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1

区長マニフェスト２の「誰もが元気で健康に暮ら
せるまちづくり」ということでウオーキングイベン
トを実施しているが、参加者が１００名では少な
すぎる。ウオーキングイベントを年１回ではなく２
回程（春と秋）開催して欲しい。

以前に、「北区を歩く」というイベントで、区民会議の方と名所・旧跡
を説明しながら歩いたことがございますが、一度に多くの方の参加
は危険を伴います。今後は、なるべく多くの方がイベントに参加で
きるよう、工夫してまいります。
【北区役所区民生活部コミュニティ課】

2

県営大宮長山団地の工事に伴い、中山道を１
本入った南北に通じる市道に、大型車両の通行
が多く、道路が荒れ、水が溜まっている。埼玉県
にお願いしたが、市道なので市に要望するよう
言われた。埼玉県からさいたま市へ連絡等が
入っているか。通学路なので直してほしい。

現場確認を行ったところ、工事車両の出入口部分の道路に若干の
沈下がみられたため、今後、部分補修を行う予定です。
【北区役所くらし応援室】

3

東大成町２丁目には公園が２つあるが、２カ所と
もトイレがない。要望をすればトイレを設置して
もらえるのでしょうか。

所管の都市局都市計画部都市公園課、または北部都市・公園管
理事務所に、要望をお伝えいいたします。
【北区役所くらし応援室】

4

区長マニフェスト１に「子育てしやすいまちづく
り」とあるが、北区の保育園待機児童の数を教
えてください。困っている人が身近にいます。
また、４月でなく、途中でも入園できますか。

４月現在の保育園待機児童数は、北区では、２名となっています。
昨年は同時期に１２名なので昨年に比べて減っております。待機
児童数が減った理由としては、保育園が新設されたことや、認可保
育園に入れない方には、ナーサリールーム等をご案内していること
が考えられます。
途中入園は、空きがあれば可能です。
【北区役所健康福祉部支援課】

5

昨年の区政懇談会（平成２５年６月）においてさ
いたま北部医療センター（旧社会保険大宮総合
病院）についての説明を受けたが、その後の進
捗状況や今後のスケジュール等をお聞きした
い。

さいたま北部医療センターの移転建替えに関して、同病院を所有
する、独立行政法人から財産交換の申し出があり、昨年１２月、財
産交換の仮契約を締結し、平成２６年市議会２月定例会において
議決を得て、土地交換を行ったところです。
平成２６年４月に独立行政法人地域医療機能推進機構、通称ＪＣＨ
Ｏに改組されたことに伴い、同病院はＪＣＨＯにより運営されること
となりました。
今後は、ＪＣＨＯと病院において、詳細設計や建設業者の選定を実
施して新病院を建設することになりますが、本市では５年以内にプ
ラザノース北側市有地に、新たに整備された病院で診療を開始す
ることを求めております。
また、新病院において充実されるべき医療機能として、同病院で現
在実施しているさいたま市大宮休日夜間急患センターにおいて、
深夜帯の小児救急をはじめとする初期救急医療（小児科、内科、
耳鼻咽喉科及び眼科）を継続することはもとより、小児医療及び産
科医療（正常分娩等を含む）の入院治療を行うことも併せて求めて
おります。
　本市といたしましては、早期に新病院が開設され、市民の皆様が
安心して医療を受けられる環境が整うよう、ＪＣＨＯと病院との一層
の連携を図ってまいります。
【保健福祉局保健部地域医療課】
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6

（さいたま北部医療センターの移転建替えにつ
いて）ただ５年以内に診療開始を求めていると
いう事ことでは分からない。いつから着工で、い
つ完成か分からないのでしょうか。
具体的な進捗状況が分かれば教えてください。

現在、独立行政法人地域医療機能推進機構と病院において、新
病院の整備計画を作成しています。病院に確認したところ、新病院
の工事は、平成２８年７月から平成３０年６月まで行い、同年９月に
開院する予定であるとのことです。また、病院としても可及的早期
の開院を目指していると伺っております。
【保健福祉局保健部地域医療課】

7

植竹地区を通っている中山道の歩道に段差が
あり、車いすや自転車が通行の際、非常に危険
であるので、段差解消の整備をお願いしたい。
要望は２年前から北区役所くらし応援室に出し
ています。車いすの方から、通れないと苦情が
きます。

中山道は、平成１５年に本市が政令指定都市となり埼玉県から本
市の管理となりました。ご要望の大宮警察署付近から北区役所付
近は、整備した当時はガードレールがなく歩道の高さをあげて、歩
行者の安全確保を図る構造のマウントアップ型が主流でした。時
代と共に、宅地化が進み、敷地からの車の出入りが増え、横断勾
配で傾斜がつくられ、歩行者には歩きづらくなりました。
建設局土木部道路計画課に整備の問い合わせをしたところ、現段
階では、整備の計画はないとのことです。ただし、地元からの要望
をいただければ、測量、現状調査を行いたいとのことですので、建
設局土木部道路計画課へ要望を出してください。
【北区役所くらし応援室】

8

蜂の巣の駆除は、大宮区役所と浦和区役所と
書いてあるが、北区役所では行ってないので
しょうか。

実働として動くのが、拠点区の大宮区役所と浦和区役所ということ
です。状況管理・把握は、各区役所で行います。
【北区役所くらし応援室】

9

北区まちづくり推進事業予算について質問しま
す。
区民満足度アップ経費の公衆便所維持管理に
要する経費が２９万６千円と記載されているが、
この経費は、北区内の一定規模以上の公園に
おける公衆便所の維持・管理予算だと思うが、
あまりにも金額が少ないのではないでしょうか。
また、北区役所において、公園内の公衆便所を
新設する予算はあるのでしょうか。

区民満足度アップ経費の公衆便所維持管理に要する経費は、宮
原駅・日進駅の公衆便所に関する維持・管理予算です。
公園内の公衆便所に関する維持・管理は、都市局北部都市・公園
管理事務所管理課が所管になります。
【北区役所くらし応援室】

10

区長マニフェストで、「子育てしやすいまちづく
り」を掲げているが、待機児童数は何人いるの
でしょうか。

平成２６年４月１日現在の待機児童数は、本市全体で１２８名（昨
年１１７名）となっております。特に浦和区・南区・緑区においては２
０～４０名で、本市内でも待機児童数が多い状況となっておりま
す。
なお、北区は２名（昨年１２名）となっております。
【北区役所健康福祉部支援課】
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11

区長マニフェストで、「安心・安全なまちづくり」を
掲げており、ゾーン３０を推進している地区は、
交通標識等がきれいに整備されていると思いま
す。
しかし、ゾーン３０地区外は、停止線や横断歩道
が薄くなっており、手を抜いているように思える。
もっと交通標識等を整備してほしい。

ゾーン３０では、指定された地域内の交通標識等を整備します。
ゾーン３０地区外では路線ごとに整備しますので、停止線や横断歩
道等が薄くなっている場所を見かけましたら、北区役所くらし応援
室に連絡してください。
規制がかかる標識は、警察の所管になります。それ以外について
は、予算の範囲内で、北区役所くらし応援室が対応いたします。
【北区役所くらし応援室】

12

昨年の区政懇談会（平成２５年６月）においてさ
いたま北部医療センター（旧社会保険大宮総合
病院）についての説明を受けたが、その後の進
捗状況や今後のスケジュール等をお聞きした
い。

さいたま北部医療センターの移転建替えに関して、同病院を所有
する、独立行政法人から財産交換の申し出があり、昨年１２月、財
産交換の仮契約を締結し、平成２６年市議会２月定例会において
議決を得て、土地交換を行ったところです。
平成２６年４月に独立行政法人地域医療機能推進機構、通称ＪＣＨ
Ｏに改組されたことに伴い、同病院はＪＣＨＯにより運営されること
となりました。
　今後は、ＪＣＨＯと病院において、詳細設計や建設業者の選定を
実施して新病院を建設することになりますが、本市では５年以内に
プラザノース北側市有地に、新たに整備された病院で診療を開始
することを求めております。
また、新病院において充実されるべき医療機能として、同病院で現
在実施しているさいたま市大宮休日夜間急患センターにおいて、
深夜帯の小児救急をはじめとする初期救急医療（小児科、内科、
耳鼻咽喉科及び眼科）を継続することはもとより、小児医療及び産
科医療（正常分娩等を含む）の入院治療を行うことも併せて求めて
おります。
本市といたしましては、早期に新病院が開設され、市民の皆様が
安心して医療を受けられる環境が整うよう、ＪＣＨＯと病院との一層
の連携を図ってまいります。
【保健福祉局保健部地域医療課】

13

（さいたま北部医療センターの移転建替えにつ
いて）回答の中に「小児医療及び産科医療（正
常分娩等を含む）の入院治療を行うことも併せ
て求めております。」と記載していますが、最
近、私が読んだ資料には、産科医療は行わない
と断定的に記載してありました。
さいたま市は、北部医療センターの産科医療の
実施方針を把握しているのでしょうか。

新病院の産科医療の実施については、財産交換の仮契約を締結
する際に、本市と独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構
の双方で、書面にて、さいたま北部医療センターが維持又は充実
されるべき医療機能として、小児医療及び産科医療の入院治療を
行うことを確認しております。
病院に確認したところ、産婦人科医師の確保の可否次第とはなり
ますが、現在、産科医療の実施に向けての検討を行っていると
伺っております。
【保健福祉局保健部地域医療課】

14
街路灯は、電球が点滅している場合でも区役所
で交換するのでしょうのか。

商店街などが所有する街路灯でなければ、電球を交換します。
【北区役所くらし応援室】
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15

夏期は、民家の樹木が街路灯の下まで茂ってし
まい、街路灯の下が暗くなる場所があり、苦情
が出ています。
統計を取って、毎年、事前に苦情が出る土地の
所有者に、樹木を伐採するようにお願いできな
いでしょうか。
苦情が出る前に土地所有者に注意してほしい。

行政が公有地の樹木を伐採することは可能です。私有地の樹木
は、伐採するようお願いすることはできますが、所有者に協力して
いただく必要があります。
そのため、苦情が出る前に土地所有者に注意するのは、難しい問
題ですが、努力したいと思います。
【北区役所くらし応援室】

16

吉野町２丁目鈴木自治会で整備を希望する道
路の７割をスマイルロードにより整備しました。
しかし、区画整理により整備したＵ字溝は暗渠
化していない状況であります。
北区役所くらし応援室に確認したら、Ｕ字溝の
暗渠化は、別途申請する必要があると言われた
がどうすればよいか説明してほしい。

旧大宮市時代は、地元住民や自治会の署名によりＵ字溝を暗渠
化いたしました。
さいたま市になってからは、幅員４ｍ以上の道路については、地権
者から道路整備に関する承諾を得ていただき、署名・捺印・住所等
を記載したスマイルロードによる申請書を建設局北部建設事務所
道路維持課にご提出いただければ、順次、Ｕ字溝の暗渠化及び道
路整備に着手いたしますので、よろしくお願いいたします。
【北区役所くらし応援室】

17

区政懇談会ということで、資料を配付されたが、
今回の議題だと報告会のように感じてしまう。
私ども自治会として、行政に聞きたいことは、自
治会活動に関する身近な問題であります。
そこで、事前に市が自治会から自治会活動に関
する身近な問題を確認して、回答を用意して、
区政懇談会で発表してほしい。
区政懇談会の場において、資料を見せられて、
質問するのは、難しいので、自治会活動に関す
る身近な問題を取り上げてほしい。
例えば、吉野町１丁目自治会区域内では、２，５
００世帯中１，３００世帯が自治会に加入（４７～
４８％は未加入）しており、ポスター等により自
治会加入を啓発しているが、自治会加入率が低
いので、自治会加入促進の知恵を借りたい。
また、防犯・防災活動について、もっと良い方法
を具体的に提示してもらいたい。
こうした内容をお互い議論しながら行うことが区
政懇談会として、ふさわしいのではないかと思
う。
難しいと思うが、次回、やり方を検討してほし
い。

自治会の皆様の意見を踏まえて、現在の区政懇談会のやり方に
なりました。
区政懇談会については、あり方も含めて、全市的にも課題になって
いると思います。
また、今後は、地域で解決できるもの、地域と行政の協働により解
決できるもの、行政で解決するものを検討する協議会づくりが必要
になってくると考えております。
区政懇談会で協議会づくりができるかというと限界はあると思いま
すが、協議会づくりは、今後の課題になってくると考えております。
【北区役所区民生活部コミュニティ課】
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18

認知症の行方不明者が全国で１万人を超えた
というニュースがあった。その中には、長期不明
だった人もいました。これからますます高齢者が
増えていきますが、今後、行政として、認知症の
行方不明者という課題に、どのように対応する
か聞かせてほしい。

統計上、高齢者の４人に１人が認知症になるおそれがあると聞い
ております。本市内でも徘徊者は、約１００人いますので、様々な
対策・事業を実施しておりますので、いくつか紹介をさせていただき
ます。
徘徊高齢者探索サービス事業では、あらかじめ認知症の人に居場
所を知らせるＧＰＳを持たせていますが、行方不明時の探索におい
て、効果があると聞いております。
徘徊見守りＳＯＳネットワークでは、徘徊するおそれがある方の身
体的特徴や写真をあらかじめ登録いただき、行方不明時に申し出
ていただければ、介護事業サービスや地域包括支援センター等の
職員が行方不明者と思われる人を見かけた際には、声掛け・通報
をしていただく体制になっています。
こうした事業により、本市では、行方不明者はいるが、ご紹介した
探索サービス事業により身元が分からない人はいない状況です。
また、地域包括支援センターでは、施設独自の見守り隊や、認知
症サポーター養成事業において、認知症の特徴を一般の方に講
義して、一般の方が認知症と思われる人を見かけたら通報してもら
うという事業を実施しております。
【北区役所健康福祉部高齢介護課】

19

私は６５歳だが、認知症ではないが、急に倒れ
たら身元が分かるのでしょうか。
また、一定の年齢になったら、身分証を持たせ
れば、身元不明になることはないと思う。そこの
ところをどのように考えていますか。

身分証はあればよいと思いますが、実際の行方不明者は何も持っ
ていなくて、探せないのが現状です。
しかし、行方不明者が、どの病院に入院したとか、どの施設に預け
られたという情報を行政で確認できるようになっております。
【北区役所健康福祉部高齢介護課】

20

①区長マニフェスト３の（４）「北区防犯デー」の
参加者３００人は少ないのではないか。また、平
日に行うと若い人が出席できません。土日に開
催できませんか。
②検討するとは、やらないという事ではないので
しょうか。

①７月１日に開催することで、犯罪のない（＝７１）日にかけて行っ
ています。平日は、区民ないし市民の皆様の集まりが難しいので、
今後、土日に開催できるように検討してまいります。
②防犯デーについては、北区自治連、４地区自治連、小中学校
長、ＰＴＡなど防犯に携わる各種団体、警察や北区役所など公的機
関等で構成されている「北区防犯連絡協議会」が主催しております
ので、当協議会に議題として挙げ審議していただきます。
【北区役所区民生活部総務課】

21

昨年度の避難場所運営訓練ですが、北区と西
区で同じ日に開催しましたので、西区の避難場
所の方が近いが行くことができなかった。

避難場所運営訓練は、他区の避難場所の方が近い方もいらっしゃ
いますが、今年度も北区と西区で同じ日に開催します。なお、３～
４年前に各自治会にどこに避難するか調査をした時に、自治会で
宮前小と日進小を選ばれたと思いますが、災害時には、選ばれた
場所以外の避難場所に避難されても問題はありません。
【北区役所区民生活部総務課】
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日進小学校が避難場所となっている人が遠くて
行けず、近くの公園等に一時避難した場合で
も、食料等の救援物資の配給が心配ないような
施策をとってほしい。

学校等の避難所に保管している備蓄物資は、学校等で避難生活
を行う被災者に配布することを想定し、備蓄しております。
公園等の一時避難場所は、災害発生時に身の安全を確保するた
めに、一時的に避難する場所であり、宿泊等の避難生活を送るこ
とは想定しておりませんので、災害により、自宅で生活することが
できない場合には、最寄りの学校等の避難所へ避難していただく
ようお願いいたします。
なお、被災生活が長期化する場合には、在宅被災者にも地域の防
災拠点である各学校等の避難所にて、救援物資を配給することと
しております。
※平成２６年度より、小学校等の避難所を補完するため、自治会
館やマンションの集会場を自主防災組織によって運営される施設
として、備蓄品の貸与を含めたモデル事業をスタートしております
ので、総務局危機管理部防災課までお問い合わせください。
【総務局危機管理部防災課】

23
街路灯の設置目標が１００灯だが、結果が４倍
程になっている理由は何でしょうか。

独立柱を設置してＬＥＤを街路灯につける予算を組んであります
が、既存の電柱等を利用してＬＥＤを取り付けたため、より多くの設
置となりました。
【北区役所くらし応援室】

24
青色防犯パトロールを週３回から４回に増やし
たものを今年度３回に戻すのでしょうか。

基本的には、月曜日、水曜日、金曜日に北区役所の職員が交代で
パトロールをしました。火曜日と木曜日は北区役所区民生活部総
務課で対応できるときにパトロールをしたため、週に４回となりまし
た。基本は週に３回ですが、今年度も同総務課で他の曜日は対応
してまいります。
【北区役所区民生活部総務課】

25

市のイメージ戦略について初めて聞きました
が、さいたま市が良い街だということを宣伝する
のは、市内だけでなく日本中に宣伝するというこ
とだと思う。この資料からは、日本中にする宣伝
がどういうものか見えてきません。いくつかの、
イベントに行きついたいきさつと、その成果がわ
かると良い。

資料にはビックイベントだけを記載いたしましたが、これも本市をＰ
Ｒする一つであるということで、ご紹介させていただきました。鉄道
博物館は秋葉原にあったものを誘致し、今では有名になっていま
す。旧市で培ってきたものを大事に育て、磨いていくことも本市のイ
メージアップ戦略の一つとご理解いただきたい。
【都市戦略本部シティセールス推進部】
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さいたまトリエンナーレを開催することで、文化
都市として、他の都市に勝てるだろうか。アー
ティストを呼んで、一過性に行ったのでは、文化
として根付かない。本当にさいたま市を売り出す
なら、斬新的なことを、恒久的に続けてもらいた
い。
　トリエンナーレは何万人を集めるつもりです
か。基本構想が見えません。

トリエンナーレとは、３年ごとに開催される芸術祭のことであり、
「（仮称）さいたまトリエンナーレ」は、文化芸術都市創造の象徴的・
中核的な事業として、以下の３点を開催目的として、平成２８年度
に初回の開催を予定しております。
①「さいたま文化」の創造・発信
②さいたま文化を支える「人材」の育成
③さいたま文化を活かした「まち」の活性化
　「（仮称）さいたまトリエンナーレ」の開催に向け、本年６月には埼
玉県をはじめ、文化芸術に関する有識者や団体、経済界、自治会
連合会など、各界から多くの方々に御参画いただき準備委員会を
設立し、７月にはディレクターと呼ばれる芸術監督を選任いたしま
した。
今後は、ディレクターを中心に具体的な事業内容の検討を進め、
今年度末を目途に具体的な開催計画を策定・公表する予定です。
具体的な事業内容の検討に当たりましては、プロのアーティストに
よる最先端の作品紹介だけではなく、市民による文化芸術活動の
支援や、アーティストと地域や来訪者の交流を促進する各種イベン
トの実施にも配慮することで、ご意見にもございますように、本市に
根付く国際芸術祭を市民の皆様と一緒につくり上げてまいりたいと
考えております。
【市民・スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課】

27

昨年の区政懇談会（平成２５年６月）においてさ
いたま北部医療センター（旧社会保険大宮総合
病院）についての説明を受けたが、その後の進
捗状況や今後のスケジュール等をお聞きした
い。

さいたま北部医療センターの移転建替えに関して、同病院を所有
する、独立行政法人から財産交換の申し出があり、昨年１２月、財
産交換の仮契約を締結し、平成２６年市議会２月定例会において
議決を得て、土地交換を行ったところです。
平成２６年４月に独立行政法人地域医療機能推進機構、通称ＪＣＨ
Ｏに改組されたことに伴い、同病院はＪＣＨＯにより運営されること
となりました。
今後は、ＪＣＨＯと病院において、詳細設計や建設業者の選定を実
施して新病院を建設することになりますが、本市では５年以内にプ
ラザノース北側市有地に、新たに整備された病院で診療を開始す
ることを求めております。
また、新病院において充実されるべき医療機能として、同病院で現
在実施しているさいたま市大宮休日夜間急患センターにおいて、
深夜帯の小児救急をはじめとする初期救急医療（小児科、内科、
耳鼻咽喉科及び眼科）を継続することはもとより、小児医療及び産
科医療（正常分娩等を含む）の入院治療を行うことも併せて求めて
おります。
本市といたしましては、早期に新病院が開設され、市民の皆様が
安心して医療を受けられる環境が整うよう、ＪＣＨＯと病院との一層
の連携を図ってまいります。
【回答作成課：保健福祉局保健部地域医療課】

28

年々、自治会員が減る傾向があります。建設許
可を出す課に許可の段階で自治会に入る方法
を講じているか聞いたが、そのような権限を持っ
ていないし、考えてもいないとの返事がありまし
た。アパート等建設の許可の段階から、自治会
員になってもらえるように提案をしてもらいた
い。

強制的に自治会入ってもらうことはできませんが、関係課に自治会
加入のチラシ等を置いたり、宅建業界にお願いをして、不動産取引
の時に自治会に加入してもらえるようにしている地域もあるようで
すので、研究し自治会への加入を促進してまいります。
【北区役所区民生活部コミュニティ課】


