山田 厚史
氏

参加費 無料

市政・県政・国政報告とトークライブ

ファシリテー
ター
元朝日新聞編
集員

デモクラ TV 代表 山田厚史氏

TEL&FAX 047-353-4527
メール yoshimura@d-power.jp

※定員 80 名
先着順

郵政省︑総務省︑経済産業省
を経て︑参院選に出馬︒
前回
の選挙では︑千葉県選挙区で
トップ当選を果たしていま
す︒
今年７月には︑改選が予
定されておりますが︑直接小
西候補予定者から話を聞く
良い機会となればと思って
います︒
どなたでもご参加いただ
けます︵参加費無料︶
︒
お気軽
にお申込みください︒

17：10 〜 トークライブ
18：30 ファシリテーター

市 政・県 政・国 政 の 立 場
から︑今市では︑県では︑国で
は︑どんなことが起きている
のか︑
わかりやすく解説︒
その後︑元朝日新聞編集員
の山田厚史氏をファシリテ
ーターにお招きし︑より良い
明日の日本のために︑解決す
べき課題や懸案事項につい
てトークライブを行います︒
民主党小西ひろゆき参議
院議員は︑
東京大学卒業後︑
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日本の明日を語ろう︒

3 26

吉村啓治事務所

申し込み

村越ひろたみ
小西ひろゆき
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浦安市で
パスポート事務

●○●○●○

1950年長野県木曾生まれ。約40年にわたる民間
1950年長野県木曾生まれ
約40年にわたる民間
企業でのビジネス経験を活かし、「日本一シニア
が輝く街・浦安」を実現するため市政に挑戦し、
2015年初当選。都市経済常任委員会、会派
「徳風会」所属。民主党千葉5区総支部幹事。
Sat
◇株式会社従心会倶楽部 シニアアドバイザー
◆ NPO法人ゆい思い出工房 理事
◇ 一般社団法人希望日本投票者の会
16:00 〜 18:30
Wave101
スペシャルパートナー

元衆議院議員
参議院議員

12

17

輝くシニアの活動支援

市政報告会にて、
当選後の活動をご報告

吉村啓治プロフィ ル
吉村啓治プロフィール

市民プラザ Wave101 中ホール
会 場
3 月 26 日
（土）
15:30 受付開始
日 時
プログラム 市政・県政・国政報告会
浦安市議会議員 吉村啓治
16：00 〜
17：00 千葉県議会議員 矢崎けんたろう

28

27

シニアの活躍︑
市民の活動を
支援する仕組みづくりを要望

Vol.03

月 日に閉会した平成 年度第
市議会へ送っていただいたことで︑志が叶った
月定例会・
のではなく﹁志を叶える機会を与えていただいた ４回定例会では︑市民相談から派生し
一般質問報告
た事柄を中心に質問を行いました︒
こと﹂
と受け止め︑迅速に
﹁動く﹂
ことを自分に課
スポーツ・文化・芸術などで活躍している
した平成 年でした︒
走り抜けるように迎えた
平成 年︒
すべきことが積まれている充実と
感謝の年明けでした︒
﹁日本一シニアが輝
く街浦安﹂
の実現のため︑今年も
力を尽くします︒

2016.01

●○●○●

ご自身に打ち込むものがあ 在世界大会に対する助成制度
り︑その活動にやりがい︑生き がなく︑今後研究してまいりた
との答弁でした︒
がいを持ち︑生き生きと日々を い﹂
送られていること︒
そして︑そ 生涯スポーツ奨励金または
のことが︑他の人に役立った 助成金制度を導入している自
り︑勇気や元気を与えるもので 治体では︑世界大会︑国際大会
あ る こ と︒
こ れ が 私 の 考 え る 等の出場者に遠征費用の補助
浦安にもこうし
﹁シニアの活躍﹂です︒
浦安に が出ています︒
は︑こうした活躍するシニアが た制度ができるよう︑引き続き
多く︑街の活力の源となってい 提言してまいります︒
ます︒
今年７月１日から
中でも︑
﹁ねんりんピック﹂
や
﹁日本スポーツマスターズ﹂な
ど︑全国的なスポーツ大会や︑
競技ごとの世界大会︑芸術賞な
パスポートの申請︑受給を市
どに名を馳せるシニアの方々 で行うことは︑多くの市民の方
は︑市民の誇りであり︑浦安の が望んでおられたと思います︒
豊かさの象徴になるものでな パ ス ポ ー ト 事 務 の 権 限 移 譲
いかと思います︒
は︑市からも再三要望してき
今回の質問では︑こうしたシ ており︑同じ民主党の矢崎県
ニアの活動を報奨金制度など 議も早期実現を県に求めてき
で︑支援できないか︑聞きまし ました︒
た︒﹁こうした活躍が︑本市のス
一般質問では︑旅券手続き
ポーツ普及・振興に寄与する の受付開始時期を確認︒
﹁７月
とともに︑浦安市の知名度向上 １日から開始する﹂と市長が
につながると認識している︒
現 答弁しました︒

TALK LIVE in 浦安

吉村 啓治 議会報告
http://d-power.jp/

Yoshimura
Report

「できる」
に。

「できない」
を

浦安市議会議員

in

都市・経済
常任委員会

メートルの川の景色は︑
流れる
エリアによって表情を変え︑
市
民の暮らしの中に︑
深く根付い

21
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市街地液状化対策

工事の契約について

●○●○●

45

24

民主党には、
「出前民主党」
という活動があります。
定期的に浦安市を訪問し市長と面談。
浦安市からの要望事
項をお預かりし、
県、
国に届ける活動です。
昨年秋の出前民主党では、
矢崎けんたろう千葉県議会議
員、徳風会代表の岡野じゅん子浦安市議会議員と共に、市
長公室を訪問以下の要望事項をお預かりしました。
【国への要望】
◆東京臨海高速鉄道りんかい線と JR 京葉線の相互
乗り入れの実現
◆確定申告会場の浦安市への設置
【県への要望】
◆県道の液状化対策
◆境川下流部の水門及び排水機場の設置
◆高潮対策・老朽化・耐震対策のための護岸、
水門・
排水機場の強化の促進
◆特別支援学校の分校の設置及び通学バスの運行
◆少人数学級実現のための教員の配置
県、
国と連携して、
要望を実現できるよう活動いたします。

●○●○●

20

●○●○●
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浦安市議会議員 吉村 啓治 議会報告

月定例会・
一般質問報告

●○●○●

連絡先を読み取れます。

※議会報告のポスティングや市政報告会の開催などが主な活動です。

浦安山楽会赤城駒が岳・越後駒ケ岳登山

市政相談を議会へ

浦安市議会議員

12

ています︒
しかし︑元町あたり
市内初の市街地液状化対策
では水質浄化が必要であり︑
市 シンボルロードの緑
工事の契約に関する議案です︒
役所裏の東水門から今川橋付
道部整備の繰越明許 弁天地区 戸を皮切りに︑世界
近では︑
放置された沈船が課題
初となる﹁格子状地盤改良工
となっています︒
シンボルロードの緑道部整 事﹂がはじまります︒
その契約
水質向上に関しては︑
東水門 備事業費２億７千２百万円が について質疑︑
答弁により理解
を開ける頻度を増やすことに 繰り越されたことについて︑
質 することができました︒
この事
よる浄化を要望︒
沈船に関して 疑を行いました︒
この事業は︑業は︑
平成 年４月から４百回
﹁平成 シンボルロード美浜地区の緑 に及ぶ︑
は︑現状について質問︒﹁
住民説明を重ねた当局
年から︑
これまでに合計 隻 道部を再整備するものです︒の努力と各住宅持ち主の英断
﹁市政相談﹂
対応は︑私にとって重要な
﹁仕事﹂
のひとつです︒
市民の気づき︑
市民の視点であ
以上が所有者により処分され ﹁市では︑整備後の維持管理費 で合意形成がなされたもの︒
こ
る相談を︑今回のように積極的に議会でも取
た︒
現在聞き込みなどで所有者 用の低減も踏まえて︑
水路部の の後︑
対象地区合計４千戸余り
り上げてまいります︒
が特定されているものも含め︑ 見直しや︑
緩衝緑地及び歩道を の市街地液状化対策工事が順
お気軽にお寄せください︒
約 隻の沈船がある﹂とのこ 拡幅するなどを計画︒
再整備計 次行われる予定です︒
﹁復旧・
地域猫愛護員の の検討︑去勢手続きの効率化︑と︒新庁舎も６月から新しくな 画について近隣住民への説明 復興にめどがつく今年は︑反転
手術対象猫のデータベース化︑り︑
シビックセンターコア地区 を行ったところ︑多くのご意 攻勢に向かう節目の年﹂
と年頭
活動支援
などについても︑
意欲的な回答 の整備も進む中︑
間近の川の沈 見︑ご要望を受け︑計画の見直 に市長が挨拶していましたが︑
船撤去を決意をもって進めて しを行っている﹂とのこと︒
﹁地域猫﹂という活動をご存 でした︒
明 この事業が︑﹁震災に強い浦安﹂
犬猫の処分数が多い いくよう要望しました︒
知でしょうか︒
野良猫を捕獲し 千葉は︑
許の正当性を理解しました︒ を作ると︑
期待しております︒
一時はワースト１〜２位
て不妊手術したうえで︑
地域の 県で︑
徐々に減少
中で猫の世話をする活動です︒を争っていました︒
人道的な手段で︑
野良猫の数を し︑改善はみられたものの︑未
減らす有効であり︑
市内でもボ だ年間約３千５百頭もの小さ
﹁殺処分﹂
されています︒
ランティアの地域猫愛護員の な命が
方々が︑
献身的な活動をされて ふるさとの川
います︒
しかし︑
ただ餌をやって可愛 境川の浄化について
がっているような活動と誤解 旧江戸川から東京湾まで︑
を受けやすく︑
市民理解を得ら 浦安市のほぼ中央部を流れる
れるための広報支援を要望し 境川︒
川沿いの桜や今川橋付近
﹁地域猫活動の重要性 に一斉に飾られる鯉のぼり︑
ました︒
カ
や地域猫愛護員の存在につい フェテラス 境川での嫁入り
て︑
市の広報やホームページな 船や灯籠まつりなど︑
境川に親
ど を 通 じ て︑
ＰＲし て い き た しむ風物詩が多数あり︑まさ
い﹂という前向きな答弁︒
その に︑
ふるさとの川といえると思
他︑
地域猫愛護員を交えた施策 い ま す︒
総 延 長 約４・８ キ ロ

吉村 啓治

！
吉村 啓治と浦安を語ろう

「できる」
に。

「できない」
を

Yoshimura Report
浦安市議会議員 吉村 啓治議会報告

市政相談や市政へのご意見・ご要望をお寄せください。
吉村直通ホットライン 090-1551-4450

メール yoshimura@d-power.jp TEL&FAX 047-353-4527

※電話に出られない時がありますが、
伝言をお残しくだされば折り返します。

吉村啓治を応援してくださる元気なシニア募集中！若者も大歓迎!

