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高齢者肺炎球菌
ワクチンの接種費用の
公費助成について
わが国の肺炎による死亡率は︑がん︑
心疾患︑脳血管疾患に次いで第4位で︑
特に 歳以上の肺炎による死亡率は急
激に増加しております︒高齢者の肺炎
による死亡原因の主たるものは︑肺炎
球菌の感染によるものであり︑高齢者
への肺炎球菌ワクチン接種による予防
対策が︑益々重要となってきています︒
そこで︑本市では︑市民からの要望
も踏まえ︑従来全額自己負担であった
肺炎球菌ワクチンの接種費用について︑
本年4月から 歳以上の市民に対し︑
接種費用の一部として︑3千円を新た
に助成することとなりました︒
この接種費用の一部助成により︑ワ
クチン接種が促進され︑肺炎による重
症化や死亡の抑制に寄与するものと大
いに期待をしています︒
子ども医療費の助成制度について︑
本市では通院分医療費について小学校
就学前までを助成対象としており︑入
院分医療費については︑市の単独事業
として中学３年生までを助成対象とし
ていました︒
少子化が進展する中で安心して子育
てを行なっていただくための重要な経
済支援策である通院分の医療費につい
ても︑本年 月から助成対象を中学3
年生まで拡大して実施しすることとな
りました︒
なお︑厳しい財政状況の中︑財政へ
の影響や受益と負担の公平性等を勘案
し︑年齢拡大の実施から1年後を目途
に︑所得制限及び市税や保育料等の完
納要件を設けられるので市民への十分
な周知を図りながら︑財源の適正かつ
効果的な活用を図ってもらいたもので
あります︒

赤山・新井宿地域は︑豊かな自然
環境に恵まれ︑江戸時代に関東郡代
を務めた伊奈氏の陣屋跡地が存在す
るなど︑本市が誇る歴史文化遺産を
有するとともに︑赤山の枝ものや安
行の植木をはじめとする本市農業の
中核的な地域であります︒また︑近
隣にはグリーンセンターや緑化セン
ター等の観光・集客拠点があり︑こ
れらを支える道路網や埼玉高速鉄道
等の交通インフラの面においても高
い利便性を有しています︒
そ し て ︑ 本 市 で は ︑﹁︵ 仮 称 ︶ 赤 山
歴史自然公園等検討委員会﹂でとり
まとめられた構想を踏まえ︑自然環
境や歴史文化遺産を活用した︑地域
の振興や都市農業の活性化にも資す
る公園︑さらには︑昭和８年の市制
施行以来の懸案事項であり︑平成
年には︑ 万人を超える市民から請
願書が提出された火葬施設について
の計画案を策定し︑昨年８月以降の
地 元 説 明 会 等 を 経 て 過 日 の ２ 月 末に

石御堂橋の信号機
設置について

30
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は︑当該地域の約 ヘクタール
を公園の区域として︑約 ヘク
タールを火葬施設の区域として︑
それぞれ︑都市計画決定がなさ
れました︒
今後は︑広域的な集客性の確
保の観点から︑隣接する首都高
速道路の川口パーキングエリア
と連携したハイウェイオアシス
の実現に向けて関係機関と協議
を行ない︑地元の方々のご意見
も伺いながら︑地域の特性を活
かした︑本市の新しい顔にふさ
わしい公園となるよう整備を進
めると同時に︑多くの市民の長
年の要望であった火葬施設の整
備についても︑水と緑に囲まれ︑
周辺環境と調和した施設となる
ように︑地域の理解を得ながら
取り組んでもらいたいと考えて
おります︒

14

第二産業道路の石御堂橋に信号機が
3月 日︑新たに設置されました︒こ
れまで悲しい事故が発生する等︑危険
な場所であり地元本蓮町会から信号機
設置に向けた要望が何年も前から出さ
れていました︒
この設置により短い距離で３ヶ所の
信号機が連続することとなり自動車の
運転は走行しづらくなりますが︑歩行
者等が安全に横断出来る事に加え︑産
業道路へ出入りする生活道路の選択肢
が広がり交通量分散が期待できると考
えております︒
この設置場所から隣接した本蓮１丁
目では生活道路の時 速 km規制も始
まっていますので︑自動車の走行には
充分ご注意を頂く事をお願い申し上げ
ます︒
今後も市民の皆さんのご協力をいた
だきながら危
険個所の整備
を進め交通安
全対策もしっ
かりと推進し
てくことに努
めていきます︒
21

10

日光御成道は、江戸時代に徳川将軍の日
光東照宮への社参のために、言わば「将軍
専用道」として整備された街道であり川口
と鳩ヶ谷は、その宿場町として共に発展し
てきた歴史的経緯があります。
合併という大きな節目を経て、新川口市
の更なる一体感の醸成を図るとともに、本
市をより一層ＰＲするためこの歴史的財産
を活かし、鳩ヶ谷市との合併１周年にあた
る本年１１月に、徳川将軍の日光社参行列
を再現する「川口宿 鳩ヶ谷宿 日光御成道ま

つり」を開催することとなりました。
そして、２月に本まつりの趣旨にご賛同
いただいた皆様により「川口宿 鳩ヶ谷宿
日光御成道まつり実行委員会」を設立し、
新たな川口市の活性化につなげるためのス
タートを切ったところです。
また、旧鳩ヶ谷市で行なわれていた
「鳩ヶ谷まつり」と「商工まつり」も同時
に開催し、市内外から日光御成道周辺を訪
れる方々を増やすことで、市内経済の活性
化を図り、人と人との交流を促進するとと
もに、市民の本市に対する愛着がより深め
られ意義深い まつり となることを願っ
ております。
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市議会議員に出来る事は何なりとご相談ください！

板橋ともゆき政務調査事務所

〒334-0061 川 口 市 新 堀 8 4 1 番 地

TEL.048-281-5246 FAX.048-285-9644
e-mail itaba-fp@sainet.or.jp

携帯でサイトへ！

出前市政
報告会！

板橋ともゆきは、一人でも多くの市民の皆様に市政の現状や課題をお伝えするため、出
前市政報告会を行っています。
「川口市政、市議会に言いたい事がある。」など、報告にとど
まらず、ざっくばらんな市政について意見交換が出来ればと思っています。ご希望の方は、メ
ールかＦＡＸにてご連絡下さい。お待ちしています。

ご意見・ご要望を下さい！

ＦＡＸ

各社のバーコード対応機種で
ご利用出来ます。

検索

板橋智 之

市政全般について、板橋ともゆきについて等、どんなことでもかまいません。
ざっくばらんなご意見・ご要望をお待ちしています！
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◆ご意見を記入して下さい。
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