子どもにツケをまわさない！【無所属 ３７歳】
埼玉県議会議員（戸田市）
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すがわらレポートは定期的に発行する
気軽な議会報告です。（Wordで作成）

菅原文仁（すがわらふみひと）
【略歴】昭和５０年７月３０日生まれ（３７歳） 戸田市立美谷本小学校 同美笹中学校 埼玉県立伊奈学園総合高校 日本体育大学卒業（教員免許
取得）明治大学大学院修了（公共政策学修士）元社会体育会社代表
【政治歴】２９歳当時、地盤（後援会）看板（知名度）カバン（お金）なしで政治に挑戦を決意。平成17年 1,993票を賜り市議当選（第２位） 平成
21年 4,143票を賜り市議再選（戸田市歴代１位） 平成23年 16,350票を賜り県議初当選（戸田市歴代１位）
【所属】県議会「刷新の会」幹事長代理 青年地方議員の会会員 若手政治家養成塾事務局長 戸田市体操協会会長 埼玉坂本龍馬会幹事
【趣味】読書 史跡巡り Ｂ級グルメ探し【特技】バク転 のび太並みの早寝 【座右の銘】上杉鷹山翁の「なせば成る、なさねば成らぬ、何事も」
【家族】父、母、妻、長女（1月5日に第１子が誕生しました！）犬 【夢】努力した人が報われる社会を実現すること
※ホームページ、TwitterやFacebookでも情報発信しております。県政や市政に関するご意見ご要望、いつでもご連絡お待ちしております！

新年あいさつ

▼知事提出議案について

後援会討議資料

本人の活動写真

平成２５年を迎えまして、謹んで新春 継続議案３件、新規５９件が議決されま
した。主な内容は以下の通りです。
のお慶びを申し上げます。
▼埼玉県青少年健全育成条例の一部を
本年の干支は巳年です。
「脱皮できない
改正する条例
蛇は滅ぶ」と言いますが、政治家自身も
青少年を取り巻く社会環境の浄化をより一
同様ではないかと思います。
層推進するため、青少年に対し入れ墨を施す
例えば「馴れ合い」は、一見「安定的」 行為を禁止等するための改正
に見えますが、
「思考停止」に陥ってしま
▼工事請負契約の締結について（５件）
10 月 15 日 上田知事に会派で予算要望書を提出
います。自分の課題意識や判断は、これ
総額 約１２９億円
でいいのかと常に自問自答し、現実的に
西部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）の整
備費用（川越市）
物事を進めていくことができる政治家こ
▼埼玉県青少年健全育成・支援プランの
そ、先の読みづらい現代にこそ求められ
策定について
ているのではないかと思います。
▼指定管理者の指定について（１７件）
今年も国家の安泰と地域の安定を願
い、より一層努力して頑張って参ります
▼議員提出議案について
ので、どうぞよろしくお願い致します。
決議１件、意見書５件が採択されました。

定例会報告

１２月３日～２１日を会期とする埼玉
県議会１２月定例会が開催されました。
知事提出の議案としては、平成２３年
度の決算認定をはじめとする６２件の提
案があり、すべての議案が原案の通り可
決しました。また知事からは、大津市の
事件を契機に社会問題化している「いじ
め問題」について、知事部局、教育委員
会、警察本部が連携・協力して取り組む
ため「埼玉県いじめ問題対策会議」を緊
急に立ち上げるとの発表がありました。
議員提出議案としては、北朝鮮による
ミサイル発射に抗議し、拉致問題の一刻
も早い解決を求める決議をはじめとする
６件の提案があり、それぞれ可決いたし
ました。
各議案、慎重に審議された後に、本会
議において議決され、１２月定例会は閉
会しました。

法曹養成制度の抜本的な見直しを求める意
見書
Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎患者の救済に関する意見
書
トンネルを含めた社会資本の老朽化対策に
関する意見書
メタンハイドレートの開発を求める意見書
緊急経済対策の早急な実施を求める意見書
北朝鮮によるミサイル発射に抗議し、拉致問
題の一刻も早い解決を求める決議

10 月 28 日 町会のふれあい祭りでお餅つき（市内）

※刷新の会からの提出はありませんでした。

▼その他の活動報告
１２月１９日、議員有志４１名が台湾との友
好交流を目的とした「日台友好議員連盟」が発
足しました。この議連は、わが会派の鈴木代表
と同行した９月の台湾視察研修の際に、代表と
私が設立をすべきとの意見で一致し、代表が中
心的な呼びかけ人となり設立したものです。
東日本大震災の際には２００億円を超える義
援金が届けられたように、台湾は歴史的にも非
常に親日的です。今後私は事務局として、埼玉
県と台湾の友好交流に汗を流していきたいと思
います。

11 月 22 日 先進事例の認定こども園を視察（北本市）

12 月 4 日 埼玉が誇る鉱山の武甲山を視察（秩父市）

埼玉県議会議員（無所属）すがわら文仁レポート 52 号

▼刷新の会の予算要望について
去る 10 月 15 日、刷新の会として、上田知事
に対する平成２５年度の埼玉県の予算に関する
要望書を提出いたしました。
平成２４年度における予算要望では、全体と
では、市町村における各種ハザードマップの作
成支援、あじさい館の廃止を含めた再検討、♯
８０００番の相談時間の延長および相談体制の
充実など、予算配分と事業改善がなされ、目に
見える成果を上げることができました。
また、戸田市の地元要望においても、水辺再
生１００プランの平成２４ 年度以降の継続、笹
目川の中央橋から山宮橋間の親水護岸整備、笹
目川の山宮橋から根木橋の中間地点における水
辺空間整備、県道練馬川口線歩道のバリアフリ
ー化区間延伸といった要望に対する事業実施が
なされ、こちらも着実に地元の要望実現を進め
ることができました。
今後も刷新の会は、一党一派に縛られず、国
会における対立構図に左右されない県民党の立
場で「地域が最前線」をスローガンとして、地
に足をつけて地域のための予算獲得にも頑張っ
て参ります。

▼平成 25 年度の地元要望について
●国道 17 号線沿いへの帰宅困難者避難所設置と
十分な備蓄による受け入れ体制を構築すること
●特別養護老人ホーム整備に係る国庫補助を復
活させるよう働きかけること
●子どもに係る医療費の県補助対象年齢を拡大
すること
●福祉三医療（こども医療費、ひとり親家庭等
医療費、重度心身障害者医療費）の補助率を交
付団体と同率とすること
●小中学校における楽器備品補助金制度を新設
すること
●第二種社会福祉事業（無料低額宿泊所）に対
する適切に運営指導すること
●大久保浄水場への高度浄水処理設備を導入す
ること
●第 3 期通学路整備計画における対策箇所を早
期整備すること
●戸田公園漕艇場の水質を抜本的改善すること
●給食センター跡地に予定される特別養護老人
ホームの円滑に設置すること
●県道練馬川口線歩道のバリアフリー化区間を
さらに延伸すること
●辺島橋架換工事の円滑に実施すること
●荒川水循環センターの汚泥処理焼却炉から発
生する排気ガスの放射線量を測定すること
●荒川水循環センター内に仮置きされる汚泥焼
却灰の安全な管理と早期に処分すること
●荒川水循環センター上部公園への非難用アク
セス道路を設置すること
●中町多目的広場に移転する交番への女性警察
官及びパトカーを配置すること
●埼京線の始発終電の延長、増発、ホームドア
の設置すること
●戸田公園駅への通勤快速を停車し、快速を増
発すること
●笹目川排水機場の更新を円滑に実施すること
●県道朝霞蕨線のダブルウェイを早期に解消す
ること
（他にも適宜、市と県を繋いでおります！！）

戸田市議会議員選挙 について
▼投票日は１月２７日です

本人の一行日記

低投票率が深刻化しております。先の衆院選
の投票率は５９．３２％で、平成８年衆院選の
５９．６５％を下回り、戦後最低になりました。
特に埼玉県の投票率は危機的です。平成２３年
４月の県議選は３９．５４％（前回比４．１５
減）、同年７月の県知事選挙で２４．８９％(前
回比２．７８減）と、いずれも過去最低、全国
最低の投票率を更新しています。
そして戸田市議選では、前回４７．０９％（前
回比０．０８％減）で、こちらも過去最低でし
た。国政選挙から１か月しか経過しておりませ
んので、選挙疲れも心配です。
未来の戸田をより良くするため、ぜひ市民の
皆様が、ご家族そろって投票所に足を運び、賢
明なる選択をされますようお願い致します。

１日～４日 県議会一般質問
６日
事務所にて県政市民相談
７日
地元にてグランドゴルフ大会
８日
市内にて地域訪問相談
９日
福祉保健医療常任委員会
１０日 刷新の会団会議
１１日 次世代人材育成特別委員会
１２日 県議会にて政策調査（福祉関係）
１３日 藍綬褒章祝賀会出席
１４日 市民体育祭参加
１５日 県議会閉会日
１７日 市内にて地域訪問相談
１９日 市内にて地域訪問相談
２０日 小学校運動会参加
２１日 消防協会蕨戸田支部特別点検出席
２３日 県議会にて政策調査（教育関係）
２４日 事務所にて事務作業
２５日～２６日 笹目環境対策協議会視察（福島県）
２７日 戸田市商工祭出席
２８日 ピンクリボンウォーク IN 戸田参加
２９日 事務所にて事務作業
３０日 市内にて地域訪問相談

編集後記

１０月（神無月）

昨年末の政権交代選挙後、新政権への期待感 １１月（霜月）
により、株価は上昇し、極端な円高も是正され １日
刷新の会県内視察研修（行田市ほか）
事務所にて事務作業
つつあります。マクロ経済政策で決定打が打て ２日
戸田市表彰式出席
なかったこの３年間を考えると、アベノミクス ３日
４日
戸田市グランドゴルフ大会開会式出席
と言われる金融緩和策には、国民が「期待」す ５日
県議会にて政策調査（議会関係）
ることによる目に見えないような効果が得られ ６日
事務所にて県政市民相談
市内にて地域訪問相談
るのではないかと感じます。期待から実現に資 ７日
８日
市内にて知事とことん訪問随行参加
するよう、頑張ってもらいたいと思います。た ９日
戦没者追悼式典出席（さいたま市）
だ国土強靭化計画には少し疑問符も付きます。 １１日 戸田市レクリエーション大会出席
そもそも公共投資はピーク時に比べ半減してお １２日 公共品質経営フォーラム参加（千代田区）
り受け皿は不足気味です。現実的に即した対応 １３日 市内にて地域訪問相談
１４日 県議会にて陳情対応（福祉関係）
をとらざるを得ないのではないでしょうか。当 １５日 戸田未来会議出席
然ですが悪乗りする族議員の復活や土建国家へ １６日 埼玉県公衆衛生大会出席（さいたま市）
の先祖返りはやめたほうがいいでしょう。事業 １７日 美谷本小学校１４０周年記念式典
１８日 戸田マラソン開会式参加
費についても地方にツケ回しするようなことは １９日 市内にて地域訪問
勘弁してもらいたいものです。もちろん老朽化 ２０日 市内にて地域訪問
した公共施設の更新や防災対策は喫緊の課題で ２１日 市内にて地域訪問
すし、特に東北方面の復興は最優先で取り組む ２２日 福祉保健医療委員会視察（加須市）
２３日 PTA 連合会ソフトバレー大会開会式参加
べきです。必要な公共投資とそうでないものの ２４日 市内にて地域訪問相談
線引き、濃淡のつけ方によって政策の効果や意 ２６日 県議会にて政策調査（議会関係）
義は変わってきます。財政とのバランスを保ち ２７日 南陵高校にて研究事業視察
２８日 市内にて地域訪問相談
つつ、景気や雇用に資する戦略が求められます。 ２９日 市内にて地域訪問相談
いずれにせよ、第二次安倍政権には、東アジ ３０日 刷新の会団会議
ア外交と防衛、景気経済の浮揚、デフレ脱却、 １２月（師走）
消費増税と社会保障制度改革、定数と一票の格 １日
市内にてクリスマス会参加
１２月県議会開会日
差是正、エネルギー戦略などの高いハードルが ３日
衆院選挙告示日
待ち受けます。また今回、埼玉県から総務大臣 ４日
５日
県議会議案調査
が出ましたので、埼玉から先行して核心的部分 ６日
県議会議案調査
県議会一般質問
での地方分権を加速していただきたいと期待し ７日
８日
笹目地区町会忘年会出席
ております。
９日
市内にて地域訪問調査
本年が日本復活の年となりますよう、埼玉県 １０日～１３日 県議会一般質問
でも刷新の会で頑張って参ります！
１４日 県議会にて政策調査（議会関係）

健全な政治を支えるカンパ募集
菅原文仁は、政党、団体、企業の支援は受けず無所属にて
活動を続けておりますので、しがらみはありません。しかし
健全なる民主主義には資金も必要です。そこで政治姿勢にご
理解を頂ける個人からの「カンパ」を随時募集しております。
皆様のご理解とご支援をどうぞよろしくお願い致します。
※カンパを賜りました方は、お手数ですがＥメールまたはＦ
ＡＸにて 1,お名前、2,ご住所、3,電話番号、4,寄付金の額、
をご一報下さいますようお願い申し上げます。
（外国籍の方か
らの寄付は受けられません）
振込口座：ゆうちょ銀行 口座番号：00180-1-782048
(他の金融機関からの振込)
店番：019 店名：〇一九店(ゼロイチキュウ店)
口座番号：0782048 すがわら文仁サポーターズ

１５日
１７日
１８日
１９日
２０日
２１日
２２日
２３日
２４日
２５日
２６日
２７日
２８日
２９日
３０日
３１日

市内にて地域訪問相談
県議会にて政策調査（教育関係）
福祉保健医療常任委員会
次世代人材育成特別委員会
市内にて地域訪問相談
県議会閉会日
市内にて地域訪問相談
市体操協会会務
市内にて地域訪問相談
市内にて地域訪問相談
市内にて地域訪問相談
青年会議所委員会出席
県議会にて陳情対応（福祉関係）
事務所にて県政市民相談
市内にて地域訪問相談
美女木八幡神社新年あいさつ

