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教育
本気で鴻巣を考えています！！

●市民税・県民税の申告及び確定申告について
・ ２月１２日（火）から３月１５日（金）までの２２日間、吹上公民館・クレア
こうのす・各地区公民館を会場にして、
「平成２４年分確定申告（還付申告）」
「平成２５年度市民税・県民税の申告」の受付が始まります。
今回から、市独自の申告受付支援システムを導入してパソコンによる受付を行
い、円滑な受付相談と待ち時間の短縮ができる様になりました。

少子･高齢社会の「今」
政治に「女性」が必要です。
発行／京子フォーラム

市民相談事務所：鴻巣市鴻巣 1066-1

● 聴覚障がい者等からの携帯電話緊急通報システム「Ｗｅｂ（ウエブ）
１１９」の開始について

● 三谷橋大間線が本年４月２日（火）に開通される予定です。

☆鴻巣駅東口、アネックスビル（図書館のあるビル）の３階と４階にできます☆
●ジョブサポートこうのす（ハローワークと障がい者就労支援センター）
が、本年１月７日（月）より始まりました。
＊営業時間：９時から１７時
定休日；土・日・祝日・年末年始
●パスポートセンターは、４月から。
●市民活動センターは、４月オープン予定（貸し会議室４部屋・活動室
２部屋・貸しロッカー等。料金は、公民館同等料金と文化センター同
等料金があります。誰でも使えます。）
●映画館は７ホール、７月からです。
おだきょんに対する要望（vol.31）一人で悩まずに相談に来てください。随時無料
個人情報に係るものや、個人的な相談事は載せていません。

＜市民さん＞白雲荘やコスモスの家、川里のふるさと館のお風呂の椅子は低くて立ったり座ったり
が不便。また、冬は髪を乾かして帰らないと風邪を引いてしまうが、ドライヤー用の
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・ 埼玉県央広域消防本部では、２月１日（金）から、聴覚に障害のある方などを
対象に、緊急や火災などの緊急時に、携帯電話から簡単な操作により緊急通報
ができるシステム「Ｗｅｂ１１９」が開始されます。本市では、このシステム
の登録受付を、１２月３日（月）から開始しています。
・ 鴻巣市の東と西を結ぶ道路、雷電町と栄町を結ぶ道路が、４月に完成します。
これで、鴻中陸橋の所の県道の渋滞が緩和されるといいですね。

編集／織田京子
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おだ京子
鴻巣市議会議員
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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
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皆様、お元気でしたか？
新しい年が始まりました。今年の冬は寒いので
風邪などひいていませんか？市民の皆様には健康に留意
され、いつまでもお元気でいてくださいね。
本年も宜しくお願い致します。
去年１２月の衆議院選挙では、自民党が大勝しました。強い日本を再生してくれる
事・教育を改正し、日本を愛する子どもが将来の日本を支えてくれるようになる事・震
災復興・社会保障に大いに期待しています。（私事ですが、教育関係のＮＰＯから依頼
を受け、２月に教育再生のパネラーとして都内で頑張ってきます。）

コンセントが１つしかない。増やしてもらえないか。
＜おだきょん＞担当課の職員さんが見に行ってくれました。椅子は高いものも置いてみて様子を見
るそうです。それぞれの施設は、そろそろ大規模改修をするのですが、外壁が先に
なるのでコンセントの工事まではできないようです。１つのコンセントに、三股の
プラグを付けましたので、当分これでお願いします。とのことでした。
－４－

私が通信をつくる時は、優しい気持ちでつくるようにしています。絵でも詩でも短歌
でも書でも料理でも、その時の気持ちが必ず現れます。
私はこの通信を読んで下さる方が、温かい気持ちになるように、皆様の物だけではな
い、心の幸せを願いながら、この通信をつくっています。
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

－３－

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！

●前回の通信４０号で取り上げました「地籍調査」結果をお知らせします。
・鴻巣市内で地籍調査が終わっている所は、合併前の川里町だけでした。
鴻巣地域と吹上地域は、やらないという事です。
理由としては、住宅が多すぎて、いくら補助金がでるといっても、
①莫大な金額になる。②何十年と時間がかかる。そのために、市では道路台帳でして
います。というお答えでした。しかし道路台帳は市の道路を調べるもので、民間の宅
地はなんら関係ないし、恩恵も受けないという事になります。
１２月に都市計画の会議がありました。そこでも、登記所にある公図と実際の土地
の面積の誤差のある土地がありました。地籍調査をしていれば、この様な事はおこら
ない訳で、本市でも再開について、考え初めてほしいものだと思いました。

＊＊＊＊＊ 鴻巣市の安心・安全を確かなものに！！＊＊＊＊＊
昨年、平成２４年を振り返ってみて、どれくらい鴻巣市の安全・安心に貢献できた
のか検証してみました。（防犯等・道路改修・カーブミラーの他に）

●滝馬室の通学路を一方通行にし、通学路の安全を確保。
この場所は、熱心に通学路の交通指導をしている女性から依頼を受けました。
橋本屋さんの横に立って何台の車が、朝の７時から８時まで通るのか数えまし
た。何と３０分で６０台も通ったのにはびっくり。しかも時間規制は、７時から
７時半は、難しいとの事。生活安全課の職員さんが、鴻巣警察に依頼してくださ
り、警察から県警までいき、半年がかりでやっと一方通行になりました。鴻巣警
察の生活安全課の責任者の方から「一方通行にしましたよ。」というお電話を頂
いた時はうれしくて涙がでました。
指導員の女性の方・市の担当職員さん・鴻巣警察の担当課さんのお陰で、子ども
の安全が守れました。心からお礼申し上げます。
● アスベストを使っている古い水道管を新しい管と交換している工事現場に、アス
（工事従事者と市民の健康守る。
）
ベスト（石綿管）の表示看板を設置してもらった事。
●本町、中山道から元の図書館通りに右折禁止の看板を設置していただいた事。
ここには、昔、洋菓子屋さんがあった時には付いていました。美容院に改築した
時に、撤去されたままになっていました。
「何人もの方が、知らずにまがって罰
金をとられて大変です。」と市民の方から連絡がありました。市から警察にお願
いした所、
「路面表示があるからつけません。
」との回答。路面は気付き難いもの
です。そこで、おだきょん強硬手段にでました。地元の自治会長さんのご協力も
（強硬手段についてはまた後で。）
いただき、看板がつきました。もう安心です。

平成２４年１２月４日～１２月２１日の１８日間、
１２月定例議会が行われました。今回は４つの質問を致しました。
１、地籍調査の再開はあるのか。
２、文書を電子化して保存するということだが、その内容について。
３、本市の指定避難所は小学校、補助避難所は中学校だが、避難した
高齢者の事を考えた時に、何基の様式トイレが整備されているのか。
４、緊急連絡網の携帯メール使用について。
聞きました。
１番の答え、２ページを参照して下さい。
２番の答え、電子化するのは永年文書です。長く残して置かなければならない文
書で、現在３００箱ほどあるそうです。かかる費用は 4,460 万円で
す。その他に条例や予算書で１年・３年・５年・１０年と保存年数
が分かれていますが、最高で取って置くのは１０年です。
文書が電子化されれば、昔の文書でもすぐに検索できますので、便利
になりますね。逆に永年文書以外は１０年経てば、文書は残っていな
い事になります。もめ事は１０年以内に解決した方がよさそうです。
３番の答え、現在、小学校１９校で様式トイレは合計２９６台。中学校８校で合計
１３７台で、小中学校全体の３割が洋式トイレです。本市の考え方と
しては、もしもの災害の時に避難所に洋式トイレを増やすのではなく、
災害時用の様式タイプの汲み取り式トイレで対応するようです。
１台で 5,500 回使用できるそうです。現在の備蓄数は、小学校、近隣
公園の防災倉庫等に 27 個備蓄されています。
4 番の答え、現在の若いママ達には、普通になった小学校の携帯メールでの連絡網
それだけ、生活形態が変わってきているのですね。確かに緊急の時に
は、早く対応できて便利です。不審者やいのししの出没、通学路の異
変、学校行事などなど。携帯をもたない家庭には、担任の先生が対応
しているとの事です。学校も情報化の時代になりました。
★新年のおすすめ絵本★
「みんな毎日何かしら
大人に読んでもらいたい絵本を紹介します。
頑張っています。でも頑張っても出来ないこともある。もう少し肩
の力を抜いていこうよ。」そんな内容の絵本です。
子育ても力をぬいてね！
「つりばしゆらゆら」（あかね書房）
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の登録受付を、１２月３日（月）から開始しています。
・ 鴻巣市の東と西を結ぶ道路、雷電町と栄町を結ぶ道路が、４月に完成します。
これで、鴻中陸橋の所の県道の渋滞が緩和されるといいですね。
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皆様、お元気でしたか？
新しい年が始まりました。今年の冬は寒いので
風邪などひいていませんか？市民の皆様には健康に留意
され、いつまでもお元気でいてくださいね。
本年も宜しくお願い致します。
去年１２月の衆議院選挙では、自民党が大勝しました。強い日本を再生してくれる
事・教育を改正し、日本を愛する子どもが将来の日本を支えてくれるようになる事・震
災復興・社会保障に大いに期待しています。（私事ですが、教育関係のＮＰＯから依頼
を受け、２月に教育再生のパネラーとして都内で頑張ってきます。）

コンセントが１つしかない。増やしてもらえないか。
＜おだきょん＞担当課の職員さんが見に行ってくれました。椅子は高いものも置いてみて様子を見
るそうです。それぞれの施設は、そろそろ大規模改修をするのですが、外壁が先に
なるのでコンセントの工事まではできないようです。１つのコンセントに、三股の
プラグを付けましたので、当分これでお願いします。とのことでした。
－４－

私が通信をつくる時は、優しい気持ちでつくるようにしています。絵でも詩でも短歌
でも書でも料理でも、その時の気持ちが必ず現れます。
私はこの通信を読んで下さる方が、温かい気持ちになるように、皆様の物だけではな
い、心の幸せを願いながら、この通信をつくっています。
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。

