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◆ 会長挨拶

平田徳久会長

皆さんこんにちは。
本日より毎年の事で

いてお話頂けます事、大いに楽しみにしています。
30 分と短い時間ですが宜しくお願い申し上げます。
以上をもちまして会長挨拶とさせて頂きます。あり

はありますが、確定申

がとうございました。

告等の為 いつもの越

◆ 幹事報告

谷産業会館が使えま

1、本日 持ち回り理事

せんので 3 月 12 日ま

若海宗承幹事

会にて、① 大嶌範也

で会場変更となりま

氏の入

す。会場運営委員会の皆さんにはお手数をお掛け致し

会が承認されました。

ますが宜しくお願い申し上げます。会員の皆様にはく

② 新会員の入会手続
れぐれもお間違えの無いようにご注意願います。尚、 きが承認されました。
例会場変更のこの機会に合わせ、2 月 8 日付で江藤出 ③ 伊東正文会員の退
席委員長より例会出席のお願いと、欠席の場合の事前

会が承認されました。

連絡の徹底について出状をさせて頂きました。もとよ

2、20 日(水)に 会長･幹事会が若松にて午後 6 時より

りロータリアンの三大義務は、①会費の納入、②ロー

開催されます。

タリー雑誌の購読、③例会出席であります。会員の皆

3、25 日(月)に 第 44 回越谷市民まつり財政委員会が

様には高い会費を納めて頂いておりますので、楽しく

越谷中央市民会館にて午後 6 時 30 分より開催されま

昼食をご一緒頂き、友情を育み、そして情報交換等を

す。平田会長が出席します。

密にして、有意義な時間をお過ごし頂ければと思いま

◆ 次年度幹事報告

す。どうぞ出席と連絡を宜しくお願いします。

1、本日、次年度委員長会議を南越谷「木曽路」にて

話は変わりますが、先週の例会でも吉野国際奉仕委
員長より報告がありましたように、明後日 21 日(木)

増元 晃副幹事

午後 6 時 30 分より開催します。ご案内の次年度クラ
ブ管理･会計監査･出席･会場運営･スマイル･雑誌広

より 24 日(日)まで 3 泊 4 日の日程で、フィリピン･

報･職業分類･会員選考･青少年奉仕の各委員長の皆様

マニラのアペロ クルーズ エレメンタリー スクール

ご出席宜しくお願いします。

へ国際奉仕事業に行ってまいります。参加者は清水会

◆ 委員会報告

員を団長に、吉野国奉委員長･永島国奉副委員長･同じ

◎ 60周年実行委員会

く近藤国奉副委員長･そして中村謙治･澤石･丹田･江
藤の国奉の各委員さんと私の 9 名です。我が越谷クラ
ブの国際奉仕活動も 6 年目となります。教育を通じて

石河秀夫委員長

本日例会終了後にこの会場にて委員会を行います。
現在の 60 周年実行委員会の委員は各部門の委員長･
副委員長までしか決まっていませんが、関係の方は是

少しでも世界平和に貢献できますように、そして子供

非例会終了後にこの会場にお残り下さい。

たちに大きな夢と希望を抱いて頂けますように頑張

◎ 親睦活動委員会

ってまいります。
3 月 12 日の例会で事業報告をしっかりさせて頂き
ます。楽しみにして下さい。

瀧田貴夫委員長

4 月 18 日(木)に千葉 C.C にて平田年度第 2 回親睦
ゴルフコンペを予定しています。近日中に FAX でご
案内をさせて頂きます。現在 価格交渉中であり記載

最後に本日のゲスト卓話は、大変お忙しい中 越谷

の金額よりも安い方向になると思います。何卒多くの
市役所の高橋成人様･平井晶子様の「これからの越谷」 方の参加をお待ちしています。宜しくお願い致します。
であります。昨年 11 月には越谷市政施行 60 周年を ◆ ﾛｰﾀﾘｰ財団感謝状等授与
平田徳久会長
迎え、中核市として益々期待が膨らむ故郷 越谷につ

ポールハリスフェロー「吉村総一会員」
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◆ 「これからの越谷」
越谷市役所市長公室政策担当部長様 髙橋成人様
越 谷市 役所 政策担
当部長の髙橋と申し
ます。本日はこのよう
な場でお話しをさせ
て頂く機会を頂きま
して誠にありがとう
ございます。
早速ですが「これからの越谷」という事で、越谷市
が現在 取り組んでいる事業、今後取り組んでいく事
業などを紹介させて頂きます。
本日ご紹介する項目は 8 点ございます。
1．越谷市総合振興計画
2．越谷市公共施設等総合管理計画
3．本庁舎建設事業
4．保健センター整備事業
5．流通･工業系土地利用事業
6．道の駅整備事業
7．魅力発信事業
8．南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出事業
以上の項目について、短い時間で盛り沢山の内容と
なってしまいましたので、それぞれについては簡単に
紹介させて頂きます。
1．
「越谷市総合振興計画」／越谷市に限らず全国の市
町村では総合計画･総合振興計画といった自治体にお
ける最上位計画を策定しています。越谷市でも「越谷
市総合振興計画」を策定し、総合的かつ計画的なまち
づくりを進めています。分野別の計画となる子ども･
子育て支援事業計画や地域福祉計画、観光振興計画等
様々な計画を策定し、まちづくりを進めていますが、
その最上位に位置する計画が総合振興計画となりま
す。様々な計画はこの総合振興計画と整合を図り策定
しています。現在は「第 4 次」越谷市総合振興計画の
計画期間ですが、第 4 次は 2020 年度までの計画とな
っており、現在 2021 年度からを計画期間とする次期
総合振興計画の策定の準備を進めている所です。次期
総合振興計画は今後詳細を検討していく事となりま
すので、本日は現在計画期間中である「第 4 次越谷市
総合振興計画」の概要を説明させて頂きます。計画の
構成は、
「基本構想」
、
「基本計画」、
「実施計画」の 3
層としています。基本構想は 2020 年度を目標年度と
し、越谷市の将来像とまちづくりの基本的方向である
「施策の大綱」を示すものです。越谷市の将来像は、
「水と緑と太陽に恵まれた人と地域が支える安全･安
心･快適都市」としています。環境との共生を願い、
豊かな美しい景観を大切にすると共に、多様性に富む
人と地域に支えられた安全で安心して快適に生活が
できるまちづくりこそが、越谷市の持続的な成長を可
能とすると考え、様々な施策に取組み総合的で計画的

なまちづくりを進めています。次の基本計画は、基本
構想の将来像と施策の大綱を実現するため施策を体
系化し、その方策を示すものです。実施計画は基本計
画における施策を実施するために、市の財政力を勘案
し具体的事業を明示し、毎年度の予算編成の指針とな
るものです。
「第 4 次越谷市総合振興計画」の計画期
間は 2011 年から 2020 年度までとなります。基本構
想は 10 年間、基本計画は 5 年間、実施計画は 3 年間
を期間としています。先程もご説明しましたが、第 4
次越谷市総合振興計画期間は残り約 2 年であるため、
次期総合振興計画は、第 4 次の計画における取組みの
成果や課題等を踏まえ、取り組むべき政策を整理し策
定してまいります。
2．
「越谷市公共施設等総合管理計画」／越谷市は高度
成長期の昭和 40 年代に急激に人口が増加し都市化が
進んだ事に伴い、公共施設の整備を集中的に進めてま
いりました。そのため現在これまで整備してきた公共
施設の約 60％が築 30 年以上を経過している状況です。
このような状況を踏まえて施設の老朽化対策、公共施
設等のあり方について検討を進め、
「持続可能で安全･
安心な公共施設等を通じた行政サービスの提供」を目
的として 2015 年に計画期間を、2015 年から 2030 年
とする「越谷市公共施設等総合管理計画」を策定致し
ました。
「越谷市公共施設等総合管理計画」における基本方
針は、①．コストを抑制し財源確保に努める。②．建
物の総量を抑制する。③．施設を長く使い続ける取組
みを推進する。④．計画的管理を行う体制を構築する。
という 4 点になります。現在「越谷市公共施設等総合
管理計画第 1 次アクションプラン」の策定を進めてい
ます。このアクションプランは総合管理計画の 4 つの
基本方針に沿った取組を具体化するために施設の今
後の方向性を用途分類別に示すもので、このあと作ら
れる施設ごとの個別施策計画策定時の指針となるも
のです。現在 様々な検討を加え、まとめたアクショ
ンプランの素案をもとに市内 13 地区において市民と
の意見交換会を順次実施しているところです。
3．「本庁舎建設事業」／越谷市役所の本庁舎は昭和
44 年建設であり、建物の耐震性不足やバリアフリー
化への対応の不十分さ等の課題がありました。そのた
め 2021 年 4 月に新本庁舎の、その 3 年後、2024 年 4
月に（仮称）市民協働ゾーンの供用開始を目指し、現
在本庁舎の建替えに取組んでいるところです。建替え
に当たりましては、既存の庁舎を利用しながら行政運
営に支障のないよう事業を進めるため、現在の本庁舎
を一部解体後に新本庁舎を建設して早期に供用を開
始致します。今年度 本庁舎の一部解体工事を行って
おり、来年度･再来年度に新本庁舎建設工事を行い、
2021 年 4 月からの供用開始を予定しています。その
後、現在 5 階建て本庁舎の解体工事を行い 2 年間かけ
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て(仮称) 市民協働ゾーンを建設していくというよう
する事のできる良好な産業用地を創出し、企業誘致を
に段階的に整備を進める予定で、現本庁舎の南側に新 促進し、地域経済の活性化、産業や人が集積する都市
本庁舎を建設していく予定でいます。
としての魅力向上、越谷市の自主財源の増加が図れる
4．
「保健センター整備事業」／初めに保健センターに ものと考えています。現在埼玉県と連携しながら国道
ついて簡単に説明させて頂きます。保健センターとは、 463 号バイパス沿道における新たな産業団地整備の
地域住民に対して食生活やリハビリなどの健康相談
実現に向けて取り組んでいます。引き続き県と連携し
や保健指導、妊産婦や乳幼児などの健康診査、各種が ながら地元調整や関係機関との調整を進めてまいり
ん検診や歯科健診などの各種健診、乳幼児等への予防 ます。
接種、また健康づくりのための教室等の提供など、地 6．
「道の駅整備事業」／国土交通省の制度である「道
域保健に関し住民に身近な健康づくりや母子保健、生 の駅」とは、道路利用者への安全で快適な道路交通環
活習慣病対策やがん対策等の業務を主に行う総合的
境の提供と地域振興への寄与を目的とし、道路利用者
な保健サービスを提供する施設です。一方、似たよう のため 24 時間無料で利用できる「休憩機能」、道路利
な名前の施設で「保健所」があります。保健所は中核 用者や地域の方々のための「情報発信機能」
、活力あ
市移行に伴い設置した施設で保健センターは住民に
る地域づくりを共に行うための「地域の連携機能」の
身近な保健サービスを行うのに対し、保健所は難病や 3 つの機能を併せ持つものとなります。
「道の駅」は
感染症対策、食品衛生監視など専門的で技術的な保健 制度発足から 20 年以上が経過し、全国各地に広がり
サービスを実施する施設です。集団食中毒が発生した 現在 1,000 を超える施設が登録されています。当初は
場合等にその調査を保健所が行っており、原因の特定 目的地に行く途中で通過する道路利用者へのサービ
のための検査等を実施しています。また飲食店の営業 スが中心でしたが、近年は農業･観光･福祉･防災･分化
許可等を行っているのも保健所となります。保健セン 等、地域の個性や魅力を活かした様々な取組みが行わ
ターですが先ほどご説明したとおり、現在健診事業な れ「道の駅」に行く事 自体を目的とするように変化
ど住民に身近な各種保健事業を行っていますが、この してきており、地域活性化の拠点施設として注目され
ような従来の役割に加え、近年 長高齢社会の到来に ている施設となっています。越谷市において検討を進
よる諸課題や大規模災害等による健康危機にも迅速
めている道の駅は、整備コンセプトを「こしがや
に対応していく事が求められています。そこで現行の NARIWAI 拠点」とし整備の方向性として、①．
「農」
役割を基本としつつ、施設機能を見直し市民の健康づ を中心とした地域の魅力を発信する拠点。②．人と人
くりや保健･医療･福祉の連携強化等、地域保健の更な との交流を生み出す拠点。③．新たな魅力を創出する
る拡充を図る事のできる施設として、東越谷の市立病 拠点。④．首都圏における広域的役割を見据えた防災
院の向かいにあります保健所と同一敷地内に新たな
の拠点。を 4 つの柱として設定しています。道路利用
保健センターを建設しています。新保健センターの主 者へのサービス向上と地域の活性化に貢献すると共
な特徴としましては、①．健康づくり事業推進の拠点 に災害時の防災機能を備える等、多面的要素を持つ道
施設。②．災害時等の健康危機に対応する拠点施設。 の駅整備に向けて今後も取り組んでまいります。なお
③．地域保健の充実を図る施設。④．利便性･機能性･ 候補地としましては事業効果や事業費用の観点から
環境に配慮した施設。となります。健診スペースや相 比較･評価をし「増林地区」としています。
談室をより使いやすく充実させ、また近い将来 発生 7．
「魅力発信事業」／今後さらなる高齢化及び人口減
が予測される大規模災害や新型インフルエンザ等健
少社会の到来が予想される中、地域経済の縮小や地域
康危機の発生時に医療関係団体と連携し、医療救護活 活力の低下が懸念されている所です。
「こしがや」の
動の拠点施設として対応できる施設とします。更には 持つ多彩な魅力を活かして都市イメージを発掘･編集
超高齢社会の進展に対応できるよう保健･医療･福祉
し、発信する事で総合的にまちの価値を高め、交流人
の連携強化を図り、地域保健の更なる拡充を目指しま ロの拡大や定住人ロの誘引、地域の活性化を目指しま
す。整備計画としましては基本設計･実施設計等は既 す。魅力発信事業の 1 つとして「こしがや愛されグル
に終了しており、今年度･来年度で建設工事･外構工事 メ発信事業」があります。これは民間事業者と連携し
を行い、再来年 2020 年 4 月に新たな保健センターと 地域一体となった「食」のブランドブロモーションを
しての供用開始を予定しています。
展開するものです。
「食」は幅広い層の方が興味や関
5．
「流通・工業系土地利用事業」／企業立地の促進や 心を持つ地域資源であり「手土産」として活用頂く事
住工混在の解消、雇用機会の拡大を図ると共に地域産 で、市内外の方に越谷市の魅力を PR する事ができ、
業の育成や地域経済の活性化を促進するため、
「東京 また「飲食店メニュー」を PR する事による市外から
に近い」
「交通利便性が高い」「豊富な労働力がある」 の誘客を期待しています。昨年度第 1 期「こしがや愛
等の越谷市の特性を活かした新たな産業団地整備の
されグルメ」の募集を行い、手みやげ品 30 グルメ、
実現に向けて取り組んでいます。安心して操業を継続 飲食店メニュー20 グルメを認証しました。認証した
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グルメの魅力を SNS 等の各種媒体を活用して現在は
市内外に発信しています。魅力発信事業のもう 1 つと
して「都市イメージ向上事業」があります。この事業
は多彩な魅力を活かして都市イメージを発掘･編集･
発信し、市の知名度、イメージの向上、交流人口の増
加、定住人口の誘引、シビックプライドの醸成を図る
というものです。
「こしがや」ならではのライフスタ
イルをテーマに映像やパンフレットを作成･発信する
と共に首都圏において一体性･一貫性を持ったプロモ
ーションを展開しています。一つの例として越谷市の
代表的な地域資源である「大相模調節池 レイクタウ
ン」を活用し誇りと憧れにつながるイベントとして、
昨年 12 月 22 日に「コシガヤイルミレイク 2018」を
実施しました。当日は約 3 千人の来場者が幻想的な水
辺の景観を堪能していました。
「誇れるまち越谷へ」
をテーマにシビックプライドの醸成、まちのイメージ
向上等に取り組んでまいります。
8．「南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出事業」
／南越谷駅･新越谷駅周辺地域は越谷サンシティを核
として発展してきましたが、越谷サンシティ建設から
およそ 40 年が経過し、環境の変化や施設の老朽化も
あり、にぎわい創出の拠点としての魅力が低下してき
ている状況があります。そこで魅力あるまちづくりの
観点から越谷サンシティを含む周辺工リアの整備計
画の検討を進めています。この地域は東武スカイツリ
ーラインと JR 武蔵野線が交差する鉄道の結節点とい
う交通利便性の高い地域です。集客力に優れるポテン
シャルと地理的特性も活かし、多様な機能の集積によ
る新たなにぎわい拠点の創出と共に、周辺地域を含め
た魅力あるまちづくりを進めて交流人口の増加と地
域経済の更なる活性化を目指します。
以上、簡単でしたが越谷市における取組みについて
ご紹介させて頂きました。今後も市民の皆様が「住ん
で良かった」
、
「住み続けたい」と誇れるまち、また多
くの人々が「訪れたい」と思える魅力的なまちづくり
を進めてまいりますので、ご支援･ご協力の程宜しく
お願い致します。ご清聴ありがとうございました。
●質疑応答
Q1．平方地域を含む北部についてのお話が無かっ
たので、越谷北部に行われる予定の事業がありました
らお聞かせ願えればと思います。
A．現在 北部地域で動いている大きな事業としま
しては、平方公園がまず挙げられると思います。平方
公園も供用開始を目指して整備を進めています。また
時期は未定ですが、間久里分署の建て替えが 5 年 10
年先になるかもしれませんが挙げられます。大きな事
業として思いつくのはこれくらいかと思います。
Q2．ご説明にあった全ての事業を行う事でどのく
らいの予算を考えているのか、だいたいで良いので教
えて頂きたいです。

A．現在 越谷市役所の一般会計の予算の総額が約
1,000 億円。そのうち土木費の建設系予算が約 100 億
円。新しいものを造るだけでなく、道路や橋等の補修
をかけながら進めていきますので、大きな予算が割け
ない状況がございます。建設系のお話も随分とさせて
頂きましたが、直ぐにできるというものではなくて、
時間をかけて進めてまいります。総額という形になり
ますと何百億円という金額になると思います。工事が
始まっている庁舎や保健センターの契約額というの
は公表されています。この先、流通工業系土地利用事
業という事で産業団地を造ろうと埼玉県の企業局と
一緒に動いています。埼玉県の企業局が主体で越谷市
と一緒に行なっているという形になります。この話が
まとまれば雇用も増えますし固定資産税が極端に増
える事を期待をしています。
Q3．保健センターが市立病院の隣に移るという計
画ですけれども、今ある保健センターの跡地利用の計
画はあるのでしょうか。
（石河氏）
A．現在の保健センターは鷺髙土地区画整理地内に
あり現在も使われています。今の保健センターの機能
にプラス α の機能を加えて引越をしますので、現在の
保健センターは空くという事になります。あのエリア
は 13 地区で言いますと大沢地区に入っています。大
沢地区では地区センター公民館と第一･第二体育館の
建設が相当昔から議論されてきました。大沢地区の
方々から保健センターの跡地を地区センターに良い
のではないかとご提案を頂いています。その提案が可
能かどうか検討を含めて今後動き出すというふうに
考えています。
◆ ビジター･ゲスト紹介
越谷市役所市長公室政策担当部長 髙橋成人様･
政策課技師 平井晶子様、交換留学生 ロマン君
◆ スマイル報告(敬称略)
＊①越谷市役所 髙橋成人様･平井晶子様、お忙しい中
卓話ありがとうございました。これからもご指導の程
宜しくお願い申し上げます。②吉村総一会員ポールハ
リスフェローご協力ありがとうございました。③清水
団長始め国際奉仕事業にご参加の皆様ご活躍を心よ
りご期待申し上げます。/平田徳久会長
＊①越谷市役所 髙橋成人様･平井晶子様、本日はお忙
しい中卓話ありがとうございました。髙橋様 同級生
の井谷さんの前での卓話やりづらくなかったです
か？井谷さんバシバシ写真を取っていました。②国際
奉仕事業へ行かれる皆様お気を付けて行ってきて下
さい。SNS 投稿には色々な意味でお気を付けて下さ
い。③先日 開催させて頂いた越谷法人会青年部主催
の公開講演会へ当クラブより多数の皆様のご参加を
頂きありがとうございました。/若海宗承幹事
＊越谷市役所 髙橋政策担当部長 卓話ありがとうご
ざいました。/井橋吉一
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＊前回 欠席、本日 早退にて失礼致します。/新井 進
＊越谷市役所 政策担当部長 髙橋様･技師 平井様、本
日は卓話ありがとうございました。/澤田裕二
＊越谷市役所 政策担当部長 髙橋様･技師 平井様、今
日は卓話ありがとうございました。/坂巻邦夫
＊越谷市役所 政策担当部長 髙橋様･技師 平井様、貴
重なお話ありがとうございました。/森 仁三
＊越谷市役所 髙橋様･平井様 卓話ありがとうござい
ました。/川口一海
＊越谷市役所 政策担当部長 髙橋様･技師 平井様、本
日はお忙しい中卓話ありがとうございました。/増元
晃
＊①澤田さん 先日は「白州」ご馳走さまでした。若
海幹事に会ってしまったからしょうが無いですよ
ね！②今年のバレンタインチョコは 1 個当たり 2 時間
2 万円で 4 個でした…。年々 取得単価が上がってい
ます。/木村淳一
＊越谷市役所 髙橋様･平井様、卓話ありがとうござい
ました。私は南国の顔をしていますが生まれも育ちも
増森出身です。道の駅ができることをとても楽しみに
しています。/中島雅樹
本日 16 件 16,000 円
累計 1,428,500 円

R 財団 PHF 吉村総一会員

◆ 出席報告
本日出席率 60.23 ％
会員数 94 名
出席者数 53 名
出席免除者数 19 名

越谷市役所政策担当部長
髙橋成人様
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