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第132号 （夏秋号） 平成26年8月1日号

電話 042-591-8819

市政の110番
み ね ぎ し 弘 行

発行
QRコードの読取方法（携帯電話で簡単にみねぎし弘行ブログを見る方法）
峯岸 弘行
「MULTI」→「lifekit 」→「バーコードリーダー」→QRコード読取→「サイト接続」 日 野 市 議 会 議 員
（携帯電話により読取方法が違う場合があります 皆様からの声をお待ちしています） 〒191-0031 日 野 市 高 幡 1 - 1
峯岸弘行facebookにお友達リクエストをお願いします
みねぎし弘行
facebookにつながります

http://www.facebook.com/minegishi21

TEL.042-591-8819 FAX.042-592-3629

http://www.minegishi21.com
E-mail:hiroyuki@minegishi21.com

ごあいさつ
2月の市議選で3期目の当選をさせていただき、日々、多種多様な市民相談
をお受けしておりますが、福祉・年金・防災・平和問題と多岐にわたり、一
人の議員だけではできることは限られています。しかし、私たち公明党は。
全国に3000人を超える地方議員ネットワークを持ち、その4割が女性議員。
生活者の目線から都議会議員、国会議員とも携帯電話ですぐに連絡を取り合
い、皆様を守る政党です。日頃、困っていること、悩んでいらっしゃること
がございましたら、遠慮なく、私、みねぎし弘行までお声をおかけください。
尚、毎日の議員活動については「峯岸弘行facebook（フェイスブック）をご
覧ください。毎日更新しています。

★議会レポート（6月議会 一般質問）★
1. 今秋、イオンモールがやってくる。がんばる商店街の支援策について
Q
A

市内商店街の振興策として「ご当地ワオンカード（地域ポイントカード）と、
新規顧客集客に役立つ『まちゼミ』の導入を
ご当地ワオンカードの発行は導入に向けて検討します。まちゼミは商工会
が実施に向けて準備中です。

Q

商店会未加入のお店に地域振興を担っていただくための「商店街加入促進条
例」の制定を急げ
A 商工会などと支援策の検討チームを立ち上げていきたい。

石垣島ご当地ワオンカード

2. 障がい者差別をなくすための支援策について
Q 市内主要駅へのホームドアの設置推進を
A 引き続き鉄道事業者に要望してまいります。
Q 手話の子どもたちへの講習や市職員への研修会の開催を
A 様々な学習の時間を活用し、今後も子供たちへの講習の機会を増やしてまいります。
Q 障がい者の差別をなくす条例の制定のために日障連等と研究会の立ち上げを！
A 日野市地域自立支援協議会や団体との意見交換を活用し調査研究してまいります。

3. 引きこもり対策とワンストップ相談窓口の開設について

Ｑ=みねぎしの質問
Ａ=市の答弁

Q 引きこもり対策のワンストップ相談窓口の開設を
A 今年度、庁内及び関係機関との連絡会を設置し、その中でワンストップ相談窓口の設置について検討します。
を
日野市の社会貢献事業
介
行っている団体のご紹

「日野掃除に学ぶ会」 高幡不動駅南口周辺の早朝清掃（毎月第2日曜日 午前6時〜7時）
惟住（これずみ）594-7730
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皆様の声が実現！
①みさわ保育園のエアコンの室外機が壊れたので早急に修理を ②
→閉園直前のたかはた保育園の使用していない部屋の室外機
をはずして設置！（3月初旬）
②都道の拡幅を→東村くにひろ都議と連携し拡幅工事を施行！
（程久保8-7 4月初旬）
③昨年放火事件が連続発生したＵＲ高幡台団地の駐輪場への照
明設置が全部完了！（2月末）
④道路の穴の補修を→改修実施（三沢交差点前

6月中旬）

③

⑤道路の湧水改修を→全面補修の予算を今年度確保→7月に施
工予定（三沢5-9）
⑥女性への風疹の抗体検査とワクチン接種への助成を！→希望
する19歳以上の女性に対し抗体検査とワクチン接種の無料
化を実現！（4月〜）
⑦防災行政無線のデジタル化が今年から3年間かけて実施へ
（平成26年〜28年）

⑧

⑨

⑧広島・長崎への「子どもの平和派遣事業」が実現へ（親子等
5組10名 交通費・宿泊費・平和使節入場料の一部として
親子で1組4万円を補助）
⑨湯沢橋の歩道の改修を→補修を実施（5月下旬）

★暮らしに実績 公明党 都政・国政情報
●「地域包括ケアシステム」構築へ医療・介護総合法
２０２５年を見据え地域で効率的かつ質の高い
医療・介護を提供できるよう関連法を見直し。
高齢者が住み慣れた地域で医療・介護・生活
支援サービスを一体で受けられるように！
●難病対策を大幅に拡充
難病や子どもの難病（小児慢性特定疾患）に
対する医療費助成制度を大幅に拡充。難病の
助成対象を現行56疾患から約300に、子ども
の難病では現行514から約600まで広げた。
●被災地の復興加速へ土地収用手続きを簡略化
東日本大震災の被災地の要望を受けて復興特
区法を改正。土地収用手続きを簡略化し、高
台移転などの復興事業を迅速化。
高台移転

土地のかさ上げ

陸前高田市

★まちかどニュース
①日野市福祉事業団が4月〜社会福祉法人「おおぞら」
へ移行 みねぎしが提案して実現した「ちょこっと困
りごとサービス」等、市の障害福祉サービスは一部を
除き引き続き事業を継続
②日野宿本陣の累計10000人目の入場者、新選組のふ
るさと歴史館の累計10万人目の入場者を表彰！（峯
岸は以前、来場者増を目指すための目安として、合計
入場者数大台にのったときに表彰をすることを提案し
ていました！）
③日野市地域防災計画が策定→今年度中に新しい防災マ
ップ、洪水ハザードマップが完成配布予定です。
④自転車等駐車環境整備実施戦略が策定→平成27年4月
から放置自転車の罰金が2000円→3000円、原付
3000円→4500円に値上げへ。市営駐輪場は駐車場
整備費等確保のために有料化されます。（学生は半額
に減免を要望しています）
⑤日野市融資あっせん制度が拡充へ！（公明党が要望）
運転資金1000万円→2500万円 開業資金融資は連
帯保証人が不要に！
⑥『広報ひの』・『市議会だより』が新聞折り込みから全
世帯へのポスティングに変わりました。

給付金の相談窓口

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金についての相談窓口 585-1111
住民税非課税の方→セーフティーネットコールセンター 児童手当受給世帯→子育て課
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★みねぎし活動レポート
①毎週3回（月→高幡不動駅南口・火→百草園駅前・水→
高幡不動駅北口）駅頭でのご挨拶。政策の訴えを。
②たちあがれ気仙沼
（3月21日）

④

気仙沼市復興イベントに協力

③ひの新選組まつりにスタッフ参加（5月11日）
④程久保クリーンデーに参加（5月18日）
⑤全国災害ボランティア議員連盟総会に理事として出席
（5月19日）

日野第五支部党員さん等と程久保川の清掃

⑧

⑥日野市商店会連合会総会で来賓挨拶（5月28日）
⑦日野食品衛生協会の自治指導員として巡回指導に参加
（6月12日）
⑧引きこもり対策の視察に文京区の『ＳＴＥＰ』事業を視
察しました。
⑨みねぎし弘行が6月議会で意見書をが提出
「消費税の軽減税率の制度設計と導入時期の明確化を求
める意見書」を6月議会最終日に提出。公明・自民・市民
クラブなどの賛成多数で可決されました。共産党は反対
しました。

文京区役所

⑩

⑩商店会役員として10％プレミア付カワセミ商品券事業
に協力（以前、一般質問で数回にわたり、プレミア付商
品券の推進について要望してきました）

新カワセミ商品券販売協力

こんな時のための『お役立ち電話番号リスト』
★印は公明党が推進した実績、
Ｍはみねぎしの実績です。

保存版

①高齢者等ちょこっと困りごとサービス
585-5252 おおぞら 1回300円 電話受付 月〜金（Ｍ）

⑪女性なんでも相談
042-587-8177 男女平等課

②救急相談→「救急相談センター」＃7119
521-2323（24時間受付）★

⑫多重債務を解決したい方→「日野市消費生活相談室」
042-581-3556

③母と子の健康相談室→子どもの急病相談 ♯8000 ★

⑬地震など災害時の安否確認→171（ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル）

④高齢者安心相談→「地域包括支援センターもぐさ」599-0536
担当エリア 百草・落川・程久保（モノレール東側）
・三沢2丁目

⑭利子補給付きの融資を受けたい経営者
042-585-1111
（産業振興課）

⑤高齢者安心相談→「地域包括支援センターあさかわ」593-1919
担当エリア 高幡・三沢・新井・石田・程久保（モノレール南側）
・南平

⑮被害者・遺族等支援相談→042-585-1111
（日野市セーフティーネットコールセンター・安心生活総合窓口）

⑥悪質事業者からの被害（一般）
→日野市消費生活相談室
042-581-3556

⑯防災行政無線が聞こえなかったら 042-581-1500（Ｍ）

公明党・無料法律相談は
高木陽介事務所へお気軽に！

⑦仕事をさがしている方
（高齢者）
→しごとサポートひの
042-586-9517
至八王子

JR中央線

JR立川駅
南口 グランデュオ
ロータリー

⑩セクハラ、家庭内暴力
042-587-8177（日野市男女平等課）

自転車は駐輪場に！

立川南駅

多摩
都市
モノ
レー
ル

⑨いじめ24時間相談→「子どものこころの電話相談室
042-592-2782

至新宿
通り
立川

⑧仕事をさがしている方
（一般）
→ナイスワーク高幡
042-585-1111
（産業振興課）

錦町一丁目西

ザ・クレスト
ホテル立川

立川事務所
ampm上 3F

錦町一丁目

〒190-0022
立川市錦町 1-4-4
立川サニーハイツ 301号室
TEL：042（540）1155
FAX：042（540）1165
水曜・午後1時〜4時
要電話予約

http://www.takagi21.com/etc/oﬃce.html

駅周辺では自転車は駐輪場を利用し、違法駐輪はやめましょう。黄色の点字ブロックの上には絶対に自転車や物を
置かないで下さい。視覚障がい者にとっては命を守る大切な道具ですから。
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『校舎で・クラスで・・・過敏症の原因か 香り・化学物質で苦しむお友達』 ㈱ジャパンマニスト社
化学物質過敏症の方にとっては体調不良の原因になる『野焼き』は、やめましょう

