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　ごあいさつ　　　　　　　　　　　　
　　　　
昨年11月に行われました市議会議員選挙とい

う地方自治への挑戦に勇気を持って立候補をし、

11日の投票日には皆様の力強いご支援をいただ

き初当選させていただきました。多くの皆様のご支

援・ご協力に感謝申し上げます。

翌日には、当選証書付与式があり、11月21日より議員として勤めさせていただ

いております。

11月26日に臨時会が、そして12月4日から20日にかけて第4回定例会が開催

されました。

今年は東部町と北御牧村が合併し、東御市が誕生してから10年目の節目の

年となります。昨年は、市庁舎や図書館の増改築が行われ、今年も引き続き中央

公民館の改築や和地区保育園の整備計画が予定されています。これからはハー

ドとソフトを上手に活用し、この先10年20年を見据えてよりよいまちづくりを進め

ていかなくてはなりません。

今年は巳年：新しい秩序が芽生えて、再出発につながる年という意

味を持つ年です。市民の声を市政に生かし、住みよい地域づくりを進め

るため力を尽くしていきますので、今後ともよろしくお願いをいたします。

正副議長・委員会構成を決定

議長 青木周次（畦田）　　副議長 依田俊良（県）

≪委員会構成（◎ 委員長、○ 副委員長）≫
総務文教委員会 　◎ 櫻井俊彦（加沢）、○ 井出進一（田之尻）
  　山崎康一（郷仕川原）、長越修一（田中）、
  　町田千秋（本海野）、依田政雄（下八重原）
社会福祉委員会 　◎ 三縄雅枝（金井）、○ 阿部貴代枝（別府）
  　窪田俊介（芸術むら）、佐藤千枝（大石）
  　清水新一（田沢）、堀高明（東深井）
産業建設委員会 　◎ 若林幹雄（中屋敷）、○ 蓮見喜昭（出場）
  　横山好範（東上田）、平林千秋（新張）
  　栁澤旨賢（中八重原）、依田俊良（県）
議会運営委員会 　◎ 長越修一、○ 平林千秋、
  　佐藤千枝、若林幹雄、三縄雅枝、町田千秋、栁沢旨賢
議会広報調査 　◎ 横山好範、○ 平林千秋
特別委員会 　窪田俊介、佐藤千枝、山崎康一、若林幹雄、長越修一
  　依田俊良、青木周次

11月26日市議選のち初の臨時議
会が開催され、議長・副議長の選
挙、常任委員会委員の選任等が行
われました。
事前に会派の届出が行われ、同じ
新議員の横山好範議員と二人で
「ひまわりの会」を結成し、活動し
ていくこととしました。
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横山好範議員 窪田俊介議員
その他の所属委員会　・消防委員  ・健康づくり推進協議会
　　　　　　　　　　・病院等運営協議会  ・北佐久郡老人福祉施設組合議員
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平成２４年東御市議会　第 4回定例会（会期１２月４日～２０日）の概要

１ ． 提出された議案と主な内容
○ 補正予算

(１) 一般会計（２ 件）
559,286 千円の増額により、予算総額は 15,797,688 
千円となります。

『主な内容』
① ケーブルテレビ施設の整備費として 6,135 千円

② 法に基づき支払われる自立支援給付金など
21,670 千円

③ 不活化ポリオ・四種混合ワクチン予防接種委託料
11,014 千円

④ ２中学校のプールの修繕費 8,010 千円

⑤ 東中給食設備の改修等 7,299 千円

⑥ 工事請負費等和保育園建設費用 478,764 千円

(２) 国民健康保険特別会計
各種療養費の増額等で 26,200 千円の増額

(３) 水道事業会計
庁舎移転に伴う備品整備で 1,300 千円

(４) 下水道事業会計
庁舎移転に伴う備品整備で 1,100 千円

(５)債務負担行為(24年度中に事業が終了できないもの)
中 央公民館増改築工事（ 24 ～ 25 年 度 まで） 
660,000 千円
子育て支援センター備品購入（ 24 ～ 25 年度まで） 

6,000 千円

○ 条例制定・改正（ 13 件）

(１) 地域主権改革一括法等法・県条例の定めにより
整備する条例 10 条例

（２) 東御市海野宿滞在型交流施設条例の制定
新たに整備する交流施設の設置とその管理・運営
を指定管理者にさせるため

(３) 区の再編（ 田中区と郷士川原区、下八重原西部区
と同東部区、御牧原北部区と御牧台区）に伴う東
御市消防団の設置等に係る条例の改正

(４) 東部地区域と八重原区域の水道量水器の点検日等
を見直し統一化する東御市水道条例等の改正

○ 海野宿滞在型交流施設整備工事を一般競争入札の
結果、株式会社竹花組東御支店と契約金額
208,635 千円で請負契約するもの

○ 広域連合事務の整理に伴う上田地域連合規約の変更

○ 5 路線（ 本海野、常田、八重原 3 路線） 計 654ｍ の
市道認定

○ 和保育園建設用地として和小校庭の東側畑地
9,125 ㎡ の取得 79,366 千円

○ 請願・陳情

① 緊急事態基本法の早期制定を求める意見書提出
を求める請願（ 採択）
議員提案により国会議長・関係各大臣あて意見
書を可決

② 東御市における震災瓦礫処理についての陳情書
（ 議席配布）

③ 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・
大幅増員を求める陳情書（ 大幅増員を除き採択）
議員提案により関係各大臣あて意見書を可決

④ 安心できる介護保険制度の実現を求める意見書
（ 採択）
議員提案により関係各大臣あて意見書を可決

⑤ 防災・減災体制再構築推進基本法の制定を求め
る陳情書（ 採択）
議員提案により国会議長・関係各大臣あて意見
書を可決

⑥ 新教職員定数改善計画の着実な実現と、教育予算
の増額を求める意見書提出に関する陳情書
（ 総務文教委員会継続審査）

⑦ 「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める陳情
書（ 総務文教委員会継続審査）
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平成２４年東御市議会　第 4回定例会（会期１２月４日～２０日）の概要

２． 一般質問の概要     （ 12 月 11 日・12 日）
○子育て対策について

・児童館、児童クラブの利用状況及び児童クラブの

利用対象者の拡大

・保育料の引き下げ、多子世帯に対する保育料の

軽減措置

・通学路の安全対策

○舞台が丘整備について

・道路整備に対する住民提訴への対応

・住民の意見を反映し、当初計画を変更した部分

○安全安心なまちづくりについて

・歩道の狭い危険な道路整備

・デマンド交通

・高齢社会にあって隣近所の助け合いシステム

づくり

○その他

・災害に強いまちづくり

・介護保険制度の改善

・国保税の引き下げ

・再生可能エネルギーの取り組み

３．中央公民館増改築工事計画概要
耐震補強工事に合わせ以下の改修増築を行うことと

なっています

１階　学習室を増設し、利用者中心のフロアーとし

て改修

（増築部分）貸出備品の倉庫等

２階　メインフロアーとして整備

多目的ラウンジの整備、職員事務室（ 生涯

学習課、教育課） ワンルーム化

（ 増築部分）

１ ５ ０ 人規模の講義室（ 前方可動イス席、

後方固定階段席）

３階　既存諸室の部分更新

身障者トイレの新設

（ 増築部分なし）

事業予定

◎平成２５年４月～ 平成２６年２月工事

◎平成２６年４月利用再開

12 月定例会開催日 市長召集あいさつ

滋野地区に関わる事業
○３月に新しい滋野保育園が完成し、４月開園します。

○協働のまちづくりのモデル地域となっている滋野地区
では３年目のこの４月より、 新しいまちづくり組織、
「滋野里づくりの会」が発足します。
従来の「滋野地区活性化研究委員会」「滋野地区生涯
学習まちづくり推進協議会」「滋野地区育成会」を統
合し新たな組織に再編することがそれぞれの委員会で
確認し方針決定されました。



議員日誌　11 月～ 1 月

編集後記

4

平成 24 年 １１月 １２月 平成 25 年 １月

　今回初めての議会だよりを発行いたしました。なにぶん不慣れなため皆様のお手元に届くのが
大変遅れてしまいお詫びいたします。
　もう、すでに平成２５年第１回定例議会が２月２１日から始まります。
市政を身近にお伝えするための情報紙として、定期的に発行いたしますので、皆様の忌憚のない
ご意見・要望等ありましたら、どんなことでもご連絡下さい。
　立春とは申せまだ厳しい寒さが続いています。どうぞ、お体に気をつけてお過ごし下さい。

4日　東御市議会議員選挙告示
11 日　投票日
15 日　議員総会・新人議員研修会
17 日　六分水虫干し
20 日　滋野地区戦没者追悼式
24 日　北御牧地区男女共同参画

まちづくり懇談会
26 日　臨時議会
27 日　東御市障害者福祉のつどい

1日　子育てフェスティバル
4日　議会開会
7日　全員協議会
11 日・12 日　一般質問　
14 日　総括質疑
17 日・18 日　常任委員会
20 日　閉会・大石区協議員会

4日　牧家道祖神
11 日　部落開放同盟東御市協議会

団結旗開き　
13 日　消防出初式　
14 日　滋野地区区長会長会　
18 日　長野県地方自治政策課題

研修会　　　　
22 日　上田地域市町村議会議員

研修会　　　
25 日　大石童女神社 元始祭　　
26 日　大石区総会　　　
28 日 ~30 日　会派合同視察

（岐阜県・滋賀県・愛知県）
31 日　茨城県高萩市議会広報委員

会視察のため来庁

当選証書付与式市長あいさつ11/12

子育てフェスタ開会式12/1

定例会開催 市長召集あいさつ12/4

出初式 大石消防団員へ区長から激励

1/13

出初式1/13

上田地域市町村議会研修会1/22

メガソーラー武豊（愛知）視察

1/28

マイバック持参推進大会 加藤副知事

12/18


