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鴻巣市の安心・安全を確かなものに！！
＜新設＞

教育
本気で鴻巣を考えています！！

スズメバチの駆除に補助金がでます。

少子･高齢社会の「今」
政治に「女性」が必要です。

５月～１１月にかけて１３０件～１４０件の相談がありました。
駆除するのに業者に頼むと、１件数万円かかりますので、本年度から補助金がでるよう
になりました。今年度は、年１００万円の予算を組んでいます。
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● 去年、赤見台の住宅の庭にスズメバチが巣をつくりました。住んでいる方が市に相談し

市民相談事務所：鴻巣市鴻巣 1066-1

ましたが、個人の住宅なので自分で撤去してほしいと言われたそうです。私の所に相
えるとゾッとします。）本年度から補助金がでますので良かったと思います。

あらいぐまとハクビシンの駆除。

最近、畑を荒らす例が増えています。あらいぐまは、市の職員が罠

平成 19 年

などを仕掛けて駆除してくれます。ハクビシンは、免許を持っていな
いと駆除できないので、市に頼めば県に連絡をしてくれて駆除してくれます。
●

最近、私の事務所にも、この相談がふえました。さすがの私も、あらいぐまは退治で
きませんでした。（泣）一緒に担当課に相談に行きました。
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談に来ましたので、私はゴミの袋とはさみを持参して、巣を撤去して来ました。
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おだきょんに対する要望（vol.29）一人で悩まずに相談に来て下さい。随時無料
＜市民さん１＞

＜市民さん３＞

・ カーブミラーが一つ付いているが、

・小さい子どもと小学生の子どもを持つ親で

反対側が見えにくい。もう一つ

す。給食の食材の放射能の数値は測ってい

付けてほしい。また、道路の角の

るのですか。また、通学路の放射能の数値

カーブミラーの角度調整をお願

も測ってほしい。

いしたい。

＜おだきょん＞

＜おだきょん＞

・現在、県の食材を測る測定器が、熊谷に

・ 生活安全課に頼みました。付けて

設置されています。そこで測れますが、

くれるそうです。角度調整もして

鴻巣市は、１学期に１回のようです。通

くれました。

学路は、クラマ２という車で測りました。

＜市民さん２＞

両方とも、基準値以下でした。しかし測定

・ ○○教の建物の後ろの道路が暗くて

期間がもっと頻繁になる様要望します。

怖い。防犯灯の設置をお願いしたい。
＜おだきょん＞

＜葉書で相談をいただいた匿名さん＞

・ 生活安全課に頼みました。もう付い

・青空駐車、防犯に危ない。通行止めに。
＜おだきょん＞・調べました。その道ぞ

ています。安心して通って下さいね。

市民の皆様、お元気でしたか？
天候の不順が続いていますので、お体には充分に気を付けて下さいね。
最近、市民の方に良く聞かれる事を、お知らせします。

おだきょーん

映画館の跡はどうなるのー？
9 スクリーンのうち、6 スクリーンを市が買います。そこを
（仮称）市民サポートセンターにします。防音がしてあるので音をだすサークルには
良いようです。付帯施設として、パスポートセンターとハローワークが入る予定で
す。残りの 3 スクリーンを㈱エルミ鴻巣で買って、市民の皆さんの要望が多い
映画館を復活させる予定です。

鴻巣市は 10 億 800 万円で、㈱エルミ鴻巣は、

25 億 1,400 万円で買うんです。他のフロアも買っての金額。合計すると 35 億 2,200
万円。これが駅前再開発組合が解散できる金額なんですって。

いに駐車場のある家がある為出来ませんでした。
－４－

この通信は本人が作成し、
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本人とポスティングメンバーで配布しています。

—２—

－３－

市民の皆様にとって良い事は、「誰がやるのか」ではなく、
「何をやるのか」が大切です。私は、市の行政が市民の皆様にとって

おだきょんの一般質問 議会に届け・市民の声！！

良い事をすれば大いに賛成し協力していきます。しかし市民の皆様にとって
良くないことは与党でも反対します。

是々非々で皆様を守って参ります！

平成２４年度の鴻巣市の予算は、

今、市民の皆様に、たいへん関心のあ

３７４億円です。特別会計も入れると６４９億

ることは、救急病院と介護だと思い

１，２６６万円です。

ます。市長もご自分のマニフェストに総合

「小学校の給食
私が、平成 22 年から、

２月２３日～３月１６日の２３日間、３月定例議会が行われました。

今年から１０月１日が市民の日として制定される事が
報告されました。
＊

これは、平成 17 年 10 月 1 日に、鴻巣市・吹上町・川里町と合併した日です。

病院の建設を挙げておられましたし、何人

毎年 10 月 1 日は、フラワー号・公共施設が無料で使えます。

かの市会議員のリーフレットにも載って

また、給食の献立が１品増える事が議場で説明されました。チョッと楽しみですね。

は、自校式で」と訴えてきました。

いました。しかし、病院建設となると、議

鴻巣地区の小学校は、昔から自校式でした。自

員ではできません。市長にしかできないの

校式の良い点は、

です。だから、本当は「支援していく・提

を致しましたが、今回、18 歳未満の障がい児への対応として、「放課後児童デイサー

１、 リクエスト給食などに応じられ、食の楽

言する」と書くのが正しい。

ビス事業」というかたちで実現します。これは就学している児童の休日・放課後等の

しみを児童にあたえられる。
２、 地元の業者を使うことができる。
３、 今増えているアレルギー対策のための、
取り分け食や代替食に対応できる。
ところにあります。
しかし、合併して給食の統合の時点で（平成
22 年に）
、小学校の給食をセンター方式で行う
という案が行政からだされました。
私が試算したところ、センター方式にする

＊

平成 22 年 3 月の一般質問で「障がい児（中学生）の学童保育が必要」という質問

デイサービスで、対象者は 18 歳未満の特別支援教室に通う児童と普通教室に通う児
さて、この病院建設、私は、診療所や医
院を圧迫しないように、中核となる病院を

童です。場所は、馬室の「たんぽぽ翔裕園」が、他の場所に移転しますのでそれを再
利用する予定だそうです。送迎については未定です。

建て、電子カルテで診療所と医院を結び、

私が親御さんから頼まれたのが、平成 22 年でした。2 年以上経って実現する訳で

相互協力できる病院をと訴えてきました。

すが、お子さんは、もう中学３年生になっているのかなー。遅くなってすみません・・・。

私の相談事務所に以前から、そのスローガ
ンが貼ってあります。

驚くことに、3 月議会の他の議員の
一般質問の答弁の中で、この中核病院構想

＜平成２４年３月議会での一般質問＞

【質問１・・今年４月から中学校の保健体育で導入される武道の

と、土地・建物・調理器具・配送のトラック・

が、行政から示されました。今つくるなら、

運転手の人件費等、19 小学校分、20 億円近く

補助金の関係からこれしかないと思って

市の答え・・武道の授業は有段者や指導経験のある者が指導します。外部からも

かかる金額がでてきました。

（良
いた私の考えに、行政が同調しました。

しかし、行政が考え直し、自校式に決

専門職を導入します。受身の基本から段階をふんで教え、事故防止

かったと思います）しかし、駅ビルの保留

まり、議員として行政のチェック機能を果た

につなげます。礼儀作法を教えるのが目的です。

床取得に多額のお金が掛かる今、予算をど

せ、皆様の税金を守れた事をうれしく思いま

うしていくのかが問題です。

す。

＜現在、市で予定している事＞

＜小学校給食室整備事業＞
総事業費

5 億 8,725 万円

屈巣小・200 ㎡の給食室、工事 約 1 億 4,327 万円
共和小・200 ㎡の給食室、工事 約 1 億 3,733 万円

場所・・北鴻巣箕田地区
（圏央消防署のあたり）

に改修、工事費約 4,182 万円

【質問２・・コウノトリの飼育を鴻巣市で行う事についてすでに鴻巣市
桶川市・北本市・吉見町・川島町でコウノトリの飼育を
検討しているが、市の名前の由来の１つである鴻巣市が、1 番に名乗りをあ
げるべきだと思うが、市の考えは？
市の答え・・本市もそのように考えています。その為に、今回、調査費としまして、５

病院・・地域の中核となる医療施設

２２万５千円予算をとりました。コウノトリが生息できるような良い環境を

国の補助金の条件・・病室 200 床・

つくることが目的です。農家の方のご理解とご協力（減農薬）と、飼う場所

救急医療・小児救急・周産期医療

広田小・200 ㎡の給食室、工事 約 1 億 4,254 万円
赤見台第 1 小・・ウエット方式からドライ方式

必修化について安全に指導できるのか？

の設定が難しいところです。
【質問３・・野田市が今年の秋にゲージでコウノトリを飼う事が決まったが市の見解は？

やり方によっては、すべてクリアでき
るものです。市長には市民のために頑張っ
てほしいと思います。

市の答え・・野田市は、自然環境に恵まれています。本市の追い風になってくれればと
思っています。

—２—
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市議初当選 (1 期目)
平成 18 年
文教福祉常任委員会委員長（2 期目）

談に来ましたので、私はゴミの袋とはさみを持参して、巣を撤去して来ました。
（今考

＜知識＞

編集／織田京子

おだ京子
鴻巣市議会議員

無所属

市議会副議長（3 期目）

平成 21 年
議会運営委員会委員長
平成 22 年 5 月、3 期目で市長選出馬のため辞職
平成 23 年 4 月、市議選（4 期目）当選
平成 23 年 6 月、「子ども達を放射能汚染から守る会」発足
座右の名：継続は力なり／ 親学アドバイザー資格
自民党鴻巣支部・女性部長
日本舞踊・寿流師範

おだきょんに対する要望（vol.29）一人で悩まずに相談に来て下さい。随時無料
＜市民さん１＞

＜市民さん３＞

・ カーブミラーが一つ付いているが、

・小さい子どもと小学生の子どもを持つ親で

反対側が見えにくい。もう一つ

す。給食の食材の放射能の数値は測ってい

付けてほしい。また、道路の角の

るのですか。また、通学路の放射能の数値

カーブミラーの角度調整をお願

も測ってほしい。

いしたい。

＜おだきょん＞

＜おだきょん＞

・現在、県の食材を測る測定器が、熊谷に

・ 生活安全課に頼みました。付けて

設置されています。そこで測れますが、

くれるそうです。角度調整もして

鴻巣市は、１学期に１回のようです。通

くれました。

学路は、クラマ２という車で測りました。

＜市民さん２＞

両方とも、基準値以下でした。しかし測定

・ ○○教の建物の後ろの道路が暗くて

期間がもっと頻繁になる様要望します。

怖い。防犯灯の設置をお願いしたい。
＜おだきょん＞

＜葉書で相談をいただいた匿名さん＞

・ 生活安全課に頼みました。もう付い

・青空駐車、防犯に危ない。通行止めに。
＜おだきょん＞・調べました。その道ぞ

ています。安心して通って下さいね。

市民の皆様、お元気でしたか？
天候の不順が続いていますので、お体には充分に気を付けて下さいね。
最近、市民の方に良く聞かれる事を、お知らせします。

おだきょーん

映画館の跡はどうなるのー？
9 スクリーンのうち、6 スクリーンを市が買います。そこを
（仮称）市民サポートセンターにします。防音がしてあるので音をだすサークルには
良いようです。付帯施設として、パスポートセンターとハローワークが入る予定で
す。残りの 3 スクリーンを㈱エルミ鴻巣で買って、市民の皆さんの要望が多い
映画館を復活させる予定です。

鴻巣市は 10 億 800 万円で、㈱エルミ鴻巣は、

25 億 1,400 万円で買うんです。他のフロアも買っての金額。合計すると 35 億 2,200
万円。これが駅前再開発組合が解散できる金額なんですって。

いに駐車場のある家がある為出来ませんでした。
－４－

この通信は本人が作成し、
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本人とポスティングメンバーで配布しています。

