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学童祭りにて

ご挨拶
皆様方には、益々ご清
栄のこととお喜び申し上
げます。早いもので、私
の議員生活も 2 年が過ぎ
ようとしております。私
の市議会議員としての活
動に、温かいご支援と、ご理解を賜り、衷心
より感謝申し上げます。
国政において、昨年は参議院選挙で与野党
逆転となり、福田内閣が誕生するなど激動の
年でした。また全国各地域において、生活の
安全や、食品の安全に対する不安など、信頼
が大きく損なわれる事態となっています。

地域医療提供体制においても、小児医療・産
科医療・救急医療体制などにおいて、医療崩
壊ともいえる状況が表面化しました。
春日部市においても同様であり、市民の皆
様にとってもこの医療体制については、非常
に身近で関心の高い問題となっております。
私は、春日部市の医療体制を含め、安心・
安全にかかわる諸問題について、微力ではご
ざいますが、頑張って参ります。
これからもご指導、ご支援の程、宜しくお
願い申し上げます。
春日部市議会議員

滝澤

英明

9月
 特定健診・特定保健指導についてどう取り組むのか
 こども医療費の助成について
 西金野井第 2 土地区画整理事業の保留地公売について
12 月
 春日部市立病院の地方公営企業法の全部適用について
 重度心身障害者医療費助成事業について
市立病院について
国の医療制度をはじめとするさまざまな改革や自治体の財政悪化など、公立病院を取り巻く環境は大
変厳しい状況にあります。また、医師不足や看護師不足などを背景に、累積赤字が膨らみ続けている自
治体病院が多く、抜本的な経営改革が迫られております。
更に、総務省による「公立病院改革ガイドライン案」が、平成 19 年 11 月 12 日に公表されました。
その中で地域において真に必要な公立病院は、安定した経営の下で良質な医療を、継続して提供できな
ければならない、と示されております。その為には、経営形態の見直しも求められております。
この様な状況の中で、春日部市立病院では、平成 18 年度決算において累積欠損金が、約 41 億円と赤字
経営が続いております。一般会計からの補助金も多額になり、今の経営状態を早急に、また抜本的に改

革する必要性を強く感じております。
平成 19 年 6 月定例会の私の一般質問において、地方公営企業法の全部適用に向けて、「取り組むべき
事項の調査やタイムスケジュールの検討を行っている」との市長答弁を頂きました。
平成 19 年 12 月議会において、春日部市立病院の今の経営状況は最悪の状態であり、何の決定もされず、
このまま放置をすれば、平成 20 年度中には倒産状態になる可能性もあり、地方公営企業法の全部適用
実施の、早い決断が必要ではないかと強く要望いたしました。
市長答弁では、「全部適用の実施時期は平成 20 年 9 月をめどに実施していきたい」との方針を伺うこと
ができました。

重度心身障害者医療費助成事業について
平成 19 年 9 月定例議会において、こども医療費についても一般質問をいたしましたが、窓口払いなし
の制度が春日部市内の医療機関と一部の市外医療機関に限定されており、その他の市外医療機関で
の受診についても拡大ができないものかと、強く要望いたしました。

重度心身障害者医療費助成事業についても同様であり、市外の受診分についても拡大をしていただき
たいと、強く要望いたしました。
「実施にあたっては、高いハードルがあるものの最大限の努力をする、そして同時に県内の医療機関で
の窓口払いの廃止については、埼玉県が主体となり、国保連合会、支払基金に働きかけていただくよう、
市としても、機会をとらえて埼玉県に働きかけてまいります」との答弁をいただきました。

7 月・8 月

祭り

11 月 19 日

エジプト交流デー

各町内で行われた夏祭り、盆

（シャルキア民族舞踊団来日記念）

踊りなどに参加しました。

幸松小学校にてエジプトから来

猛暑の中、皆様お疲れ様でし

日したシャルキア民族舞踊団の

た。

踊り、大杉神社の春の祭礼の時に
行われている、不動院野の神楽を
観ることができました。

9 月 30 日

親子で稲作体験

子供たちは練習していた歌を披露し、踊りを興味

（南彩農業協同組合、春日部農作業受託組合など）

深く観ていました。心に残る良い思い出となった

春日部市立谷原中近

ことでしょう。

隣の水田で 5 月に親
子で田植えをしまし

11 月 11 日

学童祭り

た。9 月 30 日の稲刈

「春日部市放課後児童クラブ学童まつり」が大沼

り当日は、あいにくの

体育館でおこなわれました。子供達がいきいきと

雨でしたが、皆泥だら

参加している姿に、未来の明るい春日部市を見た

けになり鎌を使って

ような気がし嬉しく思いました。

の収穫を行いました。
収穫後埼玉県産のお

11 月 23 日

農業祭

米で作った美味しい

「農業の振興

おにぎりと、豚汁を頬

を図る」を目的

張りながら、楽しいひと時を過ごすことができま

として、大沼公

した。

園で行われま
した。市内の農

10 月７日

体育祭

家の方々が栽

春日部中学校校庭

培した作物が

で第 53 回粕壁地区

沢山並んでおりました。種類が大変多く、また見事

体育祭が行われま

な物ばかりで、消費者の一人として私も感謝すると

した。私も、昨年よ

ともに、農家の方々の日々のご苦労には頭の下がる

り大会の顧問とし

思いです。

て出席いたしてお
ります。又、本年は

12 月 2 日

緑町に在住のＮＨ

緑小学校の校庭で地区の役員、育成会、婦人会の方々

平井信行さんも地区対抗リレーに

の協力により出来立てのお餅、焼きそば、豚汁など

参加し、すばらしい成績を飾りました。また、お

の販売が行われました。大勢の子供たちが集まり楽

昼には婦人会の方々が作って下さったおにぎりを

しい 1 日を過ごしました。

Ｋ気象予報士

元新宿なかよし祭り

お腹一杯ご馳走になりました。

12 月 16 日
10 月 14 日

市民体育祭ラジオ体操の集い

（春日部市ラジオ体操連盟

会長

平野長男）

春日部市、春日部市教育委員会の主催で日曜日の
早朝、市役所正面玄関前広場で行われました。
日頃の運動不足を改めて痛感しました。

川久保・元新宿合同防災訓練

毎年恒例の消火訓練の他に、今年は新たに AED（自動
体外式除細動器）の指導もあり、冷たい北風の吹く
中参加者は皆、興味深く熱心に聴き入っていました。

休日当番薬局が春日部市役所ホームペ
ージ、広報かすかべにも掲載

危険箇所舗装工事
緑町 6 丁目 10 番の十字路は、以前から、自転車やバ

平成 19 年 3 月の議会で「休日当番薬局」をホームペ

イクの転倒など

ージに掲載すべきであると主張しお願いしました。

が多く、何とかし

このことは、春日部薬剤師会が、長年にわたり要望

なくてはと思っ

していたことでありましたが、ようやく本年 1 月市

ておりました。

のホームページに掲載され、さらに 2 月号の「広報

私有地のため市

かすかべ」にも掲載されています。
（最終ページ）

役所は対応して
おりませんでし

http://www.city.kasukabe.lg.jp/
（春日部市役所ホームページ 健康をクリック）

たが地権者の方
にご同意いただ

元新宿ふれあい広場

き、市の負担で、

元新宿に「ふれあい広場」がオープンして半年が過

舗装されていな

ぎました。多くの方々に使用されており、喜んでい

い部分を整備す

ただいております。更に、充実した整備を市に要望

ることが出来ま

しております。

した。

スーパー元気・さわやか集会
12 月 6 日、「心に思いやりを、言葉に温かさを」 をテー
マに緑小学校で行われました。緑小、武里小、正善
小、備後小、緑中、武里中が参加しました。作文発
表、演劇、グループディスカッションなどが行われ
ました。

緑中学区・少年を守る会
緑中ＰＴＡの会長、副会長さんと石川市長に「安全・安心街づくり」の要望をして参りました。
№

場

所

要 望 内 容

要

望

理

由

緑町 3 丁目方面からユリノキ新道に行き
１

緑町 4 丁目 12 番 16 号先の信号機

手 押し 信号 機を 普通信

来する車両、緑小学校方面からユリノキ新

号機に変更して欲しい

道に行き来する車両が増え、歩行者および
車両の危険が増えている。

２

緑町 6 丁目 10 番 5 号マルエツ店
先交差点

横断歩道の設置、もしく

ダイソー前の手押し信号機の横断歩道を

は 自転 車専 用通 路の設

斜め横断する人が多い。交通量も多いので

置

危険である。

ユリノキ通り線の 4 号国道から緑
３

町 4 丁目のローソン春日部 4 丁目

4 号国道からユリノキ橋交差点の間が長い
横断歩道の設置

店との間

ため道路を横切る人が非常に多く、特に子
供は危険である。
川久保自治会館からユリノキ通りまでの

４

川久保自治会館方面からユリノ

用水路に蓋掛けし、そこ

通りは、児童の登下校時も含めて大型トラ

キ道路に至る市道 5-188 号線

を歩道にして欲しい。

ック同士のすれ違いなどが多い。又、一部
水路に蓋が無いため大変危険である。

