H ２４年１０月・１１月

鴻巣市の安心・安全を確かなものに！！

報告します。

教育

通信３９号でスズメバチとアシナガバチの駆除に市から
補助金がでます。とお知らせしましたところ、８月現在で、
７０件の申請がありました。多かったですね。気を付けて下さい。

本気で鴻巣を考えています！！

少子･高齢社会の「今」
政治に「女性」が必要です。

鴻巣市で始めての婚活「こうのす花コンバスツアー」が開催されました。

発行／京子フォーラム

（次回は年齢、人数フリーの婚活をお願いしました。）
若手職員が企画して、今回は商・工・農業の後継者のお嫁さん選びでした。
男性１３名、女性１３名の２６名が参加し、市内観光をし、川幅うどんを食べたりし
ました。結果は、３組のカップルが誕生しました！うまくゴールインしてほしいですね。

市民相談事務所：鴻巣市鴻巣 1066-1

おだきょんに対する要望（vol.30）一人で悩まずに相談に来て下さい。随時無料
＜市民さん＞
＜市民さん＞
・遊歩道にある東屋の柱が
・川里ふるさと館にある、フラワー号の
折れている。屋根が倒れて
バス停には、待っている人のために、
くると危ないので補修を
日よけがない。近くに東屋があるが、
してほしい。
植木があって、人が一人やっと通れる
＜おだきょん＞
ほどの道しかない。ベビーカーを押し
・担当課に頼みました。
ているお母さん方が大変なので、植木を
補修しますという事です。
切って道を広くしてほしい。
＜市民さん＞
＜おだきょん＞
・ 道路に穴があいていて車が
・担当してくれる所は、ふるさと館の中の
通るのに危ない。簡易舗装
教育支援センターでした。センター長さ
はできないか。
んの計らいで、道が広くなりました。
＜おだきょん＞
今年の夏は暑かったので、市民の方が
・ 現在、簡易舗装は出来ない
日よけがある場所でバスを待つことが
為、砂利を敷き直すそうです。
できます。職員さん方ありがとうございます！
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小中学校と公立保育所の給食の放射性物質測定検査について
本年４月から、毎月熊谷市港南行政センターに設置されている
放射能測定装置を使用して継続検査を実施しています。４月から７月までの１学期中
は、全て不検出でした。９月からの２学期も毎月継続した検査を実施します。
通学路の検査も行い不検出でした。
※ 匿名で要望を頂いた方へ。どちら側に 1 メートル移動するのかお知らせ下さい。
（連絡をお待ちしています。）植木の剪定は、市に行政指導を頼みました。

編集／織田京子
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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
座右の銘：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

市民の皆様、お元気でしたか？
少しのストレスや悩みは、人を緊張させますが、その緊張感が元気に
つながります。精神的に元気になれば、体も元気でいられますよ。

映画館のお知らせに 変更 があり
ました。９月議会で説明されました。

始めは、9 スクリーンのうち、６スクリーンを市が買い取るという報告で
したが、市で映画館が運営できる事がわかり、９スクリーン全てを市で買い取ります。
７スクリーンを映画専門に、２スクリーンを市民ホールにするそうです。
３階部分が、
（仮称）市民サポートセンターとなり、ハローワークとパスポートセン
ターが入ります。映画館は４階で、映写室が５階なのですが、視察に行きました所、
５階の映写室は、地震の影響はありませんでした。４階の映画館は、大きいホールのみ
天井の一部分の損壊にとどまっていました。平成２５年７月オープン予定です。
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—

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
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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！

●１０月１日「市民の日」に記念式典が行われました。
市民文化センターで行われました。原付バイクの鴻巣オリジナルナンバーが公表さ
れました。ひなちゃんやポピー畑や荒川等がデザインされたかわいいものです。
２５年４月から交換できます。
また５人の議員が「地方自治功労賞」をいただきましたが、私もその一人に選んで
頂きました。これも市民の皆様のおかげです！今まで育てていただきありがとうござ
います！これからも宜しくお願いします。その他にも多くの個人や団体の方が賞を授
与されました。おめでとうございます。

●これから取組まなければならないこと。

８月３１日～９月２４日の２５日間、９月定例議会が行われました。
今年の夏の暑さに、私もポスティングメンバーも配る事を断念。
6 月議会報告を、少しだけ一緒に載せたいと思います。

＜6 月の一般質問で、ポリオワクチンについて聞きました。＞
平成 24 年 9 月から、ポリオワクチンが、生ワクチンをやめて、不活化ワクチンが
導入されますが、本市の補助金導入について聞きました。
本市では、ポリオの不活化ワクチンは定期予防接種になるので無料
でうけられます。
（※生ワクチンは、熱処理をしていないため、まれに高熱や手足の麻痺等の症状がでるお子さんが
いて問題になっていました。不活化ワクチンは熱処理しているので心配がなく、厚生労働省の
判断で変更になったものです。）

＊敬老会おめでとうございます！！
精神疾患（うつ病）の方から、お手紙でご相談をうけました。
精神障害者手帳を持っていても「重度心身障害者医療費助成」の対象にならないので、
医療費の 1 割負担をしている。度重なる受診では、1 割といえど家計を圧迫するとい
うものでした。
調べた所、愛知県の長久手・半田・江南市では、医療費自己負担分を、所得制限な
しで市が助成しています。埼玉県では、助成している市は 1 つもありませんでした。
鴻巣市に質問しましたが、やはり助成しないという答が返ってきました。理由は、
「所
得（非課税で 80 万円以下）や年齢によって助成しているから。」ということでした。
そういう助成の対象にならない方は、年齢が若くて、そこそこの所得のある方です
が、うつ病を持っておられる方は、仕事も長時間できませんし、毎日同じ様に働けま
せん。当然 1 割の医療費が家計を圧迫する事になります。
これは、今後の課題として取組んで参ります。次回は防災について報告します。

● 「地籍調査」を、行わない問題点とは。
これも市民の方からお手紙でご依頼がありました。
鴻巣市は平成 12 年以降、地籍調査が休止しています。費用は市の負担は費用の 4 分
の 1 ですむのになぜか。調査をしておけば、①公平な固定資産税の課税ができる
②地震や台風などの災害で地形が変わってしまった時に早期の災害復旧に役立つ
と、お手紙にありました。情報開示のご請求もありました。匿名のためにお返事でき
ません。連絡先を教えることに問題があれば、今回の通信 40 号には、調査の時間の
ため、間に合いませんので、次回 41 号でお知らせしますね。

まだまだ暑くても、朝晩は涼しくなりました。敬老会もあちこちの自治会で行われています。
今年は 100 歳以上の方が 45 人います。内訳は男性 7 名・女性 38 名です。やはり女性は強い。
男性も頑張ってください。
「60、70 歳ははなたれ小僧、男盛り女盛りは 100 歳から」
・・・私
の好きな言葉です。
どうか、いつまでもお元気で長生きして若者にはっぱをかけて下さいね！

＜9 月議会での一般質問＞本市の小中学校のいじめについて質問しました。
おだきょんの質問「大津のいじめや、いじめによる自殺が増えている。鴻巣市の小
中学校の「いじめ」の現状について質問します。
１、いじめの状況は
２、その対策は
３、ネットによるいじめの対策は 」
教育委員会の答え「現在の状況は、いじめと認識されているものが、小学校で 2 件、
中学校で 2 件の 4 件です。
「いじめは絶対に許されない行為」と
認識し対応した結果、小学校で 1 件、中学校で 1 件解決しまし
た。ネットのいじめは、行田にある県立総合教育センター内で、
ネットパトロールをし、本校の生徒のいじめの書き込みがあれ
ば、連絡が来ますのでその都度、対処しています。」
※ 実はまだまだ、見えない「いじめ」がある様な気がします。いつでも私のところに相談に来て下さい。
「いじめ」は、絶対にゆるされません。「いじめ」根絶をめざします。
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ました。９月議会で説明されました。

始めは、9 スクリーンのうち、６スクリーンを市が買い取るという報告で
したが、市で映画館が運営できる事がわかり、９スクリーン全てを市で買い取ります。
７スクリーンを映画専門に、２スクリーンを市民ホールにするそうです。
３階部分が、
（仮称）市民サポートセンターとなり、ハローワークとパスポートセン
ターが入ります。映画館は４階で、映写室が５階なのですが、視察に行きました所、
５階の映写室は、地震の影響はありませんでした。４階の映画館は、大きいホールのみ
天井の一部分の損壊にとどまっていました。平成２５年７月オープン予定です。
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。

