一 待機児童の解消・子どもの受け
入れ体制の強化 を訴えて参りました！

〜質問の背景〜

︵平成 年９月議会より︶

栄町のほとんどの子育て世代が現在︑就業してい
る︒もしくは将来的に就業を希望している状況にあ
る︒従って︑子育てがしやすい環境を整えることが急
務であるし︑定住移住の観点からもますます重要に
なるのではないかと考えた︒

果

定員１７０名に対し現在１７７名となっている︒定

◆結

果

員より園児数が上回っている状況となっている︒今
平成 年４月より病児・病後児保育事業が北総栄
後の保育環境を充実させていただきたい︒
病院内で﹁栄町病児ルーム﹂が始まった︒平成 年
４月から平成 年１月末までの利用者数は︑予想を
◎町の答弁
上回る 人となっている︒
平成 年度の入園状況は︑特に０歳児から２歳児
時 間 ＡＭ８時〜ＰＭ６時まで
が多くなり︑安食保育園もみなみ栄保育園もいっぱ
保育日 月・火・木・金曜日︵年末年始︑祝日は除く︶
利用料 日額２︐５００円︵食事は持参︶
いになってきている︒そのため︑ながと幼稚園の認
詳細は︑福祉課子育て支援班︵０４７６ ３ｰ３ ７ｰ７０８︶
※
定こども園化を進めていき︑平成 年４月の開園を
までお問い合わせください︒
目指している︒さらに︑安食保育園の定員を増やし
ていただくため︑園舎の拡張工事も予定している︒ ◆まとめ
また︑特定非営利活動法人ねむの里と小規模保育
子育てをする若者世代を町に呼び込み︑﹁子育て
事業や園児の駅前送迎サービス事業の実施について︑ しやすい町﹂にしていくことは︑定住・移住を促す
平成 年度からの開始を協議している︒
大きなアドバンテージとなる︒若者や子どもたちが
この町に増えてくれば︑町は活性化していき︑老若
男女を問わず︑みんなが住みよい町となるのではな
いか︒この信念を曲げずこれからも議会で発言し行
動していきたい︒少しずつではあるが︑客観的にも
明るい結果が出つつある︒先程紹介させていただい
た︑ちばぎん総研の定性分析評価︵町民のアンケー
ト結果ですので︑満足度と言っても良いかも知れま
せん︒︶では︑出産・子育て分野で印旛郡地域９市
町で第一位を獲得︒さらに︑０歳〜４歳までの幼児
の社会増減数は︑平成 ︑ 年度では︑大きくプラ
スに転じている︒左の表をご覧いただきたい︒

総集編

二 病児・病後児保育の必要性
を訴えて参りました！

◎町の答弁

27

これらの表で分かることは︑﹁子育て・出産がし
やすい﹂という町民の満足度が高まれば︑子どもの
数も比例して増えていく︒少なくとも数値上は︑そ
のことが一定の根拠をもって裏付けられたのではな
いか︒もちろん︑まだまだ予断を許す状況ではない
ので︑定住移住を促すために﹁子育てしやすい町﹂
へ向けて︑引き続き全力で取り組んで参りたい︒

※平成 27 年度は平成 28 年 2 月現在までの数値です。

★橋本質問

◆結

︵平成 年９月議会より︶

平成 年 月よりみなみ栄保育園が開園された︒
これにより町内の待機児童数が大幅に改善された︒

★橋本質問

+２５人

27

子どもが病気や病後の際に保育所が預かりをでき
ない場合があることが問題と考えている︒現在︑働
きながら子育てをしている方の支援を目的に︑定員
は１日３名程度を基本的な事項として病院等と協議
している︒戦略における一つの施策案として検討し
ていきたい︒

増減

転出
３５人

+２７人

●平成 27 年度
年齢
転入
0〜4歳
６０人

増減

転出
３６人

29

「子育てしやすい町へ」

待機児童を抜本的に解消できる手立てを講じるこ
とが出来ないか︒

◎町の答弁

での定性評価は、栄町は、なんと県内第一位となっております！

待機児童の解消を早期にはからなければならない
と考えている︒さかえ保育園
︵現在のみなみ栄保育園︶ ★橋本質問 ︵平成 年３月議会︑平成 年９月議会より︶
共働きの方々の子どもたちが病気になった場合に
より認可保育園を開園したいとの申し出があった︒
開園に向けてできるだけの協力をしていくつもりだ︒ 現在︑預ける場所がなく︑大変困られている状況に
ある︒事業実施へ向けて着実に進めていただきたい︒

※なお、6 位以降は省略致しました。ちなみに、安心・安全の分野

Ｈ 年 月より町内では︑保育園が１園増え２園
体制で受け入れを行っているが︑みなみ栄保育園で
は定員 名に対し現在 名となり︑安食保育園では

27

●平成 26 年度
年齢
転入
0〜4歳
６３人

-11 人

26

増減

転出
５６人

-４人

28

増減

成田市
四街道市
印西市
白井市

27

●平成 25 年度
年齢
転入
0〜4歳
４５人

一般質問

26

62

栄町のＨ24 〜２７年度までの
0 〜４歳社会増減数推移表

栄町
２位
３位
４位
４位

自治体

１位

28

４年間全力で
取り組 ん で
参 りまし た！
！

hiroshi8221@dream.com

http://hashimoto-hiroshi.jp

FAX:0476-95-7877

〒270-1515 栄町安食台 5-11-4 TEL:0476-80-0808

位
順

88

転出
５０人

第 一 位 を獲得!!

10

活動報告
ひろし 新 聞 39歳

らしんばん 橋本

24

ちばぎん総研が行った出産・子育て分野
定性分析評価（平成27年）印旛地域 9 市町比較
27

●平成 24 年度
年齢
転入
0〜4歳
４６人

評価、印旛地域（９市町）で

25

10

50

栄町議会議員

春号
発刊

H24〜H28年議会

27

栄町が出産・子育て分野の
25

橋本 浩
発刊：栄町議会議員

三 小・中学校の
エアコン設置
トイレ洋式化
グラウンド整備

果

などの充実 に
取り組み ま し た ！

年６月議会より︶

︵平成

を充 実 さ せ る組 織 に
ついて提言しました！

年 ９月議会︑平成 年
９月議会より︶

索

四 子育て支援
高れい者施策
橋本質問

町の答弁

町が取り組む社会福祉施策︑高
橋本質問 ︵平成 年９月議会より︶
齢者施策︑とりわけ国の介護保険
学校施設へのエアコンを順次︑設置していただき
制度も変更されている︒更に子育
たい︒
て支援策についても多くは︑福祉
町の答弁
課が対応しており︑福祉課の業務
中学校が統合された際には︑財源を確保した上で︑ 量が相当重くなっていると感じる︒
希望通りに設置したい︒
こういった事業を充実させていく
ための体制についてどう考えるか︒

◆結

月議会︑平成

年１月︑栄中学校にエアコンが設置された︒

年

橋本ひろしで検索！！
栄町

平成

︵平成 年９月議会︑平成

あ と

が き

橋本ひろし後援会は、随時会員募集中です。
お気軽にご連絡お待ちしております。

橋本質問

ＴＥＬ：０４７６（８０）０８０８
メール：hiroshi8221@dream.com

今回の三月議会で︑
二期目の栄町議員としての最後の議会が終わり
ました︒この四年間を振り返れば様々なことがありました︒友だちや
地域の方々︑
たくさんの方々の支えがあったからこそ︑
ここまで来るこ
とができました︒この場をおかりし深く感謝申し上げます︒本当にあ
りがとうございました︒８年前︑
みなさまとお約束した﹁すべての政策
は町民にとって利益となるかどうかを判断基準として活動していく﹂
という信念は︑今も全く変わっておりません︒そして︑町が直面してい
る﹁人口減少﹂や﹁少子高齢化﹂
への大きな課題に私なりに全力で取り
組んで参りました︒今号でもお伝え致しましたが︑確かにいまだ予断
を許さない状況ではあるものの︑明るい材料も出てきました︒数字上で
は人口減もピーク時と比べれば︑徐々に歯止めがかかってきましたし︑
何より平成二十六︑
二十七年度と〇〜四歳児の人数は増加に転じてお
ります︒こういった小さな芽を確かな枝葉としていき︑
この町の活気を
取り戻すためにこれからもしっかりと歩んでいくつもりです︒
最後になりますが︑初心を忘れず︑皆さまと共に全力を尽くして参
りますので︑今後ともご支援︑
ご指導を賜りますようよろしくお願い申
し上げます︒

●橋 本ひろし後援会

子育て支援︑高齢者施策におい
て一層の充実を図るためにも︑ど
ういった課にしていけばいいのか
組織体制を検討する︒

栄町商工会青年部
栄町青少年相談員
安食台小学校区 ふれあい推進委員
婚活実行委員
栄町ライオンズクラブ
有限会社 朝日ワンステップ 代表取締役

果

その他活動

◆結

委員長

小・中学校におけるエアコン︑トイレ洋式化︑グ
ラウンド整備などの学校施設を充実させていただき
たい︒

昭和 52 年 2 月 21 日生まれ
栄町立安食台小学校 卒業→地元の少年サッカーチームに所属し、ポジションはＦＷでした。
栄町立栄中学校 卒業→ソフトテニス部に所属し、キャプテンとして頑張りました。
成田高等学校 卒業→やはりソフトテニス部キャプテンとして活動しました。
高校 3 年生の時、兵庫県神戸市長田区へ阪神大震災ボラン
ティア活動に参加しました。
二松学舎大学 卒業→4 年生の時、学生会会長として活動しました。
平成 20 年 栄町議会議員選挙初当選→初心を忘れません。
平成 23 年 東日本大震災ボランティア活動
（宮城県石巻市、浦安市、旭市、栄町）に参加しました。
平成 24 年 栄町議会議員選挙 2 期目当選→現在奮闘中です。

26

検

27

子育て支援については平成 年
８月に子育て相談センターがふれ
あいプラザに開設された︒これに
より子育ての悩みについて相談で
きる体制が確立された︒さらに平
成 年４月には福祉・子ども課と
健康介護課ができ︑それぞれの業
務に特化できる組織体制となる︒

議会での役職

教育民生常任委員会 委員長
新たな介護保険制度対策特別委員会
議会だより編集委員会 委員長
印西地区衛生組合議会議員

39 歳

橋本ひろしの歩み

町の答弁

28

橋本ひろし

らしんばん

27

27

栄町

12

28

27

24

26

エアコンの設置及びトイレ洋式化については︑な
るべく早い段階に実現したい︒
グラウンドの状況は︑各小中学校の砂じん︑排水
機能の問題などを把握している︒整備の大小はある
が︑順次対応して参りたい︒

12

h t t p : / / h a s himoto-hiroshi.jp

インターネット版

23

４月 17 日
（日）
は、
４年に 1 度の
栄町議会議員選挙
投票日です。

果

選挙へ行こう！

◆結

26

28

27

全小学校へのエアコンが平成 年度中に設置され
ることとなった︒
また︑安食台小学校グラウンドは平成 年３月に
改修工事が完了し︑安食小学校グラウンドは︑平成
年度中に改修予定となった︒
また︑トイレ洋式化については︑安食台小学校で
は平成 年 月に改修工事が完了した︒安食小︑布
鎌小︑竜角寺台小および栄中学校は︑平成 年度中
に予定されることとなった︒
各々の課題に議会で幾度となく質してきたが︑生
徒・児童の学習環境を整えることは︑今や定住移住
施策にもつながる重要な課題と考え取り組んできた︒
28

