
平成26年度日野市予算　公明党の実績
●ピロリ菌による胃がんのリスク健診→予算化！　対象は平成26年度に40歳に達する市民

●小中学校の校舎の耐震化と体育館の非構造部材の耐震化→校舎の耐震化は今年度100％達成へ。
比構造部材は平成26年度中に工事完了をめざします

●停電時のための防災デジタル無線の設置→市内14か所の福祉施設に設置へ

●「日野市融資あっせん制度（運転資金、設備資金制度）」の拡充による中小企業の支援充実
開業資金・個人の場合は保証人が不要に！融資限度額も増額へ！

●臭くない学校トイレへ→トイレ設備の洋式化及び改修（毎年2校の改修を実施します）

●市内の中学生が教師引率で被災地の中学生と交流します

●『被災地で学ぶ生きる力プロジェクト』被災地への子ども派遣事業及び「平和事業～親子で広島派遣
事業」が夏に実施へ→峯岸が一般質問で提案していました。

●私立幼稚園の保護者負担軽減へ→一番上のお子さんが小3以下の世帯で。
2人目が半額　3人目が無料へ

●校庭の芝生化促進→三沢中の農園を芝生化しスポーツで利用へ

●防犯カメラの設置基準を検討へ→過去3回一般質問で提案してきました

●平和首長会議への加盟（平成26年12月）→平成25年9月議会で提案！

ごあいさつ
　平成26年２月16日の日野市議選で3期目の当選（2190票 第4位）を果たしました。
今後2年間の任期で健康、福祉、教育を所管する民生文教委員会の副委員長、国
民健康保険運営協議会委員を拝命いたしました。これからも、現場第一主義で皆
様の声を市政に都政に国政に届けてまいります

市政ホットニュース市政ホットニュース
★広報ひのが7月1日号から（新聞折り込み方式から）全戸配布へ
　広報紙が7月からタブロイド判からA4版・カラー刷りに（スマートフォン専用ページも開設）

ピロリ菌検査の署名（10080人）
を市長に提出！
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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）
「MULTI」→「lifekit」→「バーコードリーダー」→QRコード読取→「サイト接続」
（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）

峯岸弘行facebookにお友達リクエストをお願いします
http://www.facebook.com/minegishi21

みねぎし弘行
facebookにつながります

平成26年5月1日号

日野市議会議員　峯岸 弘行
〒191-0031 日 野 市 高 幡 1 - 1
TEL.042-591-8819 FAX.042-592-3629
http://www.minegishi21.com
E-mail:hiroyuki@minegishi21.com

（春夏号）

電話電話 042 042-591591-88198819電話 042-591-8819 の 1 1 0 番の 1 1 0 番
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絶対に許せない！絶対に許せない！ ★市職員を装った振り込み詐欺に注意を

★☆★議会レポート（3月議会）★☆★★☆★議会レポート（3月議会）★☆★

軽消防車の導入

共産党のチラシ・ポスター・公報の記載

箱根ケ崎駅の駅なか投票所

秩父市の雪かきボランティアに参加

牛乳アレルギー対応ミルクも備蓄へ

1.東日本大震災から3年　日野市の防災対策と被
災地支援策を問う

　Ｑ　住宅密集地・延焼防火対策のための軽消防車の導入を
　市　車両の更新時期に合わせて検討します。

　Ｑ　食物アレルギー対策の食料備蓄品の計画的準備を
　市　27品目の食物アレルギー対応食品の備蓄を検討していきます。

　Ｑ　福祉避難所協定の締結推進を
　市　昨年締結した東京都立七生支援特別学校のほかに、今年度中

に市内13の福祉施設と協定締結予定です。

　Ｑ　災害時の避難拠点の体制充実のためにリヤカーと発電機をセ
ットで全小学校に配備を

　市　必要性は認識しているので設置を検討します。

　Ｑ　日野市の防災訓練や防災フェアの際に、年に１度はエリアメ
ールの試験運用をすべきでは？

　市　実施を検討します。

災害時に高齢者や障害者等を支援するために、雪かきボラン
ティアを含む、災害支援ボランティア登録制度を導入すべき。

2.「今回の日野市議選での問題点と対策を問う」
　Ｑ　想定を見直し、荒天、大雪など、どんな環境でも、市民が安

全に平等に投票できるようにすべき
　市　非常な事態においても公正、適正な選挙が執行できるように

対策を講じます。

　Ｑ　高幡不動駅南北通路等への駅中投票所の開設を
　市　検討します。

　Ｑ　日野市議選前に市内全域に掲示、配布された日本共産党のチ
ラシ・ポスター及び選挙中に全戸配布された選挙公報に書か
れた内容（の一部）は本当か？

　●「地区センターの有料化」について検討されたことがあるか？
　　市　検討していない。
　●「学校の校庭・体育館の有料化」について検討したことがあるか？
　　教育委員会　検討していない。

→この答弁により、日野市議選の際に共産党日野市議団が掲示した
ポスター及びチラシ、選挙公報の内容の一部はウソの記載であった
ことが証明されました。

3.（仮称）「文化・健康・複合施設　高幡交流センタ
ー」建設について　

「武雄市がTUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・
クラブを指定管理者にして作った武雄市図書館などを参考

に」民間の力を活用した新しいタイプの文化・健康複合施設の建設を

民間活力の導入やどのような周辺施設の複合化が有効かな
どを検討し建設計画へ進めていきます。

峯岸の
意　見

峯  岸

市
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★ひのフォトっピックス★ひのフォトっピックス

皆様の声が実現！皆様の声が実現！皆様の声が実現！皆様の声が実現！皆様の声が実現！

ひのトピックスひのトピックス ★公明党が推進！　給付型奨学金を創設　今春から高校生約13万人に！（世帯収入が250万円未満の場合）

①通学路の安全対策（落川）
日頃、ご要望いただいている多くの通学路の安
全対策が年度末に一斉に施工されました。

②明星大学大通りの道路改修
（程久保2丁目～3丁目）
数年前からいただいていた要望がついに実現で
きました！

③危険なマンホールの交換（程久保8丁目）
毎年、雨天や降雪時にバイク事故が発生してい
た交差点のマンホールを滑り止めタイプに交換
しました！

④百草園駅前信号機への「百草園駅前」名板の設置
「多摩市側には『百草園駅前』の名板があるの
に高幡側から来ると無いので、通り過ぎてしま
い、分かりにくい」とのご相談をいただき、斉
藤やすひろ都議を通じて都に要望し名板を設置
できました。（平成26年3月）

⑤雪害被災農家のビニールハウスの撤去・処分費
用を全額助成へ
2月の大雪後に、公明党日野市議団は直ちに、
大坪市長に雪害対策についての要望書を提出。
その後、1000万円のビニールハウス撤去、処
分費用の補助金が決まりました。

⑥歩道の水たまり解消工事実施
（高幡北駐輪場隣　高幡625付近）
毎日、多くの通勤通学の市民が通行する用水沿
いの遊歩道の水たまりを解消しました。

⑦カーブミラーの死角解消
（落川404付近）
「横断歩道標識が邪魔になってカーブミラーに
右側から来る子供や自転車が見えない」とのご
相談をいただき、横断歩道標識を下にずらして
死界が解消されました。

『エール』日野市発達・教育支援センター
都内初の福祉と教育が一体となった0歳から18歳を対象
とした支援施設が旭ヶ丘に開所（平成26年4月）

④ ④

⑤

⑥

① ③



●支給対象要件、給付額など
子育て世帯臨時特例給付金（注）

臨時福祉給付金給付金名
対象児童支給対象者

支給対象者の平成
２６年１月分の児童
手当などの対象と
なる児童
※臨時福祉給付金
の対象となる児童
および生活保護制
度の被保護者に当
たる児童は対象外

平成２６年１月
分の児童手当
（特例給付を
含む）の受給
者で、平成２５
年中の所得が
児童手当の所
得制限に満た
ない方

平成２６年１月１日現在、次の全てに該当す
る方
①住民基本台帳に記録されている
②平成２６年度市民税（均等割）が課税され
ていない（当該市民税が課税されている方
の扶養親族などを除く）
③生活保護制度の被保護者でない

対 象

対象児童１人につき１万円

支給対象者１人につき１万円。さらに、老
齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、
児童扶養手当などの受給者は、１人につき
５千円加算

支給金額

（注）公務員の方（児童手当などを所属庁で受給している方）には、所属庁から「子育て世
帯臨時特例給付金申請書（公務員用）」と「公務員児童手当等受給状況証明書」が配
布されます。申請開始まで各家庭で保管を
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待機児童ゼロをめざそう待機児童ゼロをめざそう ★定員150名の「むこうじま保育園」が新井地区に開設（平成26年4月）

１. 配慮や手助けで支援  障がい者にヘルプカード
　（平成26年3月21日付）
　東京都日野市では、障害のある人の安心のために「ヘルプカード」を作成し、
2月中旬に障がい者手帳を持つ人に対して郵送で配達した。推進してきた公
明党の峯岸弘行市議が、このほど、はり整体クリニックを営む視覚障がい者
の高島亮樹さんと懇談した。ヘルプカードは障がい者が普段から身につけ、
緊急時や困ったときに周囲の配慮や手助けを求めやすくするもの。裏面に氏
名や緊急連絡先を記入し、障害や手助けしてほしい内容などを記入した情報
カードと共に携帯する。
　懇談の中で高島さんは情報カードに「目が不自由です」と記入し、持ち歩
いているとした上で、「周囲の人で理解している人が少ない。障がい者の中
にもヘルプカードについて『そんなのあった？』と言う人もいた」と話した。
峯岸市議は「市民への周知・広報に努めるとともに、ヘルプカードの活用も
働きかけていく」と語った。
　峯岸市議は2012年3月の定例会で、聴覚障がい者や内部障がい者など、見
た目では障がい者とはわからない人が支援を求めるときに「ヘルプカードは
有効」と訴え、普及推進を提案していた。
　市では障がい者手帳の無い人でも希望者には障害福祉課などで配布している。

２. 右折矢印信号機で安全を確保（平成26年3月23日）
　日野市を走る都道169号線の「日野八小入口」交差点に先ごろ、右折用矢印信号機
が設置され、「本当によかった。安心して曲がれます」との喜びの声が寄せられている。
　この都道の中央には、多摩都市モノレールの橋脚があり、右折する際、橋
脚で対向車が見えにくく、事故が起きそうなことが多かったため、市民から
対策を望む声が上がっていた。
　相談を受けた公明党の峯岸弘行市議は、東村邦浩都議と共に、都南多摩西部建設
事務所に対して右折用信号機の設置を要望。その後も粘り強く申し入れを行っていた。

　消費税引き上げによる負担軽減策として低所
得の方を対象に「臨時福祉給付金」、子育て世
帯を対象に「子育て世帯臨時特定給付金」が支
給されます。給付金の支給には、平成26年1月1
日に住民登録している市町村に申請が必要です。
日野市では申請書の郵送及び受付開始は平成26
年度の市都民税の税額が決定した後の7月以降
を予定しています。申請書が郵送されましたら、
お早目に申請してください。詳細については、
セーフティーネットコールセンター、子育て課
にご相談下さい。

（広報ひの　平成26年4月1日号より）

社会・政治の動きをわかりやすく伝えています（購読申し込みは峯岸まで！）
★公明新聞ダイジェスト

はり整体クリニックを営む視覚障がいの高島
さんと懇談する峯岸市議（2014年3月21日）

日野市の制度にはあまり知られていない、得
する制度があります。その一部を紹介します。

★申請を忘れずに！　臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例金について
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