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住民負担は一戸あたり１７９
万円となります︒
合意に至るまでの担当課
と︑取りまとめに奔走された
住民の方々の努力は︑計り知
れないものがあります︒
確実
に工事を進め︑液状化に強い
安全な市街地へと再生を進め
て行くよう︑引き続き注視し
てまいります︒

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。民進党千葉5区総支部幹事。
◇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
スペシャルパートナー
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新庁舎の議事堂に一番登壇

会派代表総括質疑

議員が自分の政策を展開できる一般質問とは違い︑代表質疑では議会に提出さ
れた議案に関して質疑を行います︒
また私が所属する会派徳風会としての質疑で
あるため︑
代表の岡野議員と共に内容を決めています︒
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２０１７年にオープン予定の音楽の殿堂

新しい議場はややコンパクトで、
傍聴席との
距離が近づいた印象があります。

う立地から︑市民ニーズに合 間遅い 時までとすること︑
致した施設となるよう開館時 休館日を他施設とずらす工夫
間と休館日に関して質疑︒
開 がなされるとのことです︒
館時間は市民プラザより１時
オープンが楽しみですね︒

舞浜３丁目で２例目の住民合意
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新浦安駅前文化施設関連

Vol.05
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市街地液状化対策について

◆規模：地上８階建て
延べ床面積約9000㎡
(文化施設は4000㎡）
◆施設：1〜3階 商業施設
4〜5階 多目的ホール
（席数200）
音楽スタジオ(5室）
6〜8階 音 楽ホール
（席数300）
◆竣工：2016年12月予定
◆オープン：2017年4月予定

用関連の議案と︑施設利用や
管理方法などを定める条例案
が出されました︒
質疑では︑まず追加費用に
関しての詳細を確認︒
土壌か
ら︑基準を超えるヒ素及フッ
素が検出されたが︑埋め立て
地であることによる自然由来
のものであること︒
また︑それ
を基準以下とするため︑残土
処理に見込み額以上の費用が
かかったためであることがわ
かりました︒
利用に関しては︑
駅前とい

○●○●○

弁天２丁目︵ 戸︶に続き︑
舞浜３丁目の４街区 戸で︑
市街地液状化対策工事への合
意が得られ︑工事請負契約に
関する議案が議会に提出され
ました︒
工事費の内訳などについて
確認しました︒
総工費 億７
８００万のうち︑復興交付金
と震災復興特別交付税合計で
億６３００万円が賄
われ︑市の負担
は７７００
万円︑

吉村啓治プロフィール
吉村啓治プロ
プロフィール

月
定例会
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モナ新浦安とアトレ新浦安
の間の空き地に︑新たな文化
施設の建設が進められていま
す︒
来年４月のオープン予定
の文化施設︒
本格的な音響を
備えた音楽ホールと︑気軽な
ミニコンサートや演劇などに
適した多目的ホール︑スタジ
オなどの他︑１〜３階には︑民
間の商業施設もテナントとし
て入る予定です︒
６月議会には︑この施設の
建築地から基準不適合土壌が
検出されたことによる追加費

新浦安駅前文化施設の概要
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吉村 啓治 議会報告

６月 日に開庁式典が行われた浦安市新庁舎︒
翌
日の 日︑
平成 年第２回定例会が招集され︑
庁舎
９階の新しい議場もオープンしました︒
この新
議場の最初の登壇者として︑会派代表質疑
に立ちました︒
私にとっても初めての
代表質疑︑
以下抜粋で報告します︒
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「できる」
に。
を
「できない」

浦安市議会議員
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「できる」
に。

吉村 啓治

Before

みどり公園課、道路管理課、道路 入船の歩道。
新しい道路の開通で
安全課に話をし、柵の固定方法 交通量が増えたため設置された
が変更される。
チェーンに足をかけ転ぶ事故が。

マナー啓発看板の効果は絶大
で、フンの放置が激減。
その後も
継続的にチェック中。

●○●○●

運動遊具の改良

「できない」
を

After

マナー啓発看板設置

吉村 啓治

みどり公園課が迅速に対応し、 早朝体操をされているシニアの
草がきれいに刈られて利用しや 方々から、
草が伸び虫に刺される
すく改善される。
ので早めの草刈りを要望される。

こちらは︑中央公園︒
野球場
脇の緑道に最近犬のフンが目
立つとの声が寄せられました︒
現地を確認し︑
環境衛生課長に
相談︒
自分でやった方が早くて
面倒がないとわかり︑
啓発看板
７枚を預かり設置しました︒

7 月 10 日 ( 日 ) に投開票が行わ
れた参議院選挙では、民進党の現職
の小西ひろゆき候補が、無事再選を
果たし、安堵と喜びでいっぱいにな
りました。
小西氏は、党の仲間であ
るばかりでなく、政治家として尊敬
する存在であり、一有権者として
も、国政で活躍してほしいと願って
きました。
日ごろから吉村をご支援くだ
さっている方々にも協力をいただ
き、一生懸命に応援活動をした甲斐
がありました。
党の公約通り、
「チルドレン・
ファースト」
、
「教育無償化」
、
「地域
主権」の実現を目指し、力を発揮す
るとともに、引き続き持ち前の鋭い
諭舌で現政権を牽制し、国民に真実
を発信しつづけていただきたいと
思っています。
ご協力くださった皆
さま、
ありがとうございました！

Before

市民の健康づくりに係る
公園と周辺の環境改善

After

市政相談
報告

早朝︑
美浜公園に集まって体操をされている方々から︑
複数の
ご指摘をいただき︑
それを改善することができました︒
使ってい
るからこそわかる気づきをくださった皆さんに感謝すると共
に︑
迅速に対応した担当課にも敬意を表したいと思います︒
小さ

編集後記

市民の皆さんからご相 なことから街が良くなることを信じ︑
引き続き活動します︒
談やお声をいただき︑解決
通り道の確保
していくのは︑私の大切な 緑地の除草
仕事です︒
迅速に動き︑で
きる限り早い解決を目指
しています︒
以下最近の相
談の一部を報告させてい
ただきます︒

一年前︑施設内で手作りする
キャンドルの原料不足と販路に
困っていた﹁きらりあ﹂と︑エコ
活動の一環としてライトダウン
をイベントを行っているホテル
オークラの縁を取り持つことが
できました︒
その時の約束通り︑
今年の﹁クールアースデー・ラ
イトダウン﹂
︵天の川キャンドル
アート︶にきらりあのキャンド
ルが採用され︑エントランスを
飾りました︒

ホテルオークラは、
国内で初のエコマークを取得した
リゾートホテル、
環境保全に積極的に取り組んでいる

境川の沈没船解消へ

障がい者福祉センター
﹁きらりあ﹂
のキャンドル

●○●○

昨年の 月︑市民相談から︑の妨げとなっています︒
一般質問で取り上げた境川の 今回の議会で︑以前よりこの
沈没船問題︒
新庁舎オープンを 問題に取り組んできた宝議員
機に︑強い姿勢で一掃するよう の質問に﹁一刻も早く改善する
必要がある︒
年度内には処理し
要望いたしました︒
境川には現在 艘もの沈船 たい﹂と市長が答弁︒
解消へ向
一歩を踏み出しました︒
が確認されており︑
景観と運航 け︑
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３２０個がホテルに

浦安市議会議員 吉村 啓治議会報告

一般的な身長の女性では届かな
いとの市民の相談で、吊り輪の
長さを調節。

！
吉村 啓治と浦安を語ろう

浦安市議会議員

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!
※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。

浦安市議会議員 吉村 啓治 議会報告

6 月の浦安三社例大祭の宵宮で、
富岡の御神輿の先導を仰せつかる
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祭当日は︑両日と
も丸音会の山車
を引かせていた
だきました︒
祭の
中に入っての２
日間に言葉に尽
くせない感動を
いただきました︒
４年後が楽しみ
です︒

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
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