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74回目を数える
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等で随時報告させて頂きます。
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きらきら☆ウェブサイト

活躍中！

対話集会等で頂いた要望に対する
タイムリーな報告や、
地域を取材して回る企画
「きらきら☆チャンネル」最新情報も
お届けして参ります！

主に「人材育成」をテーマに活動しています。政
策づくりから街頭活動まで次世代を担う学生と
共に元気に取り組んでいます。

4年間の集大成として
これからのビジョンを
語らせて頂きます。
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〜4年間の想い〜

この4年間、私の活動に温かいご指導、
ご支援を頂き誠にありがとうございました。
お陰様で議会から地元活動に至るまで全力で邁進することが出来ました。
議会では、できる限り本会議にて質問に立ち地元問題を取り上げ、県土整備を
はじめご要望に応えるべく努めてまいりました。
さらに、
自民党県議団ではこの4年間
に13本の条例を制定させ議員提案条例数が日本一となりました。
また、自民党青年局の一員として、全国の国会議員・地方議員の仲間と視察や
研修をはじめ本当に充実した活動をさせて頂きました。

そして地域の活動として74回目を数える対話集会、若者との政治塾、寺子屋きら
きら☆こども塾、学生インターン活動（現在6期生）など、地域の皆様のご理解とご協
力のおかげで様々な事業を展開することが出来ました。
あらためて感謝申し上げるとともに、今後も私たちの郷土を良くするためのビジョン
をしっかりと示しながら、
さらに精進して参ることをお誓いし御礼とさせて頂きます。

皆様のお越しをお待ちしております！

愛する郷土を良くしたい。埼玉県議会議員 きら英敏

皆さんにより見やすく、
よりご意見を頂けるように
リニューアルしました。

前回は大学生が
小学生を対象に授業を開催

一生懸命伝えることで
社会との接点を学ぶ

◆発

看板娘
5 歳の娘が街頭活動を
手伝ってくれるように
なりました。
わが家の看板娘が、
私の看板を
持ってくれます。

パパを
おねがい
します！

中川流量調整施設建設中！
水害被害が3割削減へ

ある
埼玉県へ

県土整備事業

これまで長年にわたり地元から要望があった水害対策。
繰り返し県議会にて取り上げて参りましたが、県では中川
に流量調整施設の建設を決定し12 月より工事を開始。
来年 32 年に完成予定。これにより豪雨などによる幸手・
杉戸の被害は 3 割削減されることになります。

魅力

幸手市
水害対話集会

久喜新道の拡幅決定！
3.5ｍ歩道設置へ
H32年スタート！
！
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東武動物公園東口駅前通りが
2 倍の広さに！

＜地域活動＞ きらきら☆こども塾の運営

地元問題の解決のために！

H36年度完成！
！

駅前ロータリー完成イメージ図

長年の悲願で
あった東武動
物公園東口
駅前通りの拡
幅は、
Ｈ30 年
12 月末 に 国
から埼玉県へ
事業認可が
おりました。
駅前通り線完成イメージ図

現在、駅前ロータリーは
3倍の広さに整備することで
進められていますが、駅前
通りも現在の道幅 10m から
20m（古川橋も同様に拡幅）
になります。

本会議にて質問

これまで議会にて地元の問題、要望を中心
に質問・提言をさせて頂きました。特に、杉
戸町の悲願である東武動物公園東口駅前通
り拡幅事業に関しては、本会議一般質問に
て中心的に取り上げ、昨年12月末に国から
埼玉県へ事業認可がおりました。
また、地元地域の最重要課題である水害被
害への対策では、繰り返し対話集会を開催
し、その都度議会にて取り上げてきました
が、
この度、中川に流量調整施設を建設する
ことが決定しました。昨年12月より工事着工
しており、来年32年に完成予定です。
加えて、近年高齢者の免許更新時に欠かせ
ない認知機能検査に対し、混雑による苦情
も多いことから検査場の増設を要望し実現
（県内38か所）
しました。
（幸手市「アスカル
幸手」にも設置済み）

条例の提案者として

自民党県議団ではこの4年
間に13本の条例を制定さ
せ議員提案条例数が日本一
となりました。昨年は、埼玉
県虐待禁止条例をつくった
ことで、24時間365日相談・
通報できる体制を構築する
ことが出来ました。現在は、
オレオレ詐欺など特殊詐欺
を撲滅するためのプロジェ
クトチームを立ち上げ、
この
3月議会成立に向けて、条例
の提案者として全力で取り
組んでいます！

条例の効果として
新しい行政サービス
も始まりました。

私達の税金をどう使うか

予算特別委員として

議員として予算のチェックは重大な仕事です。県議
会議員93人中30人が選ばれ予算特別委員として一
般会計1兆8,884億円（H31年度）の予算について中
身をチェック。
これまでの事業効果を検証し、官民協
働、市町村連携、財源確保などを基本とし審議して
いきます。まさに地域の皆さんから最もご意見やご
要望を頂かなければならない時期です。

古利根川の観光拠点化！
埼玉県は、流灯まつり等でも賑わう古利根川古川橋周辺に、
親水広場や船着き場などの工事を始めました。

H32年度完成！
！

産業団地危険カ所の解消へ全力！
新しい 産 業 団 地
周辺をはじめ交通
事故が起きやすい
危 険カ所 の 完 全
解消へ全力で取り
組んでいます！
↑屏 風 深 輪 産 業 団
地 交 差 点に今 年
3月信号機が設置
されます！
←中椿付近交差点
整備済み

本会議場一般質問

未来政策

対話集会でもご要望頂いたバーベキュー場や防災機能を
備える予定でＨ33年度完成を目指し工事が進められていま
す。さらに、周辺アクセス道路として県道幸手境線バイパ
スを新たに整備しています（Ｈ32 年度開通予定）
。

◆問合せ

へ！

H33年度完成！
！

埼玉県議会自由民主党議員団

力 強 く前

県営権現堂公園が 2 倍の広さに！

県土整備では地域の皆さんの
ご要望をもとに順調に整備を
進めております︒

県道幸手久喜線（久喜新道）は、久喜市と比べると幸
手区間は歩道もなく狭い危険な県道とされてきました。
Ｈ
32 年から幸手駅付近の踏切から久喜市境までの区間に
おいて拡幅し、南側に歩道を整備いたします。

杉戸市

これまでの
取り組み

H32年度完成！
！

年局
士との自民党青

小泉進次郎代議

行

稼ぐ力

圏央道側道の接続
久喜駅東口と連動した
道路網の整備
延伸される東埼玉道路と
連動した新たな産業ゾーンの開発
幸手インター産業団地の拡張と
アクセス道路
（惣新田バイパス）整備

シニア
の力

誰もが安心して移動できる
交通ネットワークの整備
地域包括ケアシステムの強化
官民連携した
シニア人材バンクの創設

育てる
力

守る力

学童環境の整備
少子化に対応した
学校の再編
子育てパパママの
支援強化
水害対策の
更なる強化
災害医療
ネットワークの構築
道路の危険カ所
の解消

