いよいよプロ野球も開幕しました。セ・
リーグも楽しみですが、
今シーズンはパ・
リーグ「東北楽天イーグルス」を応援したいと思います。
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未来の八潮・子どものために…
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八潮市議会議員 あさだ和宏（43歳）無所属（民主・市民クラブ）
編集・発行
あさだ和宏を育てる会
会 長 落合 利治
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継続こそ・力なり!!
子育て世代の声を市政へ!!

八潮市伊勢野306
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討議資料

謹んで地震災害のお見舞いを申し上げます
３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による東北関東大震災で、お亡く
なりになりました方々のご冥福を心よりお祈りいたしますとともに、被災された
皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
震災当日、市内においても大きな揺れを観測しました。一部の地域では液状化
と見られる現象が発生しましたが、幸いにも市内では大きな被害は報告されませ
んでした。

プロフィール

震災から約一ヶ月以上が経過をしましたが、被災地では多数の行方不明者の捜

１９６８年 ３月２８日

索や瓦礫の撤去作業が自衛隊や消防団、自治体職員、ボランティア等、多くの皆

八潮市に生まれる（現在43歳）
市立大瀬小（八小）大原中（二中）を卒業

様の協力によって日々行われています。今後、長期間を要することが懸念されて

私立成立学園（商業科）を卒業

いますが、復興にむけて一歩、一歩、前へ進んでいます。

０１年 （社）八潮青年会議所理事長
（青年会議所の事業を通して、
政治のあり方・教育問題に関心を持つ）
０１年 ９月市議選に立候補
（最年少候補（当時）
３３歳）
１２２９票１２位当選

今回、震災の影響で原子力発電所の事故も発生し、今まで予測をしていなかっ
た想定外の事態となり、改めて「危機管理」の重要性を再認識いたしました。
市（行政）として対処できることは限度がありますが、本市の防災計画等の見直

０５年 ９月
2度目の市議選に立候補（３７歳）
１４１５票９位当選
０9年 ９月
3度目の市議選に立候補（41歳）
１733票3位当選
現在、
3期目（民主・市民クラブ）
専修大学 法学部（２部）現在4年生

し、再検討をする必要があると強く感じました。
今回の震災は甚大であり、我が国の歴史に残る災害となりました。
しかし、今回の災害を通して、忘れかけていた「日本人としての誇り、優しさ、
お互いを敬い、助け合う心」を再確認する機会になったと私は感じています。
被災地から離れていても、日本中、世界中の人々が被災地の皆様を心配し、応
援をしています。被災していない地域の皆さんは、被災地のことを思い、一人一
人ができることを続けることが大切だと私は思います。

所 属 団 体

「がんばろう東北！
・かんばろう日本！」

地方政治改革ネット 会員
青年地方議員の会 会員

ホームページ
あさだ和宏

八潮市議会議員 あさだ和宏

検索

本市の救援物資受け入れ状況（３月１８日〜３月３１日）
粉ミルク（缶）
オムツ（枚・袋）
生理用品（袋）
衣類
靴下
タオル
総受け入れ件数

１６９
３，２０６
１，３３７
４，０３６
２，５８１
７，２３３
１，１３０件

※３月２５日・２６日の
両日、文化スポーツセン
ターおいて、市民ボラン
ティアの皆さんと共に、上
記の品物を分別し、ダン
市民、企業の皆様
ご協力有難うございました。ボールに梱包しました。

３月議会の報告
平成２３年第１回八潮市議会定例会が、２月２８日に開会し、３月１６日に閉会しました。今議会には平成２３年度会計（一
般・特別）予算を含む、議案総数３０件が上程され、２９件が原案の通り可決、承認されました。
（「八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例」のみ継続審査）
また、１４日、１６日、１７日の３日間予定されていた「一般質問」は、１１日に発生した震災の対応を考慮し、質問を予定していた
議員全て
（１６名）質問を取り下げました。
平成２３年度の一般会計予算

２６０億９，０００万円（前年度比２．８％増）

※市広報誌より

八潮家の家計簿

八潮市の平成23年度一般会計予算を「八潮家の家計簿」
として、市民１人あたりに置き換えると
（※）
と、おおよそ以下のとおりと
なります。※予算額を「82,688人」
（平成23年2月1日現在人口）
で割り、千円未満を四捨五入しています。
収
分

入（歳入）
区
金 額 金 額
①給与（市税）
171,000 54.1％
②実家からの援助（国・県支出金、地方交付金など）
84,000 26.6％
③雑収入（諸収入）
25,000 7.9％
④銀行からの借入（市債）
21,000 6.6％
⑤家賃収入（分担金、負担金、使用料・手数料など）
6,000 1.9％
⑥前月の余剰金（繰越金）
6,000 1.9％
⑦預金取り崩し
（繰入金）
3,000 1.0％
316,000

収
分

出（歳出）
区
金 額
①食費（人件費）
70,000
②医療費（扶助費）
67,000
③衣料代・光熱水費（物件費）
50,000
④借金の返済（公債費）
36,000
⑤家の増改築費（普通建設事業費）
33,000
⑥子どもへの仕送り
（繰出金）
32,000
⑦自治会などの会費（補助費等など） 26,000
⑧その他（維持補修費、予備費など）
2,000
316,000

本年７月１日から施行されます！

八 潮 家で は、収 入 の 約 5 4

金 額 パ ーセントが 給 料（市 税）と
22.2％ なっており、残りは、実家から
21.2％ の援助（国・県からの支出金な
15.8％ ど）や銀行からの借入（市債）
15.8％ などで賄っています。
また、支出では、食費（人件
11.4％
費）が一番多く、次いで医療費
10.5％
（扶助費）、衣料代・光熱水費
10.1％
（物件費）、借金の返済（公債
8.2％
費）、家の増改築費（普通建設
事業費）の順となっています。

「八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例」通称「空き缶等持ち去り禁止条例」が施行されます。
私も平成15年9月議会で、早期に制定をする必要があると一般質問で提言しました。
（6年かかりました）
残念ながら近隣４市１町で、一番「遅い！」条例の制定です。
市全体の年間の損害額はかなりの金額です。説明によると条例施行後、市内約３，２００箇所あるゴミ集
積所を職員が２班体制でパトロールするとのこと。
市民の皆さんも、持ち去り行為を見たら、市役所へ連絡をお願いします。

◎ 我が家の息子︵高３︶
も今年は大学受験の年？です︒
どんな進路に進むのか楽しみであり︑不安でもあります︒︵親バカでスイマセン！︶

◎本市（市役所）
でも４月から新しい人事でスタートしました。
「前例・踏襲主義」
に拘ることなく、他市に先駆けて施策を進めてほしいと思います。

◎ 市内のセブンイレブン各店舗９店舗でも︑
市内に避難している方への義援金を実施しています︒多くの皆さんから﹁浄財﹂が集まっています︒オーナー様の行動力に感謝！

◎青年地方議員の会で活動していた市議が県議に挑戦！１０人立候補し、
当選は８人！
（勝率８割）これからは若手県議としてご活躍を期待します！

平成２３年 議会報告会・議員を囲む集いが行われました。
さる２月２６日
（土）八潮メセナ集会室において、議会報告会・議員を囲む集いが９０名のご参加をいただき開催されま
した。来賓として、同会派の大久保議員、福野議員、
ご出席を頂きました。大久保議員の挨拶では、朝田議員の活動の影に
は、家族の協力が欠かせないと激励して下さりました。
ご多忙中でご祝電を頂いた、交流のある県内の市長、県議会議員、
市議会議員の方々、御礼を申し上げます。
福野議員は、本議会と委員会の傍聴をすすめて下さりました。傍聴される方も、増えています。平成１５年２７７人が平
成２２年６３９人になりました。３倍以上になりました。おそらく埼玉県内でもトップクラスだと思います。今後も、市民の
皆さまのご協力が必要不可欠です。宜しく御願い致します。
さて、朝田議員の議会報告では、災害時要支援者リストの作成についての説明がありました。３月１１日
（金）に、東日本
大震災が発生しました。本市においても災害対策は切実な問題であり、災害発生時には自らの力と周囲の協力は、大切に
なります。
ご参加された方は、議員の説明を真剣に耳を傾けて頂きました。
この力がこれからの原動力になります。来年も是非、お越
し下さい。心からお待ちしています。
きよし

事の真相・
・
・
３月１６日の埼玉新聞に、震災の影響を考慮して一般質問を取りやめた議会が
続出した件について記事が紹介され、私のコメントも掲載されました。
私のコメントは「議会が市の言いなりではいけない」
という短い内容でした。
実は、取材を要請してきた記者との間には、
この言葉の前後にコメントがありまし
たが、今回一部だけ掲載されました。
（電話取材の難しさも痛感しました。）
私は、
「議会（議員）全体としてきちんと対応策を協議して結論を出すのであれば納
得するが、執行部側（市）が言ったことに対して十分な協議をせずに結論を出すの
はいかがなものか、それに一般質問はその時に行う必要がある項目もあり、市民へ
の対応がひと段落した時期に行ってもよいのではないか」
とコメントしました。
今回、予想外の自然災害が発生し、市役所内でも混乱が生じました。それぞれ考え
方の違いはありますが、私は「緊急事態」だからこそ、
「休会」にせず議会を開会し
て、議会の持つ権限を最大限発揮し、議会として出来る対応策を講じることが大切
だと考えます。

◎大きな社会問題となった
「計画停電」
も一時お休み。夏場の電力不足が心配ですね。
日頃から
「節電」
を心がけましょう。

読者の声
先日、ある方（大瀬在住）から一通のお手紙をいただきました。
内容を抜粋してご紹介します。

○ 市議会・議員が活動している姿が見えづらい。
（選挙の時だけ活動している）
○ 区画整理以外の場所の排水問題（排水路）が深刻であり早急に改善を。
○ 市として震災関連の情報（援助物資の受け入れ）が少なすぎる。
以上、大きく３点について厳しいご意見をいただきました。私自身の活動もまだ不十分であり、
自分自身の反省を含めて、真摯に受け止めたいと思います。
また、私自身に対する激励の言葉
の添えられており、感謝申し上げます。
是非、皆さんも素朴な疑問、質問等、ありましたら遠慮なくご連絡下さい。
連絡先

朝田（携帯）０９０−３４０２−６３８８

ｓｈｉｇｉｓｅｎ−ａｓａｄａ＠ｄｏｃｏｍｏ．ｎｅ．ｊｐ（ＨＰ）
ａｓａｙａｎ＠ｂｉｓｃｕｉｔ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ（ＰＣ）
※ 匿名の場合は、
ご返答出来ない場合がありますのでご了承下さい。

和宏の独り言…

〜ラスト・スパート〜

皆さん、こんにちは！
間もなく５月、木々の新緑が眩しく、街角では鮮やかな花々が綺麗に咲き、私達の心を和ませてくれて
います。皆さん、お変わりありませんか。
さて、４月から新年度がスタートしました。会社や学校、それぞれ新しい部署や進級された方など
約１ヶ月が経過しようとしていますが、
そろそろ新生活に慣れる頃だと思います。
それぞれの立場、役
割で、
さらにご活躍されることをご祈念いたします。
私自身も大学４年目がスタートしました。
４０歳を機に、大学へ行くことを決意、学生、家業、議員と
「３足のわらじ」
を履いて３年が経過しました。
（かなり不器用なので、周囲の皆さんにご迷惑をお掛けてしています。
）
当然ですが、大学を卒業するには「単位」
を取得することが必要となります。
お陰さまで、卒業単位（１２４単位）
まで、あと２０単位となり、順調にいけば留年せずに大学を無事、卒業することが出来ます。
３年間を振り返ると、様々なことがありましたが、最後の一年も、気を抜かずに一つでも多くの事を学び、それを今後の活動の
「糧」にしていきたいと思います。
「大学を卒業する」
ということは、
「ゴール」
ではなく、人生の「通過点」
と考えます。学生生活の「ラスト・スパート」の一年にしますの
で、皆様のご指導お願いします。

○お

知

ら

せ○

平成２３年 あさだ和宏を育てる会・日帰り親睦旅行のご案内

甲州さくらんぼ狩り
（食べ放題）
と山梨路
○日
○行

き

時
先

○定
員
○申し込み先
○問い合わせ

６月５日（日）
山梨県
会費・大人５，９００円 子供３，９００円
（昼食代・さくらんぼ狩り代含む）
１８０名（大型バス４台）※定員になり次第、締切りとなります。
あさだ商店、または役員までご連絡下さい。
朝田（議員） ０９０−３４０２−６３８８

※尚、今回、参加費の一部を、東北太平洋沖地震の被災地への義援金として寄付させていただく予定です。

