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市議会報告だより
第２９号 令和２年 ３月号

アメブロ も
やっています

平沢健一郎

床利用率は、 ％前後とほぼ
満床状態であり『断らない医
療』を継続するには病床枠の
増加が望まれていました。
県の公募に八病院が応募す
る中、新久喜総合病院は一五
〇床を応募しました。しか
し、 床の配分により『断ら
ない医療』を継続するには、
患者を地域に戻す逆紹介が重
要になり、地域医療連携の充
実が必要となります。
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済生会跡地の医療存続が不透明に
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がるイベントも行いたい。」
と議会でのべ、健幸・スポー
ツ都市宣言もあり、見沼マラ
ソンの復活などを含め、ス
ポーツイベント開催を示唆し
ました。
用水沿いは桜並木や遊歩道
が整備され、あやめ・ラベン
ダーなどの観光資源がもとも
とあります。以前は用水沿い
で自転車レースや見沼マラソ
ンを開催していた経緯もあ
り、菖蒲地区の活性化として
スポーツイベントは馴染みや
すいと私は考えます。

ンセンター」
久(喜ＤＣ)の使用を開始し
たと、ＥＳＲは発表しまし
た。久喜ＤＣはこの契約によ
り稼働率が ％となります。
周辺の県道 号線での慢性
的な渋滞や久喜駅西口の送迎
バスの混雑などを考えると、
産業基盤が強化されるのは喜
ばしいことですが、それに伴
うインフラ整備も併せて強化
すべきと私は考えます。

ター「 ＥＳＲ
久喜ディスト
リビューショ

一月からア
マゾンジャパ
ンは、東京理
科大跡地にあ
る物流セン

アマゾン 理科大跡の
大型物流センター利用開始

見沼代用水 八間堰（右）と十六間堰（左）
※蓮田市には柴山伏越など歴史的施設がある

久喜市は、医療の課題とし 区が申請し、登録に至りまし
済生会栗橋病院「病床残さない」て①急性期②回復期③外来を た。見沼代用水は、利根大堰
あげています。①急性期は、 から幹線延長約 キロメート
新久喜総合病院の増床で補い ルあり、埼玉県東部１万ヘク
②回復期は、利根医療圏内 タールを超える広大な農地に
羽生総合病院の 床増床で補 用水を供給しています。
います。
よって、八代将軍 徳川吉
しかし、③外来は、済生会 宗の命により築造した井沢弥
栗橋病院の穴が埋まらないま 惣兵衛の偉業が注目されてい
まです。済生会栗橋病院 長 ます。市教育委員会は、児童
原医院長自ら市民の前で医療 の副読本にこの偉業を扱う意
月 日 地域医療構想 継続の話をしてきています。 向を示しています。(以前
協議会で、第７次地域保健医 病床を残さない決断で、跡地 は、県の副読本として掲載)
療計画の病床配分が決定さ
の医療施設存続の行方はより 市長 見沼マラソン復活など
れ、新久喜総合病院に 床割 不透明になりました。
スポーツイベントで活性化
り当てられました。病床配分
見
沼
代
用
水
世
界
か
ん
が
い
をうけて、済生会栗橋病院
見沼代用水の世界かんがい
長原医院長からは「栗橋病院 施設遺産に登録
遺産登録により、久喜市は歴
跡地には、病床は残らないこ
昨年９月に、久喜市を流れ 史的価値を紹介するパネル設
とになった。」と市に伝えた る見沼代用水が、世界かんが 置や菖蒲総合支所などに紹介
ことがわかりました。
い施設遺産に登録されまし
コーナーを設置するなどＰＲ
た。インドネシアのバリで開 を検討する意向を示した。
『断らない医療」の継続 催
された国際かんがい排水委
梅田市長は、「ＰＲだけで
新久喜総合病院の最近の病 員会で、見沼代用水土地改良 なく菖蒲地区の活性化につな
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久喜市菖蒲町菖蒲１５０番地
0480-85-0033
http://www.hira-ken.jp
info@hira-ken.jp
住所
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久喜市議会議員
会派：新政久喜

新久喜総合病院 ベット 増床

最新情報、地域情報をいち早くお届けしています

周辺では敷地
内まで冠水し
ました。地元
と相談し、区
長名で冠水対
策とポンプの
交換を市に要
望しました。

元荒川堤防のかさあげ工事
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号の経験から学ぼう

防災無線を同じ内容を電話で聞けます。

防災訓練

ＡＥＤの訓練模様

19

台風19号で冠水する小川

令和元年 月に元荒川護岸
修繕の工事が行われました。
これは、元荒川堤防のかさあ
げ工事です。
平成 年 月の台風で元荒
川は溢水(いっすい)し、上
栢間地区が
冠水しまし
た。菖蒲
区より市、
県に排水路
整備の要望
をするとと
もに、これ
を議会で
取り上げ、堤防の抜本的
な対策を求めました。こ
の工事は、地元の要望に
県が応えた形になりま
す。
昨年の台風 号の時
に、元荒川沿
いで冠水した
地域がありま
した。引き続
き対策を求め
ていきます。
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○プロフィール
○経歴
誕生日 昭和47年7月25日 菖蒲中学校-不動岡高校-神奈川大学
趣味 地域活動 ゴルフ
自由民主党久喜支部 副支部長
水泳
しょうぶっ子ゆうゆうプラザ 実施委員長
特技 剣道４段
ブルーフェスティバル実行委員会 副実行委員長
篠笛演奏
久喜市消防団 ローズバーグ 阿波踊りくき連
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台風

す。しか
し、菖蒲地
区の組織率
かしこく防災情報を得る 内全小学校▽補助避難所
は５０％と
･･･
台風 号の豪雨で「防災行 市内中学校・公共施設▽福祉
低調です。
政無線が聞こえない」と多く 避難所
高齢者・障害者・
自主防災
･･･
の声がありました。消防団は 妊産婦など配慮の必要な方。
組織を設立
後方支援で、防災無線の内容
開設の順序は、①拠点避難
すると、防
を伝えました。この経験で台 所 ②補助避難所の順です。
災機材を揃
風では防災無線が有効に機能 つまり、避難所を開設する時 えられ、防災訓練を含め日頃
しないことがわかりました。 は、小学校からです。
から地域住民の災害の備えが
先ずは、防災行政無線の放
できるメリットがあります。
栗
橋
北
彩
高
校
は
、
送内容が電話で聞けるテレ
めて自主防災の必要性を感
拠点避難所と同時に開設 改
フォンサービス(図１ ) が
じており、私は設立のお手伝
あります。その上で、市の
今回の避難で、栗橋駅西口 いに尽力していきます。
メールサービスやＳＮＳサー エリアの避難所として栗橋北 防災をテーマに意見交換
ビスも活用してください。
彩高校開設の重要性がわかり
議会報告会を開催
議会報告会や様々な機会
ました。 月議会
で、メール
で、栗橋北彩高校
１月 日、
サービス登録
を早期開設を求め
議会報告会が
のお手伝いを
ました。市は拠点
あやめ会館で
しています。
避難所と同時に開
行われまし
それぞれの
設すると答弁しま
た。防災を
立場で、防災
した。
テーマに、来
行政無線に頼 災害の備えに、地域で
場者と有意義
らないかしこ
な意見交換が
い情報手段を 自主防災を設立しましょう 行われました。
持つようお勧
阪神淡路大震災の教訓とし
日頃から、少人数でもお声
めします。
て、生き埋めや閉じ込められ があれば、伺って議会報告を
た時の救助は、９７.５％が 行っています。詳しくは、お
避難所の開設には順番がある 自助や共助です。災害時に
問い合わせください。
は、自力か家族、近隣者の助 上大崎 小川の冠水対策
けを借りています。近隣者を
大切にし災害の時に地域で助 を求め要望書を市に提出
け合う仕組みが必要です。そ
大雨時に、菖蒲町上大崎を
の一つが自主防災組織です。 流れる小川(こがわ)があふ
久喜市の組織率は、７７. れ、周辺の集落が冠水してい
３％(平成３０年度末)で
ました。台風 号の時にも、

０４８０-２２-６１７７
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久喜市防災凝視無線
テレフォンサービス

今回、避難所が開設されま
した。しかし、開設された避
難所と開設されない避難所が
ありました。この違いは、避
難所の開設に順番があること
です。避難所は３つに分類さ
れます。▽拠点避難所 ･･･
市

(図１)
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