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【討議資料】
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八潮市議会議員 あさだ和宏（47 歳） 無所属・自民クラブ
●１９６８年 ３月２８日 八潮市に生まれる●市立大瀬小（八小）大原中（二中）を卒業●私立成立学園（商業科）を卒業
●専修大学 法学部法律学科卒業（40歳を機に大学へ入学、
働きながら４年間通学し、
2012年・卒業）
★０１年９月
★０５年９月
（３３歳）
１２２９票１２位当選
（３７歳）
１４１５票９位当選（２期目）
★０9年９月
（４１歳）
１７３３票３位当選（３期目） ★13年９月（４５歳）
２１６４票３位当選（４期目）

【市議会での所属】副議長・議会報編集委員会委員・総務文教常任委員会委員
【発行者】
あさだ和宏を育てる会

〒340-0821 埼玉県八潮市伊勢野 306 TEL.090-3402-6388（本人直通）
http://challenge-kazuhiro.com/ E-mail：asayan@biscuit.ocn.ne.jp

あさだ和宏

検索

「１８歳選挙権」が公布されました。
選挙権年齢を「２０歳以上」から「１８歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が６月
１９日に公布されました。施行は、来年の６月１９日となり、施行後、最初の国政選挙
から１８歳選挙権が適用となり、来夏の参院選から初適用となる様子です。
そして２年後八潮市長、八潮市議会議員選挙が適用となります。
さて、若者への「選挙の大切さ」や「投票方法」などの啓発活動が高校、大学などの教
育機関ではじまっているとの報道がありました。
この事も重要なことの一つですが、私としては、国会議員、知事や市町村長、都道府県議会議員や市町村
議員のふだんの仕事や役割、意義などを知識として教えることも必要だと考えます。
今年３月に行われた県議会議員選挙でも低投票率となり、特に若い世代（２０代・３０代）の低投票率
が顕著となって表れています。
今回、新たに有権者となる１８歳、１９歳の有権者数は全国で約２４０万人とのこと。若い世代が、どれ
だけ投票に行くか懐疑的な向きもありますが、私は今回「７０年ぶり」となる選挙権拡大「１８歳投票権」
は大人たちにも大きな影響があると考えます。
「議員の仕事は？」
「どんな活動をしているのか？」等、 私たち（議員）の PR 不足もあり、正確に理解さ
れている方は多くはないと私は感じています。
私自身に出来ることは小さいことかも知れませんが、若い世代をはじめ、他世代の有権者の方にも、積
極的に情報発信・提供をしてまいりたいと思いますので、今後ともご指導お願いいたします。

八潮市議会議員

〜あさだ和宏を育てる会

あさだ和宏

日帰り親睦バス旅行のご案内〜

とちぎ季節の味覚狩りと日光めぐり
○日

時

９月

６日（日曜日）

※雨天決行

○ 集合場所

メセナ前・八潮駅北口・伊勢野（佐藤医院様前）

○ 募集人数

１４０名

バス３台

（先着順、定員になり次第締め切らせていただきます）
○参 加 費

大人６，５００円

○締

８月１５日（土）

切

子供（小学生以下）５，５００円

※道路運送法の改正に伴い、バス代が高騰しております。今回、会費を値上げさせていただきました。ご理解お願いいたします。

「夏の風物詩」の一つ、
「全国・夏の高校野球・埼玉県大会」今月１０日から熱戦が繰り広げられ、決勝は２８日に行われる予定です。地元の八潮高校、八潮南高校、両校の活躍を期待しています。
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やしお毎日１万歩運動〜スタートします！！

『メタボ該当者

県内ワースト１位』
（６年連続）を返上しよう。

本市では、生活習慣病の予防対策として、ウォーキング講習会、いこい体操、ラジオ体操の普及、食
生活に関する料理教室等、様々な取組みを進めていますが、健康指標によると、メタボリックシンドロー
ムの該当者の割合が６年連続、県内ワースト１位となっています。
今回、埼玉県のモデル事業補助金を活用し、「毎日１万歩運動」を実施します。

内容

● 参加者には通信対応歩数計を配布し、毎日１万歩を目指してウォーキングを実施
● 参加者は、市内３か所に設置するキーステーションから歩数や血圧、体脂肪率などのデータを健康
管理システムに送信
● 参加予定人数は１２０人

詳細については、市のホームページ、広報紙をご覧ください。
H24 年度

23.5％

25.0%

資料：八潮市国保年金課より
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副議長に就任し︑間もなく一年が経過します︒この間︑議長代理として数多くの会合や式典に出席︑ご挨拶をさせていただき︑貴重な経験をさせていただいています︒
その際︑多くの方から︑議会に対して︑ご意見やご要望︑叱咤激励等を聞く機会がありました︒今後も︑皆様からのご意見を尊重し︑円滑な議会運営に努めてまいります︒

健康長寿埼玉モデル事業

市内小中学校、耐震化１００％へ
平成 11 年からスタートした、市内小中学校の耐震化・大規模改修工事、残りの「大曽根小学校、潮
止小学校（管理棟）の耐震・大規模改修工事」の議案が、今回６月議会に議案が上程、可決しました。
２つの工事はこの夏休み期間中（一部は１１月頃まで）に実施され、これにより、市内全小中学校の
耐震化率は１００％となります。

大曽根小

潮止小

…
総工事費：10
億 329 万 3000 円

総工事費：3 億 5542 万 8000 円

【内訳】 校舎（全て）・体育館

【内訳】 管理棟のみ

・建物工事 … ６億 9120 万円
・電機工事 … １億 4933 万 7000 円
・機械工事 … １億 6275 万 6000 円

・建物工事 … ２億 5801 万 2000 円
・電機工事 … 4557 万 6000 円
・機械工事 … 5184 万円

毎年、開催されている「八潮市民体育祭」
（今年は１０月１２日に開催予定）
ここ数年、参加町会自治会数が減少傾向となっています。今年は会場を「八潮中学校」に変更、また競技種目も減らすなどの工夫をしていますが、その効果は・・・。
私自身の考えは、市民体育祭ではなく、気軽に個人でも参加出来るスポーツフェスタ等に変更する時期に来ているのでは・・・と思います。
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候補者の選定などで︑色々と情報が錯綜している﹁埼玉県知事選挙﹂︵７月 日告示・８月９日投開票︶選挙前から各陣営ともヒートアップ気味？
とにかく︑埼玉県の未来のために︑しっかりとした﹁ビジョン﹂をもつ候補者を私は応援したいと思います︒
23

追 跡 あの一般質問の行方は…
私が過去に行った、一般質問について、その後の状況についてお知らせをします。
問 日々、市民生活の生命と財産を守るために活動されている消防団員の皆さんが、活動時、予期せぬ

事故や怪我等から身を守る観点から、消防署職員同様の「編上靴」を貸与する必要があると考えるが・・・
（平成２６年３月定例議会）
答 消防団員に対して、編上靴の貸与は、近隣市でもま

その後 この度、国の補助金を活用し、

ちまちで、本市でも、現時点では貸与されていない状
況です。しかしながら国の装備基準も変更となったこ
ともあり、今後、消防団関係者と相談をしていく予定

消防団員全員に「編上靴」が貸与する
ことが決定、近日中に、配布されるこ
とになりました。

◎開園出来ない公園
大瀬小学校に隣接し、工事が進められていた「大瀬北公園」
本来なら、４月に開園予定でしたが、現在も利用が出来ない状
態が続いています。
この件に関して、多くの方から「どうなっているのか」と問
い合わせがありました。
市の担当者の話では、本来は、工事施工者（UR 側）が整備し、
その後、八潮市へ移管され公園が開園する手順になっていますが、
公園工事終了後、市の担当者が現場を確認した際に、当初の計
画（市側と UR 側との協議）と、幾つかの相違点が生じている
ことが判明。
具体的には、当初の計画より、公園の高さが約 70 センチ以上も高くなっている点等とのことでした。
現在、市と UR 側と今後の対応について話し合いが進められているとのことですが、色々と課題が多
い様子です。
それぞれの主張もありますが、早急に改善策を講じて、一日も早い開園を望んでいます。

◎総務文教常任委員会・行政視察報告
５月１１日・１２日の両日、八潮市議会・総務文教常任委員会の行政視察を行いました。
１１日は、富山県氷見市の市役所庁舎を視察、廃校となった県立高校の体育館を改修し、市役所新庁舎
として利用するという全国でも、珍しい取り組みを視察しました。
１２日は、富山県富山市が取り組んでいる「公共施設の利活用について」今後、富山市が進める施設
の再編に関して、担当者から意義のあるお話を聞く
ことが出来ました。
２つの視察内容は、今後、本市にとっても、避け
ては通れない課題の一つであり、担当者の話の中で
も多くのヒントがあり、有意義な視察を行うことが
出来ました。

私の母校「大瀬小学校」で、７月４日毎年恒例の「スーパー流しそうめん大会」が開催されました。今年は児童、保護者含め総勢約８００人の参加があり、
当日は大変な盛り上がりでした。約１０年前、一部の保護者で始めた企画が大きく成長、発展していることに感謝です！
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教えて 朝田議員

その１

「政務活動費」

先日、市民の方から「政務活動費」に関して問い合わせがありました。
市民の中には、全国の市議会で一律の金額だと思われている方も少なくないのでは・・・と感じま
したので、本市の状況（近隣市も含め）をお知らせします。
政務活動費・・地方自治法第１００条第１４項から１６項までの規定に基づき、都道府県や
市町村が条例を制定し、議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として、交付される
経費のことで、八潮市では、
「八潮市議会政務活動費の交付に関する条例」で規定されています。

人

口

議員数

政務活動費（年間）

八潮市

８５，１５２人

21 名

１００，０００円 （会派に対して交付）

吉川市

６８，１４３人

20 名

２４０，０００円 （会派に対して交付）

三郷市

１３４，７８３人

24 名

２４０，０００円 （会派に対して交付）

草加市

２４５，７３３人

30 名

越谷市

３３１，９５５人

32 名

※参考

埼玉県議会

94 名

（月額９万円以内で会派代表者の申し出
により議員個人にも交付出来る）
４８０，０００円 （会派に対して交付）
４８０，０００円 （議員に対して交付）

１，０８０，０００円

６，０００，０００円 （会派に対して交付）

◎ちなみに八潮市議会の政務活動費（年間 10 万円）の金額は県下市議会（40 市）中、最低の額となっています。
〔人口は６月１日現在〕

和宏のひとりごと
『健康維持』

話します

聴きます

見ます

関東では、現在、梅雨の時期ということもあり、連日、蒸し暑い日が続いていますが、皆さん、体調はいかがでしょ
うか。
梅雨が明ければ、本格的な夏が到来し、連日暑い日が続くことが予想されています。
どうぞ、体調管理には十分ご留意され、今年の夏もお元気にお過ごし下さい。
さて、私自身、昨年の５月から始めた、ダイエット（自転車トレーニング）開始一年が経過した現在、体重は「約
１３キロ」減に成功しました。
ちなみに、トレーニング方法は、雨や予定がある日以外、昨年購入した、自転車（クロスバイク）定価４００００円で、
早朝、自宅を出発し、中川新堤防をはじめ、江戸川サイクリングロードを走っています。
（走行距離は、３０㌔〜７０㌔）
先日は、葛西臨海公園（往復で約７０㌔）まで行ってきました（笑）
おかげさまで、体調も万全？とまでいきませんが、以前より疲れにくい体になっていると感じています。
議員という職業柄、時には市民の健康を推進する立場にもなります。また議員活動では持久力、集中力、粘り強い
思考能力が必要でありスタミナ勝負ということもあるので、いずれにしても、自分自身が「健康」でいなければい
けないという事ですね。
いみじくも、本市でも「やしお毎日一万歩運動」がスタートします。
ぜひ、市民の皆さん、ご自身の健康維持、向上のためにも、これを契機に、運動をしてみてはいかがでしょうか・・・。
次の定例議会（９月議会）は、９月１日（火曜日）〜１８日（金）に開催予定。
なお、会期、日程については、開会日において本会議での議決（可決）後、正式な日程表となります。

