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に関しては平成 年４月を目途
に整備すると明確に答弁いただ
きました。

さらに、渋滞解消に向けての
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（質問の詳細は２頁をご参照くだ
さい。）
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目途に歩道整備
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目途に歩道整備

三橋中央通線の都市計画道路
の事業化を検討へ

大宮駅方面

９月定例会の一般質問で三橋中央通線に関する質問
をいたしました。大宮駅西口から新大宮バイパスと
交差し水判土の交差点を通り、飯田交差点までの路
線で延長約 . キロメートル、幅員 ～ メートル
の４車線道路です。

水判土方面
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さいたま市議会平成 年度９月定例会
にて一般質問を行いました。
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さいたま市全体に係る問題や西区に係る問題など、
市民の生活や、未来のさいたま市についての質問を
させて頂き、答弁を頂きました。

三橋中央通線
について

【建設局長答弁】
大宮駅西口から大宮区上小町の都
市計画道路荒川左岸道路までの約
. キロメートルが完成。荒川左
岸道路から国道 号新大宮バイパス
までの三橋工区約 . キロメート
ルの区間については、平成 年度に
用地買収が完了したことから、平成
年度の工事完成を目指して現在工
事を進めている。
歩道整備につきましては、連続性
を考え新大宮バイパス側から約１０
０メートル先の市道までの区間を優
先的に進め、中高一貫校が開校する
平成 年４月の完成を目指す。その
先の大宮西高等学校入り口の交差点
までの区間についても、引き続き権
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利者の方々と交渉を行い、連続した
歩道の必要性の御理解と御協力をい
ただき、中高一貫校の１期生が高校
生になる平成 年４月を目途に整備
していく。

【金井康博質問】
渋滞がなぜ発生してしまっている
のかを考えると、片側１車線しかな
いため路線バスの乗降によるもの、
交通量の集中などがある。さらに、
新大宮バイパスとの三橋２丁目交差
点と、変則５差路である水判土交差
点の構造にある。ともに右折レーン
はあるが距離が短いため右折車が列
をつくり、直進等ができず渋滞が発
生している。まず右折レーンの整備
をすることが必要と考えるが。

渋滞解消に向けた取
けた取り組み
渋滞解消に
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【建設局長答弁】
三橋２丁目の交差点での取り組み
といたしましては、現在事業を進め
ている歩道整備において用地を確保
し、右折レーンを延伸することで渋
滞の解消図っていく。次に、水判土
交差点につきましては、これまでに
も部分的な改良を行ってきたが、交
通量が多く５差路という複雑な形状
と現況の右折レーンが短いことから、
右折車の滞留による渋滞が発生して
いる。水判土交差点は、国において
新大宮上尾道路が事業化されたこと
で三橋中央通線の重要度が高まった
ことや、埼玉県内の渋滞ボトルネッ
ク交差点として位置づけられている
ことから、早急な渋滞の対策が必要
であると認識しており、市内の幹線

道路の中で優先的に整備する路線を
定めた道路整備計画の中で都市計画
道路としての事業化を検討していく。

２ 職員の残業時間を
減らす施策について

【金井康博質問】
昨年、議会からさいたま市の職員
の残業時間の問題を追及した。改善
を図っていくと市長の言葉もあり、
改善に向け努力していると思うが、
現実としてさいたま市の職員の方で
も、１カ月以上の長期病気で休まれ
ている方が１５０名以上、そのうち
メンタルヘルス、精神及び行動の疾
患の方が 名以上いると伺っている。
さいたま市は、人口が増加している
中で、行政としてのサービスの質を
落とすわけにもいかず、職員のやら
なければならない仕事量は極端に
減っているわけでもないので、各個
人の負担は変わらない。足りないか
らといって臨時職員を増やしても、
臨時職員の方にお願いできる仕事の
内容、権限には限界がある。私は、
この問題の解決策として、職員定数
をふやすことで仕事量の平準化を図
ることも必要ではないかと考えるが。

【清水市長答弁】
時間外勤務の縮減は喫緊の課題で
あり、これまでも管理職職員による
マネジメントの強化や、職員の意識
改革に主眼を置いた取り組みを進め
てきた。今年度からは、幹部職員の
定例会議の場において時間外勤務状
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進捗状況と歩道整備の
歩道整備の計画
進捗状況と
【金井康博質問】
新大宮バイパス以西において慢性
的な渋滞が起こっている。国土交通
省から渋滞のボトルネック箇所に位
置付けられている。平成 年４月に
(仮称)中等教育学校の開校が予定さ
れている。自転車は渋滞している車
の脇をすり抜けるように通行してい
る。工事の進捗状況と歩道整備の計
画はどうなっているか。
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３ 用水路の
整備について

況の確認や、あるいは長時間労働と
も整備していただいたが、農業人口
なる業務内容及びその原因、対策等
の減少もあり、整備されていない箇
について部局横断的に情報の共有化
所も増えてきた。写真のように道路
を図るなど、さらなるマネジメント
の脇に用水路があるが、建設局と経
の強化にも努めている。平成 年４ 済局で完全な縦割りであるため、建
月から７月までの１人当たりの月平
設局管轄の道路のみ整備され、経済
均時間外勤務時間数は、平成 年度 局部分は整備されていないため道路
比でマイナス . ％、平成 年度
の高低差がかなりある古い用水路で
ある。このような状況は、車が通れ
比でマイナス . ％と、一定の削
る幅員であるが、車のすれ違いには
減効果が出ている。
危険な状況であるし、転落の危険も
しかしながら、依然として恒常的
な時間外勤務が発生している部署も
潜んでいる。万が一高齢者が転落し
見受けられることから、業務に応じ
た場合は、自力で脱出することは難
た出退勤の柔軟化、あるいは業務の
しい。このような状況をつくらない
スクラップ・アンド・ビルド、また
ためにも用水路の整備をし、場合に
組織の効率化、いわゆるテレワーク
よってはふたがけをするなどして、
も視野に入れたＩＣＴ技術の積極活
歩道として使うことも考えるべきで
用といった働き方の見直しを行い、
あると考える。ふたがけをしないた
あらゆる角度からの徹底的な行財政
め、落ち葉やごみが入り清掃もしな
改革を迅速に進める必要がある。ま
ければならない。用水路の整備に関
た、職員定数増による仕事量の平準
し見解を伺う。
化については、近年ワークシェアの
【経済局長答弁】
考えのもとに、民間においても推進
水路につきましては、老朽化が進
が図られているものと認識している。
んでいる施設も多く、構造物の破損
今後の職員数については、このよ
あるいは水漏れなどにより農地利用
うな状況も踏まえて将来を見据えた
に影響を及ぼしている箇所、あるい
総人件費の抑制にもしっかりと考慮
しつつ、業務量に応じた適正な職員
は素掘りの土水
数の確保に努めていく。
路などで水の流
れが悪い箇所も
見受けられる。
そのような状況
を踏まえて、平
成 年度にはさ
いたま市総合振
興計画後期基本
計画実施計画に
おいて水路整備
を位置づけ、平
成 年度から今

年度末までの３年間で 件の用排水
路の整備を計画し、進めてきた。ま
た、整備手法は、農業用水路につい
ては、田んぼへの取水に際し農業者
が取水管理を行う必要があることか
ら、原則として暗渠化はできないた
め開渠での整備を実施している。転
落の危険への対応としては、交通量
の多い箇所や水路断面の大きい箇所
にいては転落防止用フェンスの設置、
取水管理に影響のないケースではふ
たの設置を行っている。安定した用
水の確保や排水機能の強化に向け水
路整備を実施するとともに、草刈り
や土砂のしゅんせつといった管理面
についても、農業者の方々の実情を
伺い、協力体制を築きながら農業環
境の向上を目指して整備を進めてい
く。

【金井康博質問】
他部局との連携については。
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４ さいたま市
花火大会について

開催規模の推移について
推移について
開催規模の

【金井康博質問】
今年も例年どおりさいたま市３カ
所で開催され、大勢の方がごらんに
なられ、楽しんでいただけた。私も
大和田公園会場の花火大会を今年も
見させていただいたが、開催時間が
午後７時半から８時半までと１時間
であり、少し物足りなく感じた。開
催の規模が小さくなっているのでは
ないかと感じたが、平成 年度と平
成 年度の開催規模の比較、そして
催事における花火の打ち上げの経費
の推移は。

28

【経済局長答弁】
さいたま市花火大会の打ち上げ発
数は、大和田公園会場、東浦和大間
木公園会場がそれぞれ約５,０００
発、岩槻文化公園会場が約３,６０
０発となっていて、過去５年間同様
の打ち上げ発数となっている。次に、
打ち上げ時間は、平成 年度までは
個人協賛者を募った上でメッセージ
花火の打ち上げも行っていたことか
ら、打ち上げ時間は 時半から 時
までのおおむね１時間 分としてい
た。しかし、メッセージ花火は打ち
上げ数も少なく、来場者から時間が
間延びするといった多くの声が聞か
れたほか、警察当局からも青少年保
護の観点から打ち上げ時間の短縮に
ついての要請があり、平成 年度か
らはメッセージ花火の実施を取りや
めることとし、打ち上げ時間も現在
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【経済局長答弁】
用水路の整備については、初年度
に境界測量あるいは設計業務などを
実施し、翌年度に工事を実施すると
いう流れである。現在は、年間５カ
所程度の整備となっているが農業者
から多くの水路整備要望が上がって
いる。そうした中で農業環境を向上
していくためには、計画的な用水路
の整備が必要であると感じている。
今後は、建設局と他の部署とも連携
を図りながら、インフラ長寿命化計
画の個別施設計画の検討とあわせて、
効率的な施設整備の手法、あるいは
国庫補助金の活用なども視野に入れ
ながら、さらに計画的な農業用水路
の整備を推進していく。
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【金井康博質問】
さいたま市は、農業も盛んな地域
である。しかし、高齢化に伴い田畑
の整備ができない方も増えてきてい
る。農家の方々が用水路の清掃など
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建設局
管轄

経済局
経済局
管轄

と同様の 時 分からおおむね１時
間程度としている。
記念花火大会
記念花火大会について
について

大宮けんぽグラウンドを
さいたま市が借り上げ

14

- さいたま市議会 所属委員会 ○まちづくり委員会 副委員長
○予算委員会
○オリンピック・パラリンピック競技
大会支援特別委員会
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うなものにしていくべきと考えるが
見解を。過去の御答弁で、 周年記
念花火大会は 万人の人に楽しんで
いただいたとあるが、トリエンナー
さいたま市西区二ツ宮にある大宮けんぽグラ
レにお金をかけるのであれば、オリ
ウンドを、市民がスポーツをする環境をより充
ンピックのある２０２０年に、幼児
実させるため、大宮けんぽグラウンドの空区画
からお年寄りまで楽しめるオリン
を借り上げる事となりました。第 区画、第
ピックレガシーとなり得る記念花火
区画を借り上げます。施設内容としては野球場
大会を開催されるべきだと考えるが。
８面、テニスコート(ハードコート) 面です。
健康増進のため、ぜひご利用ください。現在、
利用料金、予約の方法、利用開始時期などを検
討中です。

TEL 048-788-2420
FAX 048-788-2421
E-mail: voice@kanai-nishi.com
HP:「⾦井やすひろニュース」で検索

〈生年月日〉
昭和 年１月６日 現さいたま市西区
生まれ
〈経 歴〉
昭和 年大宮市立植水中学校卒業
平成３年埼玉県立浦和東高校卒業
平成９年東洋大学工学部土木工学科
卒業
平成９年㈱ガイアートクマガイ入社
(平成 年退社)
平成 年㈱イマギイレ入社
(平成 年退社)
平成 年４月さいたま市議会議員選挙
初当選
〈家 族〉
妻、長男、長女、次男、ねこ(２匹)

金井康博

●市⺠の皆様からのご意⾒・ご要望をお寄せください●
自由⺠主党真政さいたま市議団 ⾦井康博
〒331-0059 さいたま市⻄区⽔判⼟231-5
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～金井やすひろ事務所～
電話 ：０４８－７８８－２４２０
FAX ：０４８－７８８－２４２１
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会場準備の都合上、事前にご連絡いただければ
幸いでございます。
その際は、下記の、金井やすひろ事務所まで、
電話・FAXにて、お願い致します。
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【経済局長答弁】
夏の風物詩として、より身近な場
所でより多くの方に楽しんでいただ
く催事となることを重視して、今後
も現在の３会場で開催し、地域のに
ぎわい創出に寄与するような催事と
なるよう努めていく。また、オリン
ピックレガシーとなる記念花火大会
について、花火大会は多くの市民の
方々の記憶に残るイベント、催事の
一つと考えることから、今後それら
の開催についても検討、研究してい
く。

日時：１１月１２日
日時：１１月１２日(
：１１月１２日(日) １０時から
場所：馬宮
場所：馬宮コミュニティーセンター
：馬宮コミュニティーセンター 多目的ホール
多目的ホール
さいたま市西区大字西遊馬
さいたま市西区大字西遊馬533
市西区大字西遊馬533533-1

【金井康博質問】
来年は、記念大会から５年を迎え
るが、 周年記念花火大会開催予定
があるのか。
【経済局長答弁】
平成 年度のさいたま市誕生記念
花火大会を初め、平成 年度の政令
指定都市移行記念花火大会、そして
平成 年度のさいたま市・岩槻市合
併記念花火大会、平成 年度の政令
指定都市移行 周年記念花火大会と、
これまで計４回の記念花火大会を開
催した。これらの記念大会は、いず
れも荒川総合運動公園周辺において
開催したが、観客の安全性及び主要
駅から会場へのアクセス性、地域を
初め警察署などの御理解に加え、平
成 年度に実施した 周年の記念花
火大会では現行の３会場とは別に開
催したことで、協賛金の確保、ある
いは大会運営のための事務局の組織
化など、さまざまな課題が残った。
このようなことから、政令指定都市
移行 周年記念としてふさわしい市
民の一体感の醸成にもつながる催事
となるよう、開催方法について研究
していく。

下記日程にて金井康博市政報告会を開催い
たします。市政レポート以外の内容含め多岐
に渡りご報告させて頂きます。参加料は無料
ですので皆様お誘いあわせの上、ご参加いた
だければと思います。
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【金井康博質問】
周年の記念花火大会の開催は厳
しいと受け取れるが、現在３会場に
て開催している花火大会において、
今まで以上に内容を充実させた花火
大会にし、市民の誰もが楽しめるよ

金井康博 市政報告会のご案内
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３会場の花火大会開催に係る総事業
費は、平成28年度が7,790万円、平成
24年度の7,475万円から約300万円増加。
このうち花火の打ち上げに要する経費
は、平成28年度が2,233万円となって
おり、平成24年度の2,100万円からお
よそ120万円程度増加。
なお、平成25年度は３会場の花火大
会に加え、政令指定都市移行10周年記
念花火大会を開催した。記念花火大会
開催に係る総事業費は4,883万円。
このうち花火の打ち上げに要する経費
は1,500万円である。
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