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ご挨拶
皆様には日頃より大変お世話になっております。
早いもので、議員２期目も３年が過ぎ間もなく４年目を迎えます。これから
も、ご支援、ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
３月定例市議会も 3 月 14 日に無事終わりました。また、3 月 26 日の臨時
議会では、国の緊急経済対策に伴う補正予算に対応するため、平成 25 年度当
初予算から前倒しして実施する事業の増額を中心に補正が行われました。主
に、土木費、教育費（耐震補強）などです。
平成 25 年度一般会計予算は、市税収入が伸び悩む中、昨年 12 月に行われ
た衆議院議員総選挙の結果により、国政が大きく揺れ動き、本市の予算編成
大詰めの段階で、様々な情報が飛び交うなど、例年にはない苦労の中での予
算編成であったと認識しております。
今後も、厳しい環境下での市政運営が続くと思いますが、引き続き、市民生活をしっかり支えて
いくために、着実に推進していけるよう努力して参ります。

平成 25 年度当初予算（総合振興計画後期基本計画における重点プロジェクト）
保健・医療・福祉分野

生活・環境分野

こども医療費通院分の助成対象年齢を現行の入院と

地域防災計画に基づき、備蓄備品などを拡充するとと

同様に中学校終了まで引き上げます。

もに、防災行政無線のデジタル化を図るなど、災害に

こ ども 医療費 支給

Ｈ24 当初

419,297 千円

事業

Ｈ25 当初

715,589 千円

Ｈ25－Ｈ24

296,292 千円

対するしっかりとした取り組みがなされます。また、
ゴミ焼却施設において、焼却熱により発電された余剰
電力の買電をします。1 年半で設備投資額を回収でき
る見込みです。

民間の認可保育所が 2 施設開所されるなど、子育て家

リサイクル発電整備事業 39,312 千円

庭に対する支援の拡充が図られます。

年間売電予想額 1,500 万円

また、市立病院の実施設計等を進めることは、より安

発電による電気料削減額 1,100 万円

心・安全で良質な医療提供に向けた大きな一歩になる

喫煙マナー及び環境美化意識の向上が図られます。路

と考えます。

上等での喫煙を規制する取り組みが行われます。（路
上喫煙防止対策事業 7,312 千円）

介護支援ボランティアポイント事業
介護支援に関わるボランティア活動を行った高齢者

都市基盤分野

に対し、実績に応じて市内共通商品券と交換可能なポ

さらなる安全性を確保していくために、通学路を含む

イントを付与し、高齢者自身が社会参加や地域貢献を

生活道路の改修や橋りょう長寿命化修繕事業を推進

行うことで、介護予防の推進が図られます。

するとともに、都市基盤の充実に向けて、庄和インタ

（新規事業 1,169 千円）

ー周辺整備事業や武里内牧線整備事業等が着実に進
捗できる予算となっています。

教育・文化分野

を高めるものです。
（事業費：11,108 千円）

引き続き小中学校の耐震化を推進することは、児童・

春日部市の特性を生かした優れた食品を「かすかべフ

生徒の安全確保が図られるものであります。さらに、

ードセレクション」として認定し、春日部市の魅力を

各公民館において老朽化した施設設備の改修が行わ

市内外にアピールする取り組みが行われます。（事業

れます。

費：5,389 千円）

（単位：千円）

種別

工事請負費

小学校校舎

管理業務委託料

合計

1,120,770

28,147

1,148,917

小学校体育館

409,658

10,794

420,452

コミュニティ分野

中学校校舎

608,895

17,432

626,327

武里団地の活性化を図るための官学連携団地活性化

中学校体育館

202,850

5,045

207,895

推進事業の拡充。（事業費：Ｈ24 年 1,553 千円→Ｈ25

2,342,173

61,418

2,403,591

合計

年 2,525 千円 ）
春日部市に住む外国人のみならず春日部氏を訪れる

産業・経済分野

外国人の利便性を向上するために他言語マップを作

選ばれるまちの実現に向けて、シティセールスプラン

成するなど、地域コミュニティの一層の充実を期待す

を策定するとともに、クレヨンしんちゃんの活用や

るものです。（事業費：Ｈ24 年 1,756 千円→Ｈ25 年

音楽祭を通して全国に誇れる地域資源等を戦略的に

3,688 千円）

情報発信することにより、市の知名度と都市イメージ

新病院整備関連事業（市立病院）
○新病院関連庁舎整備事業
事業費 61,900 千円
新病院の整備を促進するため、市庁舎敷地内施設の改修・解体・移設を実施するものです。
Ｈ25 年度は、本庁舎立体駐車場及び印刷室の改修等を行うための実施設計が行われます。

○新病院整備出資金
事業費 155,603 千円
新病院整備に係る病院事業会計に対する出資金です。Ｈ25 年度は新病院整備に係る実施設計委託、環境
事前調査委託、敷地測量委託などが実施されます。

○新病院周辺整備事業
事業費 38,535 千円
新病院整備にあたり、周辺道路の詳細設計等が行われます。

○中央町第 1 公園移転事業
事業費 2,846 千円
新病院整備にあたり、廃止される中央町第 1 公園の代替公園について、基本計画が作られます。

在宅当番制運営事業
事業費 10,578 千円
日曜、祝日、年末年始の救急一次医療及び調剤とゴールデンウィーク及び年末年始の救急歯科医療を実
施するものです。
「在宅当番医制運営事業」、
「在宅当番歯科医制運営事業」、
「在宅当番薬局制運営事業」
が統合されます。

道路施設維持管理事業
市道 6-125 号線道路舗装工事（備後東 1 丁目）Ｌ－200ｍの舗装など。

Ｈ24 当初

232,778

（一ノ割商店街から国道 4 号線に向かっての道路）

Ｈ25 当初

299,189

Ｈ25―Ｈ24
（単位：千円）

農道整備事業
増田新田地内農道舗装工事（総延長 440ｍ、舗装幅 5ｍ）など総額 19,480 千円

66,411

一般質問の中から
春日部市病院事業企業職員定数条例の制定について
平成 24 年 12 月の定例議会の一般質問で、春日部市病院事業企業職員定数条例の改正について、病
院事務部経営管理課に提言しましたが、平成 25 年 4 月 1 日より定数を 426 人から 555 人に増員と
なります。
イオンモール春日部のオープンについて
平成 25 年 3 月の定例議会の一般質問で 3 月 5 日にオープンしたイオンモール春日部には、ショッ
ピングセンターイオン春日部店のほか、3 階の映画館及び、地元春日部市の企業を含む専門店約 180
店が出店したことが分かりました。
雇用創出効果については、2400 人を採用し、その内、春日部市民の割合は約半数の 1200 人程度、
勤務形態は社員が 2 割、パートさんが 8 割程度の採用と聞いております。
緑町地内の浸水・冠水対策について（工事費約 7000 万、工事延長約 640 メートル）
私が平成 20 年 12 月定例議会で一般質問をした「集中豪雨に対する水害対策について」ですが、少
しずつ改善されてきております。
平成 22 年度緑町 3 丁目地区外排水の調査から始まり設計図作成などを経て工事が進んでおり平成
25 年度に続き、平成 26 年度には完成の計画となっています。
また、平成 27 年度、28 年度にむけて緑町 1 丁目地区水路改修工事も予定されており工事予定額を
含め 27 年度、28 年度に計上予定です。

その他議会の話題から
春日部市議会における災害発生時の対応
市議会議員は、春日部市の市域において大規模災害の発生をテレビ、ラジオ等で感知した時は、
「春
日部市議会における災害発生時の対応要領」及び基準に基づき行動することとなりました。
春日部市災害対策本部（市対策本部）と連携を図り、被害の拡大防止及び災害の復旧に寄与するこ
とを目的としています。
春日部市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正
住民基本台帳カードを利用して民間事業者（コンビニエンスストア）が設置する端末機による証明
書等（住民票の写し及び印鑑登録証明書）の交付サービスを実施することに伴い、条例を一部改正
しました。平成 25 年 8 月 5 日から施行となります。（市内セブンイレブン）

定例議会一般質問
Ｈ24 年 12 月
1.平成 25 年度予算編成について
(1)平成 25 年度予算編成方針について
(2)総合振興計画後期基本計画と予算の配分について
2.春日部市立病院の職員定数について
(1)現在の職種別職員数について
(2)現在の職員定数の基準、考え方について
(3)職員定数の見直しをすべきでは
Ｈ25 年 3 月
1.市長の平成 25 年度施政方針について
(1)総合振興計画後期基本計画について
(2)保健・医療・福祉の分野から
(3)産業・経済の分野から
(4)都市基盤の分野から

活

動

ア

ル
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Ｈ24 年 12 月 防災訓練
毎年、緑小学校の校庭で行われています
東日本大震災以来、緊張感があります

Ｈ24 年 11 月 緑小学校ふれあい祭り
皆、とても楽しそうでした

Ｈ25 年 1 月 成人式
おめでとうございます
翌日は大雪でした

Ｈ25 年 1 月 7 日
東中学校新校舎落成式典

Ｈ25 年 2 月 伊勢市視察
春日部の凧をお土産に持って行きました

Ｈ25 年 3 月 3 日 古利根清掃
毎年恒例です。頑張りました！

Ｈ25 年 3 月 24 日 豊野中学校吹奏楽部定期演奏会
素晴らしい踊りと演奏に癒されました

