検査日時点でさいたま市に住民登録があり、
「 妊娠を希望
する16歳以上50歳未満の女性の方」や、
「 妊娠を希望する
女性のパートナーの男性の方」が対象。

★予防接種費用の助成を受けるには、
まず抗体検査を受ける必要があります。
◆風しん抗体検査

検査費用：無料

平成25年7月13日（土）〜平成25年9月30日（月）
◆麻しん・風しん混合ワクチン・風しんワクチンの任意予防接種
平成25年7月13日（土）〜平成25年10月31日（木）
医療機関で定める接種料金から3,000円を助成
◆お問い合わせ先

浦和区保健センター：８２４−３９７１

◎保育士の人材育成と確保のための補助の開始！
給与改善に取り組む保育所へ補助金を交付し、研修事業を
実施。保育士の数と水準確保により待機児童の解消につな
げる狙い。
（ 中面 議案質疑の項 参照）

ちなみに、本市では今年度6保育園の新設（定員480名）、

2保育園の定員増（計60名）を予定。

◎貧困ビジネス規制条例の制定
今や社会問題ともなっている貧困ビジネスを規制する条

例が制定された。民主党さいたま市議団も政策課題として
積極的に取り組んできたもの。事業者の業務の適正化を確

保し、不当な営業行為の防止と、被保護者の権利利益を擁
護し、自立の支援を図る。
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ぎ
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清水市政
2期目がスタート!

暑い毎日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか？熱中

症などのニュースもよく目にしますが、事前の対策で回避できるケースが
多いそうです。皆さまご自愛頂きますよう、お願い申し上げます。
さて、昨年末の衆議院議員選挙、5月のさいたま市長選挙、7月の参議院議員
選挙と大きな選挙が続きました。
さいたま市長選挙においては、清水勇人市長が再選されました。特区事業
の推進、行財政改革や再開発事業の推進、さいたまクリテリウムｂｙツールド
フランスというイベントなども控え、行政の継続性という意味でも、良かっ
浦和駅東西通路開通セレモニー

浦和駅の東西口が一体となっての活性化が重要。

地域の運動会のお手伝い

市民、NPOが
中心となった地域の運動会のお手伝い。

コミュニティサイクルに試乗

本年度から本格開始。その場で登録即利用。

たと考えています。今年は、市政の柱となる総合振興計画基本計画が10年
ぶりに改定になります。さいたま市にとっても、1つの節目を迎えています。
清水市政2期目に期待するとともに、是々非々で市民生活のために議論を
尽くして行きたいと思います。また、国の施策の動向もしっかり捉え、制度
の活用などを進めることも重要です。

■昭和40年（1965年）8月27日生まれ A型
■浦和市立高砂小、岸中、県立浦和高、
慶應義塾大学商学部卒業。
■埼玉銀行を経て、警備会社を経営。平成23
年5月よりさいたま市議会議員（浦和区）。
■総合政策委員会、予算委員会所属。

任期4年の折り返しを迎え、所属委員会の変更がありました。小柳よし
ふみは、総合政策委員会の所属です。政策、地域経済、財政、防災・危機管理、
シティーセールス、行政改革、地下鉄7号線などが主担当になります。もちろん、
浦和ライトダウン2013

浦和駅周辺での
環境啓発イベント。次回は冬至の日の予定。

外国人留学生の弁論大会

語学力だけでなく、真摯な発表内容に感動。

地域の防災訓練に参加

防災士の資格を
活かして参加。起震車が人気です。

子育て世代の1人として教育、子育てに関しても、これまで通り取り組んで
まいります。今後の小柳よしふみの活動にご注目ください。
さいたま市TOPICS

第9回市政報告会
浦和パルコ 10F

8月25日（日）

日時： 平成25年

18:30〜19:45

会場： 浦和コミュニティセンター

第14集会室

1. 清水市長再選２期目へ

5月19日に投開票された市長選挙は、17万票
を超える得票で清水市長が再選。投票率は、３７．
９８％（前回４２．
７８％）。市長選挙の重要性を考え
ると低すぎる。もっと関心を持っていただく工夫も
必要です。

2. さいたまクリテリウム
byツールドフランス開催！

10月26日（土）にさいたま新都心周辺にて自転
車の周回レース「クリテリウム」が開催されます。
ツールドフランスの名前を冠したレースがフラ
ンス国外で開催されるのは世界初の快挙です。
（詳細 中面参照）

3. 風しん抗体検査・予防接種の
費用助成の開始
現 在 、2 0 代 から4 0 代 の 男
性と20代女性を中心に風しん
が流行しています。特に、妊婦
や 妊 娠 の 可 能 性 の ある方 は、
胎児の先天性風しん症候群の
おそれもあり、感染しないよう
に十分な注意が必要です。
そこで、本市では、風しんの
抗体検査及び任意予防接種費
用の助成を決定しました。
（詳細 最終面参照）

6月議会の市長提出議案に対する質疑のため会派を代表して登壇！
本会議から

予算委員会から

◎民間保育所環境整備事業（保育士の給与改善、
研修、資格取得の推進に関する補助）について

◎本会議に続いて、民間保育所の環境整備に関しての
質疑を行う。

保育士の人材確保、育成のための補助の継続を求める！

市の考える必要資格者数と本事業での保育士資格取得の目途は？
回答

待機児童の解消が現在の大きな課題であるが、
本事業との関連性は？
回答

回答

回答

単年度限りについての懸念は持っている。基金の財源の問題も
あり、国の動向に従う。

◎審議会設置条例の制定について

回答
の 点
小柳よしふみ 視

保育所が人材確保に苦労をしている。都内へ人材の
流出も。人材確保、定着のための処遇改善は良い。
継続は、絶対に必要。

専門的な立場からの意見集約が必要。総合的な視点も重要なため、
他の計画の検討状況を共有して行く。

の 点
小柳よしふみ 視

条例による審議会の設置根拠や内容の明確化は、評価。
各計画の総合的な効果が発揮されるような取組み
が重要と考える。

◎緊急経済対策の補正予算の効果について
回答

平成24年度2月補正予算の事業数92件、102億円は、6月末で8割着手の見込み。

地域経済への効果は？

回答

どのような組織で全体統括しているのか？

さいたまクリテリウム実行委員会事務局が司令塔。庁内推進会議を通じて各職員へ指示
がなされている。

イベントの企画や協賛金の進捗状況は？
回答

地域における図書館のあり方の研究

補助金がなくても保育環境の整備や待機児童対策を行う所に、市の
特長が生まれ、ブランド化へもつながる。継続が必要と考えます。

◎随意契約の適正実施を求める
一社匿名の随意契約のチェック体制は？
回答

商店街活性化の研究

「水木しげるロード」を視察

担当所管からの書面と必要に応じてヒアリング、最終的には建築工事等
請負業者審査選定委員会で決定している。

回答

特許に関して所管課で事実誤認があった。

随意契約の継続の手続きに疑問を持つが？
回答

本件は専門性が高く特殊な事情も勘案し、適正と判断した。

産業関連表の勉強会

イベント・事業の地域経済への波及効果の検証のため

5月末時点で市内事業者への発注が9割超。活性化に寄与していると認識している。

◎さいたまクリテリウムbyツールドフランスの成功のために!
回答

日本一の図書館を視察（鳥取・岡山県立）

の 点
小柳よしふみ 視

継続している随意契約の理由書に疑問があるものが見られる。
どういう事情だったのか？

総合政策委員会から
執行状況は？

保育士の処遇改善は重要。政令指定都市会議など各種会議など
を通じて、国への要望は継続してゆく。

さいたま市産業振興ビジョン審議会条例をはじめ、観光振興、雇用促進
など計4本が経済関係の各ビジョン作成の審議会となっている。

相互に関連しているが、個別の計画ごとの審議会である。
経済政策としての統一性や各ビジョンの相乗効果という
観点についての所見を求める。
回答

今後の国の動向を見てゆく。

給与に関しては、一旦上がってまた下がるとモチベーションが
余計に影響するのでは？継続性を担保してほしい。

国における本事業は単年度限りとなっている。動向を見守りたい。

事業趣旨や給与の補助などの内容から考えて継続的な
取り組みが必要と考えるが？

自転車道のありかた研究のため
街頭アンケートを実施

あと230名程度必要と考える。本事業では、15人。

事業の継続性が必要なのは、明らかでは？

保育士の待遇改善による保育水準の向上と人材の確保は、
保育児童数の拡大において重要である。

本事業は、昨年度の国の補正予算で積み増しされた県の
基金が財源である。事業の継続性についての所見を求める。
回答

調査・研究活動

今同時進行で行っているところで、答えられる段階ではない。

専任職員などによる実働組織が必要なのでは？
回答

職員、マスコミ、ボランティアなどによる新たな
部会の組織を検討中。

地域への経済効果を図る必要があると考えるが？
回答

市内の特産品ブースや地元商店街、近隣商業施
設のご協力のもと、地域産業への経済効果を図
って行きたい。

さいたまクリテリウム
byツールドフランス開催！
世界的な自転車レースが開催されることは
素晴らしく、地域経済の活性化の期待をしたい。
また、本事業の成功を通じて、安全・快適な自転車
のまちづくり、健康・福祉の増進などへつなげる
ことが重要と考えます。
日時
会場

10月26日（土） 10:00〜17:00（予定）

平成25年

さいたま新都心駅周辺

サテライト
会場

サイクルフェスタ
イベント、出展ブース、
パブリックブーイング等

インフォメーション

さいたまるしぇ
さいたま市とフランスの
特産品販売を中心の
「市場」を開催。
クリテリウムパーク
（一般の入場制限）

特設コース

START&GOAL

選手の紹介やパブリック
ビューイング、実況中継、
表彰等を行うエリア

浦和駅東口駅前広場、
大宮鐘塚公園周辺など

【小柳よしふみ情報】 今年度からの所属委員会・担当。

総合政策委員会・大都市行財政特別委員会・予算委員会・都市計画審議会 委員

