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郵便区内特別

埼玉県議会議員 山本まさの

高橋市長を先頭に、知事を訪問
5月1日に、高橋努市長・高橋成
人市長公室政策担当部長・長柄

置について意見交換を行
いました。

幸聖市民協働部長と共に、越谷市

レイクタウン駅前交番に

選出の県議4人が揃って、上田知

ついては、大相模交番が

事を訪問しました。

レイクタウン駅前に移転す

年度当初のご挨拶ということで、

るということから、大 相模

越谷市に関わる事業の県支援への

交番の地元の方々から治

感謝と、今年度予算化された
「越

安維持に関して心配の声が上がっ

谷レイクタウン駅前交番（仮称）」の設

ています。

上田知事との面談後、埼玉県警
察本部に対し高橋市長を筆頭に、
「移転後の対応にご尽力いただきた
い」
との強い要望を申し入れしました。
埼玉県警察本部は、
「大相模交
番移設後も大成町地域については、
住民の方々の要望や意見を吸い上
げて対応していく」
とのことでした。
県 議の立 場から今 後も地 元の
方々の要望を伝えてまいります。
埼玉県議会議

山本まさの

愛媛県議 福田つよしさんも感心した、越谷の取り組み
その際に障害福祉課で紹介

理 解され にくい

県議の福田つよしさんが視察の

された
「障がい者災害時支援バ

障がい者が着用

ため越谷市を訪問され、ご案内

ンダナ」
は、とてもよい取り組み

することで、支援

させていただきました。

だと思いました。

を受けやすくする

5月に私の郷里・愛媛県から、

青地の大きなバンダナの四
隅に、
「目が不自由です」
「耳が

ものです。
けがをしたとき

きこえません」
「身体が不自由で

の止血などの活用もでき、とて

す」
「避難に支援が必要です」
の

も有用です。福田議員も越谷市

メッセージが入っていて、災害

の障がい者福祉に、強い関心を

時に、支援が必要であることが

示していました。

6月定例会と視察報告ほか

埼玉県議会
6月定例会

新教育長、80日不在の後に決定！

6月 定 例 会 が、6月19日
（月）

ずれも増加傾向であることから

小松弥生氏

から7月7日
（金）
まで開催され、 「虐待を絶対に許さない」
という

を 充 てる人

埼玉県虐待禁止条例の制定や

強い姿勢を県が率先して示すも

事案」
につい

補正予算、現行の条例の一部改

のであり、虐待全般を網羅的に

ては 継 続 審

正などをはじめ、さまざまな議

一本化して条例を制定するの

査となって

案が審議されました。

は、都道府県で初めてです。

いましたが、

虐待禁止条例については、現

また、2月定例会に提出され

6月定例会初日に議案が同意さ

在、県内の児童・高齢者および

た、
「関根郁夫教育長の後任に

れ、小松弥生氏が教育長に任命

障がい者に対する虐待件数がい

元文部科学省研究振興局長の

されました
（6月19日付）
。

越谷で 「川の国 埼玉
水辺空間のための新プロジェクト

はつらつプロジェクト」が 始動！

進するため、市町村の地域振興の

推進にあたり、まず、意見交換

埼玉県では、誰もが川に愛着を

取り組みと連携した水辺空間の整

の場として
「元荒川・新方川利活

持ち、ふるさとを実感できる
「川の

備・拡充を行う「川の国 埼玉 は

用推進会議」が設置され、
「現状の

国埼玉」
を目指し、
「川の再生」
に

つらつプロジェクト」を実 施すると

課題」や「今後の目標」が話し合わ

取り組んでいます。

し、参加市町村を募集しました。

れました。

平 成20年 度 か ら
「水 辺 再 生

私は昨年、
「県土都市整備委員

その結果、元荒川に関する「ま

100プラン」
、平成24年度から
「川

会」
に所属しており、越谷市がこ

ちづくりの目標」として、以下のこ

のまるごと再生プロジェクト」
を市

の件を前向きに検討するよう、力

とが掲げられました（新方川に関し

町村と協働で取り組んできまし

を入れて動きました。

ても別の目標が掲げられています）
。

た。その結果、地域で川を守る活
動が広がり、再生した水辺空間が
地域の共有資産として地域活動
などに利活用されてきています。
そこで、こうした広がりを一層推

元荒川沿いの遊歩道を整備し、
越谷市が応募、 実施へ
その後、越谷市がこれに応募。

下流のレイクタウンエリアから上
流の北部副次核エリアまでつなぐ

県の事業として予算も付き、プロ

ことで、 越谷市の自然や歴史を感

ジェクトが始動しています。

じながら各エリア間を移動できる
ようにする。
そして、 市民や観光客の回遊
性を高め、 商業と観光の発展を
促進する。
越谷が、 より魅力的なまちに
今後４年にわたり、６回の本会
議と12回の箇所別会議が開催さ
れ、具体的な方法が検討されてい
きます。その結果、越谷の水辺空
間がどれほど魅力的に変わるか、
とても期待しています。
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地域活性化やスポーツ振興などについて視察
下記の2つの委員会の視察から、抜粋して簡単にご報告します。

総務県民生活委員会

6/5～7

あいちコミュニティ財団

NPOやコミュニティ活動の推進に、

（愛知県名古屋市）

たいへん参考となりました。

この財団は、NPO等の経営基

ニングキャンプを実施しました。

盤を強化し安心できる地域の未来

三重交通G スポーツの杜 鈴鹿

を創造するため、さまざまな事業を

（三重県鈴鹿市）
ここは三重県のスポーツの普及・

展開しています。
資金調達プログラム
「ミエルカ」

振興と競技力向上の拠点として位

では、同財団が地域課題の
「見え

置づけられた県営のスポーツ施設

る化」
を支援し、その認知度を高め

です。プールやテニスコート、サッ

た上で寄付を募集することにより、

カー、ラグビー場、体育館などを備

NPO等の
“志金”
調達をサポートし

え、様々な大会の開催や合宿を含

ているほか、NPO等が継続して寄

む多様な利用形態が可能です。

付を集める仕組みを作るための支
援も行っています。
なNPO等に資金を助成するなど、

ムがオリンピックに向けた事前トレー

人材育成・文化・スポーツ振興特別委員会 7/24～26
（サッカー・野球・バスケ）
のホーム
全市町村がプロチームの株主と

行政機関など幅広い主体の参画を

なった県ぐるみの応援は全国でもこ

得て、プロスポーツの地域密着型

こだけだそうで、スポーツ振興施策

活動と地域活性化施策を推進して

の参考となりました。
ちなみに、このスタジアム名は、

このスタジアムは愛媛県内におけ
るプロスポー

契約＊によるものです。
＊ネーミング・ライツ契約……施設の名
称にスポンサー企業の社名やブランド名
を入れることで施設の建設・運用資金調
達をするという手法

以下の他に、松山城（歴史的資産の
保存と活用について）とアサヒビール
㈱四国工場（民間企業による地域文
化の発信について）を視察しました。

グラウンドでもあります。

愛 媛県では、県内各種団体や

います。

るのは、企業とのネーミング・ライツ

ルプールや飛込プールは国際大会も
可能で、昨年は競泳日本代表チー

（愛媛県松山市）

施設名に
「三重交通」
と入ってい

特に屋内水泳場（写真）の50メート

また、基金を複数管理し、適切

ニンジニアスタジアム

以下の他に、愛農学園農業高校（私
学の振興について）と愛知県陶磁美
術館（地域の文化芸術拠点の充実に
ついて）を視察しました。

は、技術者の育成について視察し
ました。
工場を見学しましたが、ほとんど
の工場見学の場合は企業秘密など
を理由に見学不可な場所があるの

企業とのネーミング・ライツ契約＊に

に対し、こちらでは
「よいものを届け

よるものです。

たいという思いで、隅々まで見せる」
という姿勢が印象的でした。

ツの中 核 的

伯方の塩（株）大三島工場

施 設 で、県

（愛媛県今治市）

内に３つある
プロチーム

えひめ国体に向け改修
中のスタジアムと、地
下に作られた室内走路

全 廃していた伝統的製塩設備
「流下式塩田」
を平成２２年に復活

昭和46年に成立した
「塩業近代

させ、その技

化臨時措置法」
により、塩化ナトリ

術を伝承する

ウム99％以上の過精製塩しか製造

ために、人 材

できなくなった時、自然塩の存続運

育成に取り組

動から生まれた
「伯方の塩」
。ここで

んでいます。

復活された「流下式塩田」
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その他の活動報告
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独居のALS患者でも、安心できる24時間在宅を！
難病であるALS患者（筋萎縮

医療の分野では最新機器が

とした制度になっていないかと

性 側索 硬 化症）
の方から、
「24

導入されるなど、めざましい進

いう問題提起がされています。

時間在宅で、安心して過ごした

歩が見られますが、このような

い」
との相談がありました。

変化に制度が追いついていな

独居での24時間在宅を望む方

いのが現状です。

のお力になれればと、さまざま

早速お話を伺うと、さまざま
な問題点がわかりました。
平成24年の法改正で、医療
行為の一部である痰の吸引と経

今回、相談された方に限らず、

先の法改正以降、何の検証

な勉強や働きかけをしてきまし

も検討もされずに今日に至り、

た。今後も引き続き、行動して

このままでよいのか、旧態依然

いきたいと思います。

管栄養についてはヘルパーが行
えるようになったものの、それ

ジョイント
集会

以外の医療行為は原則、医師や
看護師でなければできません。
そのような現 状では、24時

山川ゆりこ県議とともに、

県政報告会を行いました ！

間、安心して自宅で過ごすこと
はできないのです。

3月29日（水）夕方より、桜井交流館
にて県政報告会を行い、約100人に
ご来場いただきました。
４期目である山川ゆりこ県議からは、
政務調査費全面公開に至った経緯
などもお話しいただきました。

今回のご相談者のご自宅を訪問

県 政を
もっと身近に ！

2月定例会報告会を行いました
5名以上のご参加で
ミニ県政報告会
を随時行います。
連絡は、山本事務所へ

FAX で お願いします
048-962-8121

山本 まさの

埼玉県議会議員
総務県民生活委員会／人材育成・文化・スポーツ振興特別委員会

