
１・土 防災の日　小江戸川越七福神巡りの日　お焚きあげ（新宿町１丁目・雀ノ森氷川神社）
２・日 休日当番医＝島田整形外科（整外）中原町２丁目１ー４・℡222ー3576
３・月 市立学校始業式　市議会定例会開会（予定） 議場コンサート（予定）
４・火
５・水
６・木
７・金
８・土 白露　呑龍デー

９・日
救急の日　救急医療週間（～15）
休日当番医＝永田整形外科（整外・理）通町20ー４・℡225ー8100

10・月 下水道の日　広報川越発行日
11・火 警察相談の日
12・水 水路記念日
13・木
14・金
15・土 老人の日　老人週間（～21）

16・日
家庭の日　ほろ祭（古谷本郷・古尾谷八幡神社）
休日当番医＝川越同仁会病院（精）新宿町４丁目７－５・℡242ー0967

17・月
敬老の日　祝日収集＝可燃ごみ（月・木コース）・その他プラスチック製容器包装（月コース）
休日当番医＝埼玉病院（内・呼・胃・循・放）西小仙波町１丁目８－３・℡224ー5911

18・火
19・水
20・木 空の日　動物愛護週間（～26） 空の旬間（～30）
21・金 青少年を育てる日　秋の全国交通安全運動（～30）
22・土

23・日
秋分の日
休日当番医＝岸病院（精）上戸101・℡231ー1564
振替休日　結核予防週間（～30） 環境衛生週間（～10／１）

24・月 祝日収集＝可燃ごみ（月・木コース）・その他プラスチック製容器包装（月コース）
休日当番医＝帯津三敬病院（内・外）並木西町１－４・℡235ー1981

25・火 広報川越発行日
26・水
27・木
28・金 成田山のみの市
29・土

30・日
秋の収穫祭（農業ふれあいセンター）
休日当番医＝わたり眼科（眼）藤間164ー１・℡240ー5088

■主な月間　発達障害福祉月間　がん征圧月間　健康増進普及月間　オゾン層保護対策推進月間　自賠責制度ＰＲ月間
■市税納期　国民健康保険税（第３期）
＊市議会定例会の詳しい日程などについては、議会事務局・℡内線3621にお尋ねください。
休日の診療機関
内科・小児科＝市立診療所（小

こ

仙
せん

波
ば

町
まち

２丁目45－５・℡223－0601） 受付時間…午前９時～11時・午後１時～３時・
午後８時～10時30分
＊小児科の診療（急患のみ）は、月～金曜日の午後８時～10時にも行っています。
休日当番医＝変更になる場合があります。受診の際は、当日の休日当番医にご確認ください。 受付時間…午前９時～午後４時
歯科（急患のみ）＝予防歯科センター（三

さん

久
く

保
ぼ

町
ちょう

18－３・℡224－3891） 受付時間…午前９時～11時30分
市税の収納窓口の延長（９月25日惜～28日昔）
午後７時まで収税課・国民健康保険課（本庁舎２階）の窓口を延長します。市税の納付や納税相談などに、ご利用ください。
問い合わせ…収税課滞納整理担当・℡内線2384$国民健康保険課国保収納担当・℡内線3826

９月（主な行事と休日当番医のお知らせ） MEMO
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平成18年度に市が実施した広聴活

動には、市政懇談会、市民目安箱、イ

ンターネット・専用ファクスを用いた

もののほか、市民意識調査、陳情・要

望（市議会で扱う請願・陳情以外）、

「施設めぐり」や庁舎見学の際に行わ

れるものなどがあります。これらを有

効に活用し、市民の皆さんの意見・提

案などを市政に反映しています。

集計の状況
市政懇談会
各種団体を対象に22回開かれ、延

べ257人が参加しました。その結果、

174件の意見を頂きました。

提案を分野別に見ると「福祉」に関

するものが35件、次いで「道路・交

通」32件、「環境・衛生」18件、「教

育・文化」14件となっています。

市民目安箱（郵便・ファクス・「市政
への提案」メールを含む）
出張所や公民館、図書館など、市内

26か所に設置されている市民目安箱

に投かんされた意見・提案や、郵便・

専用ファクス・インターネットで送ら

れた意見・提案は、舟橋市長がすべて

拝見しています。同年度の投かん件数

は788件でした。

分野別では、上位から順に「道路・

交通」が189件、「施設運営」が105

件、「環境・衛生」が76件となってい

ます。

提案内容を紹介
市政懇談会・市民目安箱で頂いた提

案の一部を紹介します。

懇…市政懇談会
目…市民目安箱
●教育・文化
懇・校舎からアスベストの除去を

目・中学校の通学区域の自由化を

目・南大塚駅周辺に児童館・図書館の

設置を

●健康・医療
目・健康診査の回数増を

目・こども医療費支給対象年齢の引き

上げを

●福祉
懇・障害者自立支援法について

懇・幼稚園の就園奨励金の拡充を

目・一時保育実施保育園の拡大を

目・児童センターの増設を

分野 市政懇談会 市民目安箱 計
１ 教育・文化 14 43 57
２ 健康・医療 1 26 27
３ 福祉 35 56 91
４ 道路・交通 32 189 221
５ 環境・衛生 18 76 94
６ 公園 5 44 49
７ 土地・住宅 9 21 30
８ 施設運営 11 105 116
９ 市職員 2 51 53
10 災害 9 5 14
11 税金 5 20 25
12 都市計画 13 14 27
13 観光 0 30 30
14 議会・選挙 0 5 5
15 その他 49 235 284
合計 203 920 1,123

●道路・交通
懇・霞ケ関駅西側踏切の拡張を

懇・通学路の拡張を

目・下水道・歩道・公園などの整備を

目・新河岸駅東口の開設を

●環境・衛生
懇・すべての下水処理を高度処理に替

え、河川浄化を

懇・農業集落排水事業の推進を

目・不法投棄禁止を知らせる看板の設

置を

目・紙ごみ・プラスチックごみの収集

回収増を

●公園
懇・公園の夜間見回りについて警察に

要請を

目・富士見櫓
やぐら

の再建を

目・フットサル場の設置を

目・川越駅西口に公園の設置を

●土地・住宅
懇・優良農地保全のための施策を

目・月吉町市営住宅の跡地利用につい

て

●施設運営
懇・川越福祉センターの使用について

目・公共施設の予約をインターネット

でできるように

目・新しい野球場の設置を

●その他
懇・工業団地に関する施策について

懇・屋外広告物条例について

目・時の鐘をライトアップしては

目・建築物の高さ制限を

提案は生かされています
市政懇談会・市民目安箱に寄せられ

た意見・提案で実施したうち主なもの

は、次のとおりです。

■４か月健診で配布されるブックスタ
ートの本の変更を＝毎年、絵本を変
更します

■路上喫煙防止条例を＝「川越市路上
喫煙の防止に関する条例」がことし

４月１日に施行されました

皆さんの提案をお待ちしています
市では、開かれた市政・対話の市政

を進めるために、今後も市政懇談会・

市民目安箱などの広聴活動を続けてい

きます。また、市ホームページ「市政

への提案」、市政への提案ファクス

（FAX222－5454）もご利用ください。

市民の皆さんから寄せられたご意

見・ご要望を、市政に反映するように

努めます。皆さんからの提案をお待ち

しています。

平成18年度 川越市の広聴活動 問い合わせ…広聴課広聴担当・℡内線2431

市政懇談会・市民目安箱
分野別意見件数集計表

＊１つの意見が複数の分野にまたがるこ
とがあるため、本文中の意見件数とは一
致しません。

①＝すでに実施・解決・改善している
②＝今後、実施・解決・改善の予定
③＝実施・解決・改善に向け、調査・
検討・努力する。またはしている

④＝他の機関へ要望・連絡する。また
はしている

⑤＝実施・解決・改善が不可能・困難・
不要なため、現状どおりとする

⑥＝その他

市政懇談会・市民目安箱意見検討結果

①13.3％①13.3％①13.3％

②10.8％②10.8％②10.8％

③34.0％③34.0％③34.0％

④14.3％④14.3％④14.3％

⑤10.8％⑤10.8％⑤10.8％

⑥16.8％⑥16.8％⑥16.8％

③30.3％③30.3％③30.3％

市政懇談会 市民目安箱
①4.9％

②7.9％②7.9％②7.9％

④3.8％
⑤12.6％⑤12.6％⑤12.6％

⑥40.5％⑥40.5％⑥40.5％


