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１２月議会で全小・中学校の普通教室、
特別教室全てに
「エアコン設置」
する
事が、
決まりました
３７億９，
４１２万７，
０００円
〜 国からの補助金は約５億円・残りは市債を使います 〜
国は、
市債の６０％を平成３１年度の地方交付税で算定し交付する予定学校数４４校
（小学校：３０校・中学校：１４校）

全校のエアコン設置が完成するのは
「２０２０年３月」
です
＜スケジュール＞

２０１９年 １月
２０１９年 ３月

基本設計・要求水準書作成業務委託契約

プロポーザル方式で市が業者を募集し
（仮）
選定する

２０１９年 ７月

６月議会で選定業者が可決したら
「工事の本契約」
をする

２０２０年 ３月

エアコン設置全校完成（来年の夏から全校で使えます）

工事を開始する （今年の夏には残念ながら設置できません）

２０

浅野美恵子

最近の所沢市のニュース
「西武ライオンズリーグ優勝パレード」
に、
７万５千人の方々が所沢に！
〜警備等で、
パレードの費用は
「６，
５８５万７千円」
〜
●企業団体から、
１，
６６５万７千円
（２５４団体）
の賛同金が集まる

青少年健全育成キャンペーン中

●個人から１，
２９０万円の賛同金が集まる

浅野みえ子事務所
北秋津８７６３所沢コーポラス H２０４
TEL・FAX（２９９５）１４６３
メール

asanomieko@nifty.com

HP有り：日々の活動をブログで記録してい
ます。[ 浅野みえ子 ] と検索して下さい。

浅野みえ子

●西武グループが、
残りの３，
６３０万円を協賛金として受け持つ
（市と西武の協賛でパレード実施）

●実行委員長は藤本市長でした。
市長の方針で市からの出費は
「ゼロ」

所沢の名前が全国に広がって
「所沢っていいね」
と感じてもら
えた事が嬉しいです！
！

１１月２３日の優勝パレード
の様子。これは所沢駅西口
の人々です

▼

市議会に送り出していただき、この間多くのみな
様に支えられて切実なご要望や厳しいご意見をい
ただき市議会議員として育てていただきました。誠に
ありがとうございます。
議員の仕事は市長提出議案を審議し、市全
体の施策を考える事と供に、地域住民の方々の
声を市政に届け住民の方々の要望を実現してい
く事もあります。私は今後とも、安心で安全な地
域作りの為に要望があったら、すぐに現場にかけ
つけます。そして全力で邁進してまいります。

浅 野 みえ子
みえ子のおしゃべり

★1948 年（S23）旭川生まれ７才で東京へ
★調布第３小学校、調布中学校、都立府中高校
東京教育専修学校卒業（幼稚園教諭養成所）
★1969 年（学校法人）新所沢幼稚園に就職
★2002 年（H14）33 年間働いた幼稚園を退職
★2004 年（H16）市議会議員初当選
★2007 年（H19）市議会議員２期目当選
★2011 年（H23）市議会議員３期目当選
★2015 年（H27）市議会議員４期目当選
★この間、議会内の「役職」は
・市議会議長
・副議長
・教育福祉委員会委員長
・建設水道委員会委員長
・議会運営委員会委員長
・決算特別委員会委員長
★４人家族（夫・長男）長女は結婚し孫が２人
★趣味 読書、映画鑑賞

国会で水道民営化法が通ってから市民の方に聞かれる︒﹁所沢はしないよね﹂
と︒民営化を
拒否している方が多い︒上下水道事業管理者は議場で
﹁当市はしません﹂
と答弁し︑力強く
﹁市民
の命の水だから︑市が最後まで責任を持つ﹂
とも言われた︒
では︑水道事業の現実を少し説明してみよ
う︒歳入は水道水利用料金︑加入料金等︒歳出は県水を使っているので使った分を県へ払っている︒
又︑水
道管の設置費等だ︒現実は黒字だ︒実は︑水道使用料収入だけでは︑赤字になると言われている︒初期に納
める加入金が入るので黒字になっている︒ へーべー以上の開発が行われる戸建︵ 軒以上︶や︑
マンション
建設時には︑
１軒︑ 万以上の加入料金を払う︒現在は市内の開発が行われ続けているので︑加入金が入り
続けている︒
ここが減ったとしても民営化しないのが市の方針だ︒次に伝えたいのは当市の水道事業は計
画的に行われている︒東日本大地震の前から水道管には︑耐震化管を使用しているのだ︒
そこで︑市の水
道管の耐震化は現在︑ ％だ︒市の水道管は︑ キロある︒
これは︑東京都から新幹線で山口県までの
距離だそうだ︒
その管も順番に老朽化していく︒ 年経っている老朽管を︑毎年︑ ％ずつ交換工
事をしているそうだ︒それは︑半永久的に続けて行く水道行政のやるべき事業だ︒今まで
計画的に仕事をしてきた市の水道事業を︑
市民のみな様に伝えたいと思った︒

浅野みえ子プロフィール

所沢っていいね

住民のみな様と力を合わせて実現しました
〜歩行者の安心・安全対策〜
● 所沢陸橋通り
（肉の万世〜北秋津交差点）
を全面舗装改修工事を実現しました
● 所沢西口交差点のスクランブル化を求め実現しました

●「東住吉交差点」〜「郵便局」
の道路の歩道を拡幅しました
（県・市の事業）

● 所沢駅西口区画整理事業で設置する
「公園」
の早期の設置を求め実現しました
（ボールが使える公園として・災害時の避難所として早期に実現）

安心・安全の街づくりを
● 北秋津上安松区画整理事業に供い、北秋津地区
の
「町名地番整備」
の実施を！
おおあざ

（大字ではなく、
○丁目△△番とすること）
●「所沢高校入口交差点」信号に
（西所沢方面から）
右折矢印設置を！

教育・子育ての充実
● 不登校児童・生徒へのケアー施策の推進を！
● ２０２０年度から教科化となる「英語教育」の
充実を！
● 放課後児童対策で
「児童クラブ」
の待機児「ゼロ」
を！
● 市の文化遺産を保存し、公開
できる
「収蔵庫」設置を！

〜大きな歳入・歳出削減を求め実現〜
● 旧第２市民ギャラリー敷地を民間に売却する事を求め続けて実現しました
（中央病院が５億２，
８００万円で購入し歳入が増えました）

● 中央病院が地域貢献として無償で地元北秋津町内会館と、市の市民ギャラリーを建設しました

● 市職員の３分の２に支給されていた
「特殊勤務手当」
の廃止を求め続けて、廃止しました
（年間約６千万円は削減実現）

● 永久的に公共施設である土地を２０年以上も借りて賃貸料を毎年払い、最後に買い取るのはお
かしい。
すぐに買い取るべきだと、求めて実現しました
（北野第１廃棄物埋立地、松井小学校の敷地等）

地域・高齢者に手厚く
● 団塊世代が７５才を迎える２０２５年にむけて

障がい者に優しく
● 「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社

・介護予防対策の充実を！

会づくり条例」の理念を大切にした「共生社会」

・在宅医療・介護連携に関する市との連携を！

を目指します
・又、道路等の公共施設のバリアフリー化をより

● 単身世帯への支援を

目指します

・緊急通報システムの普及
● 免許返上した方々
（買い物しにくい方々）
がお出か

● 就労支援の充実を！

け可能とする対策に力を入れます
・ところバス予算を、デマンドタクシーや乗り合い

〜教育・子育て支援〜

タクシー等にまわす市が検討中の施策を
応援！

● 小・中学校を３学期制にする事を強く求め続けて実現しました
（平成２７年度から新しい３学期制になった）

● ０〜３才児の親子が遊べる
「集いの広場」設置を求め
「こどもと福祉の未来館」
の中に設置され
ました。

● 発達障がい児の為の総合的な医療療育の継続した相談機関「療育支援センター」の設置を求
め、
「こどもと福祉の未来館」
内に設置されました
（私が、教育福祉委員長の時に多くの議員の賛同を得て
「療育支援センター設置」
を提言でまと
め市に届けました）

▲

● 放課後学童対策の
「児童クラブ」
の指導料が、他市と比べて高すぎると質問して、指導料を下げ
ました。
（１万６千円が１万円になった）保護者の方々に好評

南陵中学校の校舎外壁が老朽化し
て︑テラスの柵も錆びていて危く見
える ︒外 壁 塗 装 を 早 急に 実 施 する
よ うに ︑
一般 質 問で求 めた ︒昨 年 末
に外壁塗装が完成した︒

● 働く親の支援を訴えてきて吾妻地区に私が議員になってから
「認定保育園が５園」建設されま
した

▲吾妻地区ふれあいスポーツフェスティ ▲平成 31 年「吾妻地区新春のつどい」
で挨拶を。
日常的に地域の安心・安全、
バルで、柴山文科省大臣とご一緒に。
住み良い地域づくりにご尽力されてい
る方々が、126 名参加されました。

