようお願いいたします。
　老人福祉センターは、６０歳以上の方が入浴・園芸・囲碁・将棋・各種の集
い・健康相談等で１日をゆっくり過ごしながら、健康増進や仲間づくりを図るた
めに利用できる施設として、各区に１カ所ずつ整備しています。
　北区では、日進町１丁目に「しもか荘」を設置しておりますので、引き続き、
御利用いただきますよう、お願いいたします。
　また、しもか荘では定期的に市内の小・中学生、保育園児が参加する行事を開
催しております。開催に当たりましては、事前に館内やしもか荘だより等で告知
しますので、ぜひ御参加くださいますよう、お願いいたします。
【財政局財政部資産経営課
子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課
子ども未来局子ども育成部青少年育成課
保健福祉局長寿応援部高齢福祉課
（代読：北区役所健康福祉部長）】
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令和元年度北区対話集会概要
「質問・要望・提案」の内容

　街路灯の球切れ等の対応について、所管が
くらし応援室から本庁に移ると伺いました
が、本庁の連絡先は教えてもらえますか。ま
た、昨年度街路灯がLED化されると伺いました
が、進捗状況を教えてください。
　ほか、北区民まつりの予算が計上されてい
ますが、協賛金についても計上されているの
か、別に計上されているのか教えてくださ
い。
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・さいたま市では、住んでよかった街・住み
続けたい街を目指していますが、そのために
は子育て世代に配慮しなければなりません。
・日進地区には、子育て支援センター、児童
センター等の施設がありません。児童に限ら
ず、幼児から高齢者までが憩える総合福祉施
設を作っていただけないか。

　名古屋で街路灯の支柱に、球切れ時の連絡
先が記載されているのを見たことがありま
す。さいたま市の街路灯は上の方に白いプ
レートが貼ってありますが、ほぼ内容が消え
てしまって見づらいものがあり、夜間球切れ
を確認しても、翌朝その場所に行って管理番
号を確認することが多くなってます。ついて
は、球切れ時の連絡先の表示の明瞭化につい
て検討していただきたい。
　また、街路灯のLED化の優先順位については
どのようになっていますか。近隣の小中学校
のPTAとの懇談会に出席したところ、通学路に
暗い場所ががあるという御意見が多くありま
したので、通学路を優先して行っていただき
たいと思います。

　管理番号のプレートに連絡先が入っていれ
ば、発見した本人が直接連絡できるようにな
り、今まで問合せを受けていた自治会役員の
負担が軽減されると思います。ただし、LED化
されれば球切れの頻度は少なくなるとは思い
ますが。
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No. 「回答・見解・処理方針」の内容

令和元年度北区対話集会概要
「質問・要望・提案」の内容

　補足をさせていただきます。この回答は「日進地区以外の近隣の各施設をご利
用ください。公共施設マネジメント計画により、公共施設の整備は抑制しながら
検討します。」と、読むことができます。公共施設マネジメント計画は、平成２
４年に方針が発表されたもので、財政的な負担軽減から、５００棟程度ある公共
施設を、改修・修繕して維持管理し、老朽化している建物は複合施設化し、新設
は原則行わないという内容です。複合施設の例示として、公民館や学校、福祉施
設を挙げています。
　なお、本計画は、年月の経過に伴い、新設の整備は行わないという表現から抑
制するという表現に、市の発展に繋がる施設は整備を進めるという表現に見直さ
れております。いずれにしても、今回の要望は所管に届き、優先順位の高い地域
から整備を検討していくという回答となっています。回答は結論ということでな
く、現在の状況に対する答えとして受け止め、私達区役所としても引き続き、所
管に対し優先順位が高いことを声を上げて要望していきます。

【北区長】

　回答文書についてですが、各所管が各所管の該当する部分を記入し、各所管で
調整し、まとまってるものだと理解しています。私も各施設を全て地図に落とし
てみたところ、確かに日進地区は空白部分があると認識しています。繰り返しに
なりますが、本件について私達北区役所としても所管に対し要望していきますの
で、御理解いただきたいと思います。

【北区長】

【家庭ごみの管理及びごみ収集所等について】
　家庭ゴミの管理につきましては、様々な問題や相談をお受けした場合、地域に
より管理方法など事情も異なることから、個々に対応しているのが現状であり、
今後とも、解決に向けて丁寧に相談に応じて参ります。
　ごみ収集所の設置場所につきましては、公園又は空き地等の市の所有している
財産地内に、ごみ収集所を設けることは、利用する一部の市民の利益となり、公
共的な視点から鑑みても、困難であると認識しております。
　ごみ収集所の設置及び移動に関しましては、地域の交通問題、衛生問題等もあ
ることから、地域の実情を把握していただいている自治会長様に承認をいただく
事により、円滑に運営できると考えております。
　自治会未加入の集合住宅等に関しても、自治会長の承認なく、収集所を新設す
る事により、近隣等との様々な問題が発生する事が懸念されるため、設置場所を
認識いただく意味も含めまして、原則、地域の実情を把握していただいている自
治会長様の承認が必要とさせていただいているところです。
　なお、自治会長として承認する事が難しいと考える個別な事案がある際は、相
談を承りたいと思いますので、管轄の清掃事務所までご連絡いただきますようお
願いいたします。
【家庭ごみ少量化政策について】
・家庭ゴミ少量化政策としては、本市では一般廃棄物処理基本計画を定め長期
的・総合的な視点から廃棄物の減量・資源化に関する方針や目標、施策をまとめ
ております。
平成30年3月に定めました第4次一般廃棄物処理基本計画では、市民1人1日あたり
のごみの総排出量を平成28年度891gから令和9年度までに827g以下にする数値目標
を定めております。
主な減量施策として「食品ロス削減」を重点的に取り組むとともに、ごみ分別、
リサイクルの推進を図ることとしています。
本市では、本計画に基づき市民・事業者の皆様と相互に連携・協力しながら引き
続きごみ減量に取り組んでまいります。

【北区役所くらし応援室】

　多言語対応の家庭ごみの出し方マニュアルについてですが、外国の方の御自宅
を直接訪問して配布するということは行っていません。御本人から申し出があっ
た場合に配布しています。

【北区役所くらし応援室】

　英語、韓国語、中国語のものについては、最低限用意があります。その他の言
語のものについては、本庁の所管に問い合わせをして、提供が可能か確認してい
ます。
【北区役所くらし応援室】

　資源循環政策課では、ごみ分別アプリを作成しています。外国の方につきまし
ては、転入時に、中国語、英語、韓国語、ポルトガル語に対応した案内チラシを
渡しています。
【環境局資源循環推進部資源循環政策課】

・家庭ゴミ管理・収集等については、現状の
政策ではいつになっても根本的な問題解決は
しません。10年・20年先を考えた抜本的改革
等が不可欠である。
・市側としては、現状をどう認識しておられ
るのでしょうか。
・家庭ゴミ少量化政策、空き地利用のゴミス
テーション化等、「中・長期計画」をお聞か
せください。
　また、ごみ収集所の新設及び移動等におい
て自治会長の承認が必要とされていることに
ついて市の考えをお聞きかせください。特に
集合住宅（ワンルームマンション）等は、管
理会社等に自治会への加入要請しても加入し
ないことが多いが、未加入世帯の収集所に対
しても、自治会長の承認を求められるケース
がある。承認をしないと清掃事務所から自治
会長宛て承認の要請があり、形骸化している
のではないか。

　関連する所管が多くありますが、どこが責
任をもってこの回答を書いたのでしょうか。
ほか、別に配布された「さいたま市北部医療
センターの跡地利用」についての回答で「児
童センターと周辺公共施設の複合化を含めた
機能の導入を検討してます。」とあります
が、回答が矛盾していないでしょうか。ちな
みに、日進地区は北区内で約３割ぐらいの人
口や世帯数を占めているという状況を踏まえ
ていただき、ぜひ施設の整備を検討していた
だきたいと思います。
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　数年前から、外国の方へのごみの出し方等
の対応について何回も問題提起しています。
一昨年度の区政懇談会において、日本語が読
めない外国の方は、ごみの出し方等がわから
ないため、ごみ収集所に掲示する外国語で書
かれた提示物を作成してほしいと要望したと
ころ、検討しますとの回答がありました。昨
年度検討結果について伺ったところ、外国の
方の転入者に対して、多言語対応の家庭ごみ
の出し方マニュアルを直接渡しているとの回
答でした。そこで、現状どのように対応され
ているかお聞かせください。

　何か国語のものがありますか。
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No. 「回答・見解・処理方針」の内容

令和元年度北区対話集会概要
「質問・要望・提案」の内容

　ごみ収集所を設置した場合のメリットについて御意見がありましたが、現状で
そのような制度はないと思います。いただいた御意見を所管に伝え、併せてごみ
収集所の問題について、自治会の皆さんがたいへん苦労されている旨も伝えてい
きます。

【北区長】

参考意見として聴取

 　埼玉県の所管となる一級河川鴨川においては、昭和61年の洪水により甚大な被
害をうけ、河川激甚災害対策事業が進められ、近年のネック箇所の解消により治
水安全度も向上したと思われます。
　しかしながら、未だ浸水被害が解消されていないことから、本市においても、
鴨川改修の進捗を踏まえ、大宮区三橋二丁目地区や西区三橋6丁目地区、北区日進
町1，2丁目地区の調整池事業を展開しているところです。
  北区奈良町の雨水調整池の事業予定については、現在、約５１％の用地を取得
しており、平行して調整池の設計を進めております。
　また、北区奈良町の調整池予定地の除草については、初夏と秋の年二回の草刈
りを行っており、今年度も実施予定です。
 今後については、概略計画（案）を基に周辺自治会などの調整を行い、段階的な
整備計画を進め早期着手を目指してまいります。

【建設局下水道部下水道計画課
（代読：北区役所くらし応援室）】

 ２日前に、現地を確認しました。

【北区役所くらし応援室】

 私も現状を確認しましたが、雑草を刈る回数について年２回は少ないと思います
ので、年３～４回という自治会の御意向を所管に伝えていきます。回答の中に、
調整を行い、早期着手を目指してまいりますという表現もありますので、北区役
所としても強く要望していきたいと思います。

【北区長】

参考意見として聴取　西区の住民は荒川が決壊した場合、北区や
大宮区に逃げることになってます。西区の住
民の方に聞いたら、荒川が決壊したら、鴨川
も決壊するから逃げられないと言っていまし
た。現在は、さまざまな場所でさまざまな災
害が起きています。ぜひ早急に計画を進め、
鴨川が決壊しないようにしていただかない
と、西区の住民はどこにも逃げられないとい
うことも認識していただきたい。

　家が１軒建っている所に新たに４棟建設さ
れ、ごみ収集所をどこに設置するかの調整が
たいへんでした。ごみ収集所の設置をお願い
しても地価が安くなる等の理由で断られま
す。そこで、ごみ収集所を設置した場合、税
制面等何らかのメリットがあるような対策は
できないでしょうか。また、歩道にごみ収集
所を設置している場合、ごみが多く捨てられ
ていて、通れないようなところがたくさんあ
るので、注意していただきたい。

　回答の中に、自治会長の承認なくごみ収集
所を新設すると近隣等とのさまざまな問題が
発生する懸念があるため、自治会長に承認を
得ているという箇所があります。自治会がも
らっている衛生協力助成金の積算根拠は、１
８０円×自治会加入世帯数となっています。
現在さいたま市の自治会加入率が約７割とす
ると、約３割の予算は浮いてるということに
なります。ぜひ積算根拠を自治会加入世帯数
ではなく全世帯数としていただきたい。ま
た、ごみ収集所の設置にあたり、近隣等との
さまざまな問題が発生すると言うことであれ
ば、自治会未加入世帯に加入を勧める理由に
できるのではないでしょうか。
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　昭和40～50年代には鴨川が増水し、奈良別
所団地及び奈良町地区において度々水害が発
生していた。50年代後半に下流部に水門の設
置、鴨川の拡幅が行われ、大きな水害は発生
していませんが、昨今は各地で異常気象、台
風等により大きな水害が発生しています。当
地区でもいつ発生してもおかしくありませ
ん。
　旧大宮市において昭和50年代に奈良町地内
で雨水調整池の設置が進められ用地買収が行
われた。一部地主の協力が得られずさいたま
市となった現在まで放置されたままとなって
いる。当該個所は夏には、葦、雑草等が生い
茂り非常に危険な個所となっている。当地区
及び下流域の水害防止のため早期の設置を希
望します。
　なお、鴨川の反対側（上尾市戸崎東部地
区）は公園の整備と貯水池（約2万㎥）が設置
されています。

 ２０数年前にこの計画ができてから用地買収
率が５１％ということですが、２５年間で１
～２％しか上がっていません。市はこの計画
を推進する気があるのか伺いたい。また、雑
草を年２回刈ってるとのことですが、最近の
現状を確認していますか。

 かなり雑草が生えている状況で、鴨川の淵を
歩くことができず、子ども達がけがをする恐
れがあります。ついては、年２回ではなく、
３回～４回刈っていただきたい。
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No. 「回答・見解・処理方針」の内容

令和元年度北区対話集会概要
「質問・要望・提案」の内容

　地域防犯カメラの設置において、警察署からの助言や地域の同意等は必要なも
のと考えておりますが、今後、自治会の皆さまからのご意見を伺いながら設置基
準を精査して参りたいと考えております。
　また維持管理費等につきましても、これまで設置にご協力いただいた自治会の
維持管理状況の把握に努めるとともに、引き続きより利用しやすい助成制度とな
るよう検討して参りたいと考えております。
　都市公園内の防犯カメラの設置については、繁華街に近接する場所や、犯罪の
発生が多い場所に近接している公園では、都市公園施設の財産保護や維持管理面
を主目的として、また、都市公園内における犯罪予防を副次的な目的として、公
園管理者が防犯カメラの設置を検討していくものとしております。
　公民館の防犯カメラの設置につきましては、地域における犯罪の防止につなが
る有効な手段であると認識しております。公民館に設置することにつきまして
は、今後研究してまいります。
　本市では、平成13年に大阪教育大学附属池田小学校で発生した事件を受けて、
防犯対策として、公立の保育園全園にインターホンを設置し、外部からの訪問者
に対して、事務室から確認することしております。また、民間保育園においては
国の補助金活用により、平成28年度に北区内の3施設において新たに防犯カメラ設
置を行っております。今後、更なる防犯カメラ等の設置について、研究を進めて
参ります。

市民局市民生活部市民生活安全課・都市局都市計画部都市公園課・教育委員会事
務局生涯学習総合センター・子ども未来局幼児未来部保育課
（都市公園課、生涯学習総合センター、保育課該当分代読：北区役所区民生活部
コミュニティ課）

　補足をさせていただきます。防犯を担当している１０区の総務課長が定期的に
集まる機会があり、防犯カメラの設置についてよく意見交換をしますが、個人情
報やプライバシー、維持管理経費の問題があり、設置が進まない状況に対し、頭
を悩ませています。いずれにしても引き続き１０区間で情報を共有し、また、市
民生活安全課とも連絡を密に取りながら、設置に関して有効な情報があれば適宜
提供していきたいと考えています。

【北区役所区民生活部総務課】

　ここで言う公園管理者というのは、市のことです。

【北区役所区民生活部総務課】
　昨年度は、２０台設置予定に対し、７台設置しました。今年度は、３０台分の
予算を確保しています。

【市民局市民生活部市民生活安全課】

　北区内の自治会からは、２件ほど相談を受けています。

【市民局市民生活部市民生活安全課】

　御意見を重く受け止め、本事業を進めていきたいと思います。

【市民局市民生活部市民生活安全課】

　設置に際し、対応に問題があったとのことで、申し訳ありませんでした。今後
御相談があった際には、市民生活安全課と連携を密に取りながら、丁寧な対応を
していきます。

【北区役所区民生活部総務課】

　ご意見にある都市計画道路中山道の区間につきましては、優先的に整備する路
線を定めた「さいたま市道路整備計画」に位置づけがないため、現在のところ、
事業化は未定となっております。
　今後につきましては、交通管理者（警察）と現地を確認し、現道内での対応が
可能か検討してまいります。
　なお、本件につきまして、６月７日に、大宮警察署の担当者と、所管の北部・
道路安全対策課の担当者が現地確認を行ったと聞いております。

【建設局土木部道路環境課・建設局土木部道路計画課
（代読：北区役所くらし応援室）】

6

　北区で唯一防犯カメラをつけた自治会で
す。費用は４７万円程度かかりました。防犯
カメラ設置に支障があったので自治会館の敷
地内にある木を伐採してほしいと区役所に依
頼したのですが、様々な制限があり、対応し
てもらえませんでした。ほか設置場所を決め
るのにも制約があり、かなり苦労しました。
昨年度北区は防犯カメラ設置件数は０件だっ
たと聞いています。ある程度柔軟に対応して
もらわないと、今後も設置が進まないと思い
ます。防犯カメラの画像は夜間もよく映って
いますし、宮原小学校の裏門の交通量の多い
場所に設置し、「防犯カメラ設置中」という
表示もあり、犯罪の抑止力になっていると思
います。ぜひ、市には自治会に親身になって
いただき、設置を推進してもらいたいと思い
ます。

　NTT東日本東大成ビル裏側道路からさいたま
北部医療センターに通じる道路で、旧中山道
に信号がなく、交通量も多いため横断に苦慮
している。信号機の設置を大宮警察署に依頼
したが、歩道部分が狭く設置はできないとの
回答があった。この場所は都市計画道路で歩
道の拡張工事予定場所でもあり、昨年12月に
高齢者の死亡事故も発生していることから、
早期着工をお願いしたい。

　今年度の申し込み状況は。

　北区には、公園、公共施設が多く、多くの
区民の運動・子供の遊び場、子供教育として
利用している。
　近年、不審者による犯罪が増している。市
では自治会に防犯カメラの設置維持を促して
いるが設置基準、維持管理費等の問題で設置
が進んでいない現状である。
　そこで設置基準、維持管理費等の緩和を検
討願いたい。
　そして、行政により公園、公民館、保育園
等多くの区民が利用する施設にカメラの設置
を行い安全体制を図って欲しい。
　また、開発行為を伴う建築物に防犯カメラ
設置義務要綱を設け、カメラ台数増加に繋げ
ては如何か。

　回答の中にある公園管理者とは何を指して
いますか。

　防犯カメラは、昨年度市で何台設置する予
定でしたか。また、今年度は何台設置予定で
すか。
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No. 「回答・見解・処理方針」の内容

令和元年度北区対話集会概要
「質問・要望・提案」の内容

　本件については、以前くらし応援室にも直接御相談があり、所管である大宮警
察署の交通課と機会があるごとに話をしています。６月７日の現地確認では、歩
道を拡張しない、もしくは小規模な設計変更等で設置ができないか北部・道路安
全対策課が大宮警察署と協議したと聞いています。中山道は「さいたま市道路整
備計画」の該当路線にはなっていますが、全区間が対象ではなく、御要望の箇所
は現状の整備計画には入っていないため、本庁所管での早急な対応が難しいと
伺っています。また、歩行者用の手押し信号についてのお話もありましたが、御
要望いただいている交差点は、北側には細い歩道がありますが、南側には人が立
ち止まって信号を待つようなスペースが確保できないということが、信号を設置
できない大きな要因となっていると警察署から聞いています。

【北区役所くらし応援室】

　御提案の件について、警察と本庁の所管と相談のうえ、前向きに調整していき
たいと思います。

【北区役所くらし応援室】

参考意見として聴取

　この度オリンピックの開催を契機として「健康増進法」が改正されました。
改正法では、施設の種類に応じて、喫煙が規制されることとなります。コンビニ
エンスストアにつきましては、原則屋内禁煙となりますが、屋外については禁煙
の措置が講じられていないところです。
　しかし、喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせること
がないよう周囲の状況に配慮することが求められておりますので、当市としまし
ては、喫煙マナー向上のため、「市報さいたま」や市ホームページにおける記事
の掲載等を行い、受動喫煙対策の知識や情報の普及啓発に努めることで、望まな
い受動喫煙を防止するための取組を進めてまいります。
　上記の受動喫煙対策のほか、環境美化の視点から条例に基づき「環境美化重点
区域」及び「路上喫煙禁止区域」として大宮駅、浦和駅、南浦和駅などの市内７
駅周辺を指定しております。この区域では、空き缶等のポイ捨て、喫煙を禁止し
ておりますが、あくまで「路上」におけるものであり、コンビニエンスストアや
住宅などの私有地は、対象外となっております。なお、区域に指定されていない
地域においても、空き缶等のポイ捨て、路上喫煙の防止を促進するため、路上喫
煙防止キャンペーン等を実施し、環境美化・モラルの改善について、引き続き啓
発に努めてまいります。

【環境局資源循環推進部資源循環政策課・保健福祉局保健部健康増進課】

参考意見として聴取

　土呂駅周辺の住宅開発が急速に進んで乗降
客数が急増しています。町内コンビニ店頭な
どに設置した灰皿に喫煙者がたまり周辺住
民、学童の受動喫煙被害にも影響がありま
す。
　2020年度には東京オリンピック開催もある
ことから、乗降客が増加すると思われるの
で、ぜひ、早急に土呂駅周辺半径５００メー
トル以内の禁煙地帯の設定をお願いします。

　市内７駅周辺が「環境美化重点区域」及び
「路上禁煙禁止区域」になっているとのこと
ですが、だいぶ以前から増えていないようで
すし、土呂駅周辺も、ぜひ指定していただき
たいと思います。植竹町２丁目のステラタウ
ンへ通じる道が、たばこのポイ捨てが多く、
雨水桝の排水溝に吸い殻がたくさん捨ててあ
ります。下水に捨てるのは非常に危険で、場
合によってはメタンガスが発生し、爆発の可
能性もあると思います。また、ポイ捨てによ
り、プラスチックが入ったたばこのフィル
ターがいずれ海に流れていくことを考える
と、何らかの方策をとっていただきたい。
　別件ですが、オリンピックの時期にたくさ
んの観光客が盆栽町に来ると思うので、土呂
駅や大宮公園駅の駅名を盆栽土呂駅、土呂盆
栽駅に変更し、特に外国人観光客への案内の
一助としたらいかがでしょうか。

　意見の中にもありましたが、現場では昨年
１２月に高齢者の方が横断中に亡くなられて
います。また、西側から来た方が中山道を
渡って北部医療センターに通じる一番近い道
路です。加茂宮駅と区役所の近くに信号があ
りますが、その間には全くない状況です。今
後も北部医療センターの利用者も増えていく
と思います。そのような状況ですので、歩行
者用の手押し信号でもいいので、ぜひ設置に
向け、早急に進めていただきたい。

　信号設置についての協議を市と警察で行っ
ているとのことですが、その協議に利用者で
ある自治会を参加させていただきたい。

　現場は、北部医療センター、北区役所、ス
テラタウン、産業道路へ出る抜け道で、非常
に交通量が増えています。歩道がなくても歩
行者信号が設置されている箇所はあると思い
ますので、信号設置に向け、ぜひ三者で協議
を進められるよう検討していただきたい。
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No. 「回答・見解・処理方針」の内容

令和元年度北区対話集会概要
「質問・要望・提案」の内容

　指導員は非常勤職員を各駅２名配置しており、路面シートや看板設置を含め、
費用は概算で約８００万円程度になります。
 回答が分かれていることについて御意見がありましたが、所管は分かれています
が、常に健康増進課とは連携を図りながら、事業を進めています。先ほどお伝え
したコンビニで対応した件についても情報を共有し、一緒に出向いたところで
す。法律上、喫煙場所の撤去等強制はできない状況はありますが、御協力いただ
くよう粘り強く訪問するなど対策を講じていきたいと思います。また、市内７駅
周辺が「環境美化重点区域」及び「路上禁煙禁止区域」となっていることについ
てですが、平成１９年にポイ捨て条例が施行した当初、３駅を指定しました。次
に平成２３年に４駅を追加し、現在の７駅となっています。来年度のオリンピッ
ク開催を機に、新たに会場周辺の駅を指定しようと検討中です。また、条例に規
定している事業とは別に、路上禁煙推進モデル事業があります。これは、市と地
域が協定を結び、まちづくりの団体や自治会等地域の方と協力して実施するもの
で、一定の区画の道路一帯を禁煙区域にし、看板を設置したり、周知広報した
り、指導員が着用するオレンジ色のビブスと帽子などの備品の提供をしたりして
います。現在、氷川参道と、東浦和駅で実施をしており、北区では日進駅南口の
七夕通りにおいて、地域の団体と協定を結ぶ予定となっています。今後も、費用
対効果も考えながら、路上禁煙推進モデル事業を推進していきたいと考えていま
す。
【環境局資源循環推進部資源循環政策課】

参考意見として聴取　費用はかかるとは思いますが、環境美化や
受動喫煙の観点からも、駅周辺を「環境美化
重点区域」及び「路上禁煙禁止区域」に指定
いただくようぜひお願いします。

　本件について所管が分かれての回答となっ
ていますが、できれば一体とした回答をして
いただきたいと思います。世界盆栽大会の際
には土呂駅にトイレが急きょ設置されたとこ
ろではありますが、オリンピックの時期に盆
栽町に外国人観光客が来て、土呂駅にエスカ
レーターが無かったり、近隣にたばこの吸い
殻がたくさん捨ててあったりすると、田舎の
駅という印象を与えると思います。「環境美
化重点区域」及び「路上禁煙禁止区域」につ
いてですが、巡回する指導員に対する人件費
等費用はどのくらいかかりますか。
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