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矢が的に当たる瞬間
（撮影：小野澤康弘）

晴天に恵まれたこの日は二千人
以上（市公表）のギャラリーが河越
館跡を訪れ、中世の歴史イベントに
皆さん満足のようでした。十二時
すぎに隣接の常楽寺御住職による
流鏑馬の安全祈願から始まりまし
た。中世武士の出で立ちで、馬に跨
り堂々と縦列に移動する姿はとて
も優雅でした。いよいよ流鏑馬の開
始時間となり、一の的、二の的、三
の的へ向かい馬が走り出し、弓から
放たれた矢が的を射る、とても豪
快であり、ギャラリーから一斉にわ
きあがる歓声が、この歴史的イベン
ト事業の成功を物語っていました。
川越市（文化財保護課主催）にとっ
ても初めての試みの流鏑馬ですが、
今回の事業の中心である倭式騎馬

や

平成二十四年
川越館跡で流鏑馬！
川越市制九十周年を迎え 十一月二十六日に開催されました
川越市制九十周年を
お喜び申し上げます

昨年は全世界規模でいろいろな
出来事がありました。私たちの日
本国でも決して忘れる事の出来ない
東日本大震災での悲しみは、未だ
全国民の心に強く刻まれていると
思います。国や自治体の復興体制
を更に確立し、一人でも多くの被
災地の方々を救い、元気な街に戻
して欲しいと願う所であります。更
に原子力発電所事故による福島県
を中心とする方々のご心痛や、私
たちの住む首都圏にまで及んだ放
射線量による食生活への影響を心
配する市民、特に子供たちの事を
考えると国や地方自治体が更に強
固な形で不安を取り除かなければ
ならず、本市としても食の安全につ
いては、更に積極的な対応を築き
上げられるよう、市議会議員とし
て市民とのパイプ役となり働きかけ
ていく所存であります。
さて、川越市議会定例会、十二
月議会も昨年十二月十六日閉会い
たしました。今回の「ひげ通信三十
五号」では、本会議議案及び、川越
駅西口改修事業（二頁）を中心に、
会派研修や地域の話題を含めご報
告させていただきます。

會（代表、森 顯さん）のご協力によ
り実現したこの流鏑馬は、見学に来
られた方々や地域の方々にとても
好評であり、ぜひ来年も開催を願
うとの声も多く、この歴史的イベン
ト事業を提案した私（ひげ通信三
十四号掲載）も開催の成果にひと
安心しました。事業終了後、森顯
代表ともお話をしたところぜひこの
河越館跡で実演を行いたかったと喜
びの声を頂きました。また、残念な
がらギャラリーが普段より多く、馬
が興奮し、的の的中率が普段より
悪かったことを悔やんでおられまし
たが、大柄の代表からは次回に向け
ての意気込みを強く感じました。
私としてもぜひこの河越館跡のＰ
Ｒと共に入間川以西の地域の一大
イベントとして地元の方々のご協力
を願い、地域活性化につなげ、川越
市の観光政策にも大きく寄与でき
ると思います。尚、当日は地元上戸
芸能保存会による源義経にまつわ
る京姫哀歌他や、地元鯨井万作お
どりなどが披露され、大きな拍手
や歓声の中
流鏑馬開催
前に大きく
盛り上げて
いただき、
とてもすば
らしい一日
でした。

森 顯さんと
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２０１２ 辰 定例市議会報告（１２月議会）

主な議決案件
九月定例議会の主な議案
（十一月二十四日～十二月十六日）

主な議決案件
条例の制定について
一件
（原案可決）
条例の一部改正について 十二件
（原案可決、一部反対討論有り）
規約の変更について
一件
（原案可決）
指定管理者の指定について 一件
（原案可決）
広域連合の協議について 二件
（原案可決）
道路線の認定について
一件
（原案可決）
補正予算
三件
（原案可決、一部反対討論有り）
付帯決議（議案七八号） 一件
（原案可決）
決議
一件
（原案可決）
請願
一件
（不採択、反対賛成討論有り）
推薦二号 農業委員会委員 一件
（決定）
詳しくは議会だよりを参考に

主な議決案件について
今回の議会では議会側より二件
の決議案が提出され二件とも全会
一致で可決されました。

幹事長
委員長
委員
議員
委員
委員

決議は次のようなものです。
川越駅西口駅前改修事業
○議案第七八号、学童保育費条例
について報告します！
の一部改正（原案可決）後、この議
いよいよ川越駅西口駅前広場
が変わります！川越市では利用
案に対する付帯決議
者の安全性確保及び、利便性、快
○第五回定例議会、市政報告の
適性の向上を目指し、川越駅西口
市内循環バス「川越シャトル」の見
駅前広場の改修事業を平成二十
直し案に対する再考を求める決議 四年、平成二十五年にかけて進め
る予定です。
川越地区消防組合議会
現在の川越駅西口二階から西
平成二十三年十二月二十日、川
側へ、幅約一〇ｍ、延長約八〇ｍ
越地区消防組合議会第四回臨時 （階段部分約一〇ｍ含む）
会が開会され、歳入歳出を含め二 ※レイアウト及びイメージ図については、
二八四万六、〇〇〇円を補正しま 今後の設計の進捗に応じ、部分的に変更が生
じる可能性がありますのでご了承願います。
した。
川越市都市計画部
川越駅西口まちづくり推進室
議案第７号
川越地区消防組合一般会計
補正予算
（原案可決）
補正前
四七億二、六七八万円
補正後
四七億四、九六二万
六、〇〇〇円
おのざわ康弘 プロフィール
昭和二十九年三月十三日
最終学歴
東洋大学大学院
工学研究科
（建築学専攻）修士

現職 川越市議会議員 三期
所属会派「やまぶき会」
議会運営委員会
産業建設常任委員会
川越地区消防組合議会
都市計画審議会
なぐわし公園建設委員会

川越駅（西口）
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平成２４年１月現在 川越駅西口（川越駅から望む）
※イメージ図と反対方向
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行政の情報は市民の共有財産である

会派研修報告

In

ている現状の日本経済にもう少
りを行う最も必要な考え方や、関
○中核市サミット二〇一一
和歌山
し幅広く対応する事に関連付け
わる皆さんの役割などのルール
共に歩む中核市
てのコメントがあり、参加した各
を定める事を目的としたもので
地域のパワーを結集して
市市長の先導する自治体と国政
す。近年、国から地方自治体に数
平成二十三年十一月一日
に対しての地方分権のバランス
多くの権限が移譲されています。
○自治基本条例について
参加者 市議会会派やまぶき会
平成二十三年十月二十九日 今後更に分権化が進んだ場合、そ 江田 肇議員 小野澤 康弘議員 の指摘もあり、全市町村に共通す
る課題を投げかけられたような
の地域の実情に合わせた柔軟な
川越市役所七階委員会室
久保 啓一議員 若海 保 議員
気がいたしました。
対応が求められてくる事もあり、
国内四十一中核市
川越市議会会派やまぶき この制度の必要性も高いと思い 参加
特に本市は中核市であり、中核
会が主催する自治基本条例 ます。また私たち議会側について 基調講演
市だからこそ近隣地域自治体の
東日本大震災後の地方行政を取 リーダー役として、防災の体制に
に関する研修会が講師の辻
も一般的にこの制度の中に規定
巻く環境の変化と中核市の対応
山幸宣先生を迎え行われま
取組むべきと思います。今後は現
講師
石原 信雄 氏
した。研修会開催主旨につ
在近隣自治体で構成されている
（財）地方自治研究機構会長
いてはすでに川越市が川合
レインボー協議会などの活動の
（元内閣官房副長官） 幅を広げ、国との関係や地方分権
市長を中心に川越市自治基
のあり方などを含め、広域防災地
《考察》
本条例の制定に向けて平成
中核市サミットの講演にあた 区体制が整えられるようにする
二十二年十一月より市民向
り、東日本大震災にかかわる行政 事を課題として受け止めました。
けの連続講座を開催した経
分科会
の取組みの話が中心であり、参加
緯に伴い、議会としてこの
基調講演の後それぞれのメン
された他市の議員の方々も熱心
条例に関連する部分もあり、
に耳を傾けておりました。特に自 バーが各分科会に参加しました。
私たちの会派で研修会開催
治体相互間で日頃からの協力関 第一分科会「地域住民を守る災害
に及んだものであります。
係を結んでおく事の大切さ、又、 対応について」
会派研修担当の倉嶋美恵子
ボランティア活動を行う方々や
小野澤康弘議員
議員を中心に講師の選定を
団体の受け入れ体制の整備、中で 第二分科会「これからの財源確保
行い、当日は他の会派や主 が盛り込まれているケースが多 も救援物資の受け入れ体制につ
と事業選択について」
要関係所管の職員にも声を いが、近年では議会基本条例と分 いては自治体と民間、又ボランテ
江田 肇 議員
かけ、質疑応答を含め二時 けて制定している自治体もあり、 ィアの連絡体制など、身近な問題 第三分科会「地域における地球温
間で終了しました。
川越市議会としてもこの議会基 かつ具体的な課題として今後取
暖化対策・持続可能で豊かな社
自治基本条例とは地域に 本条例の検討も必要と思います。 り上げていかなければならない
会を目指して」
かかわる皆さんが生活に関 既に議会運営委員会でも議会改 事項と感じました。更には、根幹
久保 啓一議員
わる行為に対しより豊かで 革の一環として項目だてを行い 的とも言える日本の防災体制の 第四分科会「少子化と人口問題」
魅力的なまちづくりを進め 他市議会等の行政視察により積 見直しについては、現状の復興支
若海 保 議員
る為の基本としてまちづく 極的に研修を行っております。
援の問題に始まり、円高で推移し ※報告書提出済み
10/29 川越市役所７階委員会室
研修会の様子
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川越市政の
川越市政の

ココに注目！
新斎場建設予定地の
一部区域の見直しについて
平成二十三年二月に川越市新
斎場の建設予定地として選定し
た「市民聖苑やすらぎのさと」の
東側農地（川越市大字小仙波七八
五番地一外）について、当該事業
の進捗を図るため、次の通り一部
区域を見直し、建設予定地として
確定いたしました。

周辺環境整備として緑地等の
整備を進めたい区域

ｋｍ

ｋｍ

ｋｍ

ｋｍ

川越小江戸マラソン

ｋｍ

地域のにぎやかな集まり紹介

ｋｍ

また、当該建設予定地は、農業

斎場用地として拡張したい区域

振興地域に該当することから、そ 《ＹＹ懇談クラブ》
二年続け一〇 完走！
の除外手続きを進めてまいりま 私の住む小学校区に住友あおい自治 十一月二十七日（日）午前八時五
会があります。三十年を過ぎた民間デ 十分一〇 男子がスタートしまし
す。さらに、火葬場は都市施設で
ベロッパーによる分譲地であり民間 た。私は、昨年はペースが掴めず苦
あることから、説明公聴会の開催、
分譲地ながらしっかりとしたまちづ 慮しましたが、今回は自分のペース
都市計画案の縦覧、市都市
くりを考えた都市計画法による地区 を守りゴールから飛び出しました。
計画審議会への諮問など都
計画が施されている地域であります。西郵便局を過ぎ問題の月吉陸橋も越
え、給水所の市役所までまっしぐら。
さてこの地域には、数年前「ＹＹ懇 五 付近の裁判所を通過し、そのま
市計画決定手続きを進め、
談クラブ」という大変ユーモラスで和 ま第一関門の七．七 の保健センタ
来年度中の都市計画決定を
気藹々とした会が発足しました。日曜 ーまで何とかたどり着く事ができま
目指してまいります。
日午後四時から六時まで行われてい した。時計を見ると五十三分、残り
る月例会では、今の日本を支えてきた 二．三 、一〇 の時間制限が七十
企業戦士や教育者、など様々な分野の 五分だったことから余裕を感じ、少
し 歩い てし まっ たの は間 違い で し
方々が参加しており、各々得意分野の た。一、〇〇〇ｍ手前で声援の方々
お話から始まり、意見交換など地域活 の「時間が無いぞ！」との声にあわ
新斎場建設予定地

変更前区域
性に大変役立つ話し合いの場となっ てて時計を見た私、最後は全速力。
ています。またその後には懇親会も設 何とか制限時間内に余裕でゴールが
総面積
約二七、〇〇〇㎡
けられ、昔話や今の世相に花を咲かせ でき、ひと安心でした。
変更後区域
ています。ついこの間には会員の方々 関係者のご努力により昨年にも増
総面積
約一八、〇〇〇㎡
してスムーズな運営を大変感謝いた
によりＹＹ会便利屋なるものが発足 します。また沿道で声援を送って下
地域要望事項
また、今回、当初の建設予定地
し、自治会高齢者の支援活動も始まり
さった方々に深く感謝いたします。
から除いた用地につきましては、 《自治会連合会霞ヶ関支会》
ました。
ありがとうございました！
将来「斎場用地として拡張したい 霞ヶ関西小学校並び県立川越西高 この会には私も何度となく参加さ ※東洋大学が箱根駅伝で総合優勝
校通学路にかかわる市道八〇五一号
区域」及び「周辺環境整備として
せていただき、お互いをいたわり、尊 私の母校の東洋大学が年頭の箱根
線拡幅整備による交通安全対策と笠
重し合い、規則 大学駅伝で八分以上縮める！新記録
緑地等の整備を進めたい区域」と
幡地区の防犯対策
が無い中で大人 で総合優勝しました。おめでとう！
位置づけ、計画的な整備を行うと
による防犯灯設置
のルールを持っ
ともに、現在協力いただけない地
率二〇％アップの
たすばらしい会
要望を当該正副支
権者に理解を求めていくものと
だと感じていま
会長並び地域自治
す。開催時間に
しました。
会長同行のもと会
ついても日曜日
今後の予定
の午後四時～六
派やまぶき会小野
建設予定地の地元住民をはじ
時という時間帯
澤康弘議員を中心
め市民の皆様に理解と協力を頂
の設定がベスト
に公明党桐野忠議
タイムであると
けるよう、引き続き状況に応じて
員とともに提出し
思います。
説明会等を開催してまいります。
ました。

（市民部新斎場建設準備室より）

新斎場建設予定地の区域変更図

