
介護疲れやそれによる問題や事件が絶えない
昨今、介護される人もする人も、健康的で豊か
な生活を送れる社会をつくるための条例です。

産業労働企業委員会の副委員長として県経
済の発展のため県内外を調査、研究して参り
ました。昨年11月に埼玉県に初の貿易振興機
構である「ジェトロ（JETRO）」が大宮に開設さ
れました。県内中小企業から多くのご登録を
いただいております。今後も地域経済を強化
するため具体的な政策を実行して参ります。

力強い郷土をつくる！

私の最大の目標でもある地元の水害対策。議会に
て取り上げてきた中川の流量調整施設（幸手市）の
建設工事は順調に進められています。
これが完成すると、県内最大級の幸手放水路（毎秒

50トン排水可）の能
力を最大限いかすこ
とが出来ます。これに
より豪雨などによる
周辺地域の水害被害
は3割削減されること
になります。

これまで本会議にて取り上げてきた東武動物公
園東口駅前通り拡幅事業は、県道部分について
は平成30年12月末に国から埼玉県へ事業認可
がおり、残りの沿路整備街路事業も昨年の令和
元年12月に県の事業認可がおりました。これに
より令和６年の完成
を目指し事業を進め
て参ります。道幅は
現 在 の 1 0 m から
2 0m（古川橋も含
む）になります。

幸手市の中心地から五霞町の中心地を結ぶ当バ
イパスは、橋梁工事も順調に進み令和２年度の開
通に向け工事が進められています。
県境の中川を跨ぐ新上船渡橋は埼玉・茨城両県の
新たな架け橋となり、住民の移動はもちろん産業
団地間の輸送や権現堂公園への観光アクセスなど
様々な安全性と利便性を向上させます。

埼玉県は、流灯祭り等でも賑わう古利根川古川橋周
辺に、魅力化のための親水広場や船着き場などを
計画し（埼玉県川のはつらつプロジェクト）平成30年
度より工事を進めております。水辺空間をリノベー
ションすることでさ
らなる交流と賑わ
いを創出していく
事業です。令和2年
の流灯祭りまでに
はすべての整備が
完了します。

幸手市長間地区の中川
沿いには長年不法投棄
が繰り返されてきた場所
があります。今回、市と
県、地元住民の皆さんの
ご協力で大規模な清掃
を行いました。
今後の再発防止と豊か
な環境を築いていけるよ
うに取り組んで参ります。

いよいよ事業がスタート！

新しい道をつくる

川の魅力化事業 郷土の環境を守る

橋梁工事最新写真（大）

水害と闘う！
幸手放水路と流量調整施設

（令和2年度完成予定）
東武動物公園東口駅前通り拡幅事業

県道幸手境線バイパスの開通間近
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確実に少子化が進む中、すでに県内各地で生
徒数の減少による小中高等学校の統廃合の議
論が始まっています。幸手市内の小学校でも、
令和２年度から複式学級（２つ以上の学年を
一つにまとめたクラス）がスタートします。
昨年の11月には全国でいち早く学校統廃合に
対し熱心に取り組んでいる大阪府教育庁に伺
い、調査と意見交換をさせていただきました。

学校の統廃合に向き合う

　
埼玉県にジェトロを誘致

県民のニーズに
こたえるために

国会なら法律、地方議会なら条例を作るのが議会の
役割の一つ。ところが議員が自ら条例を作っている地
方議会は少ないのが現状です。大半は知事や市区
町村長が提案した条例案や予算案を審議している
だけ。全国の8割の地方議会は1本も作っていませ
ん。そのような中で制定した条例数が最も多いのが
埼玉県議会で過去5年間で15本制定しています。
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特定の学校を示す写真ではありません

※高齢者介護だ
けでなく、障が
い児のパパママ
をはじめ看病や
療養など様々な
介護を対象とし
た条例です。

産業労働企業委員会メンバーさいたま市の介護者サロンにて

（日本貿易振興機構）

議員政策条例をつく
る

埼玉県ケアラー支援条例（仮名）
支える人（介護する人）を支える条例

地域経済を強化する

埼玉県議会議員
ひ  で　           と  し
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息子が入院
２歳の息子が気管支炎で
1 週間入院しました。夜
はパパが病院で添い寝の
毎日。退院してからはパ
パの隣で寝てくれるよう
になりました(^-^)

地域で育む地域の学校として開催している寺
子屋☆きらきらこども塾。今年は春休みも元気
に開催いたします。コミュニティスクールが全
国で話題となる中で、より地域と学校が連携
し、子どもたちの豊かな環境を築いていきたい
と思います。

もっと住民の声を形にするために、みんなで住民大会
議を立ち上げ活動しています！
次回のテーマは高齢者の免許返納について。高齢者の
生の声を聞き、現場の検証と新たな移動手段を検討し、
便利で安心な交通ネットワークを考えていきます。

12月7日一般社団法人日本ケアラー（介護者）
連盟主催のシンポジウム（会場：ＬＭＪ東
京研修センター）で講演をしてきました。「埼
玉県ケアラー（介護者）支援条例」のプロジェ
クトチーム事務局長として条例化の展望や
ポイントについてお話をし、その後全国の
関係団体や議員との活発な意見が交わされ
ました。

春休み☆こども塾2020

春休み☆こども塾は
自然や環境を考える
フィールドワークをは
じめ、アート作成の授
業など、体験型の授業
を予定しています。

日時   場所令和2年2月9日（日）　
14:00～17:00（予定）

８期生学生インターン 募集！
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前回の
夏休みこども塾
授業写真

ケアラー   支援フォーラムにて講演

同世代の仲人として毎年開催している自民
党青年局主催の婚活パーティー。今回は飯
能市にオープンしたムーミンパークを会場
に行われ、司会とコーディネーターを務め
させていただきました。男女 60 名が参加
され大いに盛り上がりました。これからも
毎年11月に開催させていただきます。

第 4回婚活パーティー

8カップル誕生！8カップル誕生！

いま問題となっている子ども食堂をはじ
めとする子どもたちの生活環境を考える
セミナーが幸手市北公民館にて開催され
ました。寺子屋きらきら☆こども塾を地
域の教育モデルとして事業発表させてい
ただきました。

埼玉県主催「子ども居場所セミナー」
にて事業発表

台風19号による被害と、その原因究明のた
め県内各地を調査して回りました。写真は、
県知事・県議会議員による堤防が決壊した
越辺川と被災の酷かった東松山市の調査の
様子です。これからも防災・危機管理体制
のさらなる向上に努めて参ります！

堤防決壊の原因究明！

埼玉県議会議員  きら英敏

　今年は政治活動10年目となる年で
す。これまでの温かいご指導、ご支援に
改めて感謝申し上げます。お陰様でこ
れま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
問に立って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。令和2年度は、県営権
現堂2号公園の開園、県道幸手境線バ
イパスの開通、中川流量調整施設の
完成など多くの事業が花開く年度とな
ります。
　今後は、東武動物公園東口駅前通
り、圏央道側道の接続整備、東埼玉道
路の延伸、新たな産業団地等の開発
計画など、より地域の安心安全とさら
なる発展を目標に具体的に取り組んで
参ります。
　地域の皆様のご理解とご協力に改
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
いただきます。

愛する郷土を良くしたい

10年目の抱負　

学生たちと共に人材育成を主たるテーマに活動しています。

きら英敏公式
 ホームページ
活動の最新情報や

レポートをアップしています。
地域を取材した番組

「きらきら☆チャンネル」や
過去の県政報告もご覧頂けます。

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
！

ウェルス幸手（予定）

盛り上がってます！盛り上がってます！

こども塾
にて学生が
大活躍

具体的には、    ○ 政策コンテストの出場
　　　　　　 ○ 政治イベント、集会の企画と運営
                            ○ きらきら☆こども塾の運営と〝授業の開催″ など
政治の現場を通じて共に考え取り組んでいます。

住民
大会 議

声を
形に!

詳しくはこちらの
ホームページを
ご覧ください。

http://sattekaigi.wp.xdomain.jp

『高齢者が安心して運転免許証を返納出来るには』


