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平成２７年第一回定例議会報告（2 月 24 日〜 3 月 24 日）
平成２７年度一般会計当初予算案 140 億 3000 万円（前年度比 5.8％減）・
国の地方経済対策として 1 億 1112 万円余の平成 26 年度一般会計補正予算案・
市条例 15 件・人事案件 6 件などの計 40 議案が上程されました。委員会に付
託された議案は各常任委員会で審議し、全てが可決し 3 月 24 日に閉会しま
した。この紙上では全てお伝えできませんので、詳細は５月号議会だよりを
ご覧ください。

平成２７年度東御市まちづくり基本方針と重点施策
基本方針
・４月からの新教育委員会制度に伴う市と市教委の教育施策の方向性の共有
・子ども・子育て支援新制度に伴う安心して子どもが産み育てられる環境整備
・庁内に総合戦略推進本部およびプロジェクトチームを立ち上げ人口減少対策・雇用確保・地域活性化
に向けたシティープロモーションの事業推進

重点施策
・第６期介護保険事業計画による介護保険料見直し（多段階化）による負担公平化
・東御市産ワインのブランド確立の推進と千曲川ワインバレー広域特区認定を目指す取り組み
・28 年度から５年間の第 2 次観光ビジョンの策定
・国に対する高地トレーニング用長水路プール施設の誘致推進
・「まち・ひと・しごと創生法」の成立に伴い、地方創生総合戦略として芸術むら公園の全体的な整備計
画作成と明神館改修事業の推進
・4 月からの新規事業である 3 大都市圏居住者による地域おこし協力隊員（特別公務員）を雇用し移住定
住を図る。隊員は、地域づくり活動・地域情報の発信・スポーツ振興・健康づくり・観光の地域づく
りの５つの活動に各１人づつ配置
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施設建設事業の推進
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市営日向が丘住宅団地建設工事始まる

17 棟 68 戸が建設から 50 年

現在のクリーンセンター敷地を予定候補地

近く老朽化に伴い、すでに

として進めている、ごみの適正処理と減量

解体新築事業に着手。

化推進の『生ごみリサイクル施設』の建設

平成 27 年度は、旧 2 棟を解

について、専門的知識を有するコンサルタ

体し 2 棟 12 戸の新築を計画。

ント業者に業者選定の支援業務を委託し、

平成 31 年度までに、10 棟

２８年度の施設建設を目指しています。

51 戸を整備する予定。
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平成２7 年第一回定例議会報告と一般質問（2 月 24 日〜 3 月 24 日）
3 田中保育園の新園舎完成
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市立保育園の『１地区１園化』に基づき、

温泉健康複合施設ゆぅふるtanaka
利用料の見直し条例案可決

「ゆぅふる tanaka」の料金改定条例案は、市民の皆さんの関心も
高く、産業建設委員会の「施設廃止計画の再検討を求める陳情」
の審査においては、大勢の傍聴者がありました。月利用券 4,000
円を 7,500 円に、プール利用を新たに一回大人 200 円、小人 100
円とするものです。
条例で利用料金は「規定する額の範囲内で市長の承認を得て、指
「利
定管理者が定める」とされていることから、委員会としては、
用者減にならないよう考慮しつつ経営を配慮し、利用者の意向に
留意すること」の意見を付けて可決しました。

５番目最後の田中保育園新園舎が完成。
地域産材をふんだんに使用し、日当たり
がよく、明るく広々とした園内には、延
長保育や病児保育・病児等の救急対応を
も考慮している。北側にはしなの鉄道が
走り電車の往来を窓越しに見ることがで
きます。

5 「海野バイパス」の工事が 27 年 3 月末の
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完成予定に向け進行中！
最終工区の上田市境から

大屋
駅

18

イエローハット

海野宿へ向かう千曲川沿

しな
の鉄
道

いの 630ｍが全通します。
の安全確保ができる」と
喜びの声。

東翔の会派視察報告
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海野宿入口
白鳥神社

2月12日
（木）〜2月13日
（金）

味の素ナショナルトレーニングセンター

銀座 NAGANO しあわせ信州シェアスペース

（東京都北区）

（銀座5丁目）

管理体制、利用料金及び利用状況、運営費の内容と
負担方法、トレーニングの効果について、JOC強化
チーム担当者から説明を受けました。
味の素ナショナル
トレーニングセンター
の柔道練習室にて

プール
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平成26年10月26日のオープン
から27年3月31日まで、157日
間の来場者は38万人に達し、
オープン〜12月31日までの１日
平均は3,102人、1月〜3月末ま
では１日平均1,987人が訪れて
います。長野県職員 熊谷晃所長
から説明がありました。

一般質問の概要

３月９日〜１１日

今、東御市の課題は、言うまでもなく、少子超高齢社会を迎え、子どもを安心して生み育てることや、
高齢者の皆さんが安心して生活できるかどうかの対策が急務となっております。次代を担う子供たちが
夢を持って働ける、お年寄りや障がい者が生き生きと暮らせる豊かなまちに変えて行きましょう。
今回は、代表質問を各会派から１名づつ６人が、一般質問を７人が３月９日〜１１日の３日間にわたり
開催されました。
今回は、「地域の特性を生かしたまちづくりについて」、「女性の活躍推進について」質問しました。

1 地域の特性を生かしたまちづくりについて
答 弁

問
滋野駅周辺の安全対
策についての市の考
え方と今後の見通し
について

都市整備部長

地方創生のための道路
網の整備計画の進め方
について

都市整備部長

医療過疎の地域対策と
して医療体制が不十分
な地域への対応につい
て

健康福祉部長

これまで以上に、地元区や地域の諸団体と連携を図りながら引き続き安全対策
に努める。市道羽毛田赤岩線の安全対策については、歩行者が安心して通行で
きるよう側溝や路肩整備など道路環境の整備に努める。
東御市道路整備計画などの個別計画を基に整備を進める。今後、社会情勢の変
化や広域的な交通体系の動向により、見直しをすることもある。
『過疎地域自立促進特別措置法』において、過疎対策の１つとして医療の確立を
揚げているが、市においては過疎地区の定義に該当する地域はない。
上小医療圏では、信州上田医療センターを核として信州大学との連携による医
師確保事業を実施中。 市民病院等の医師確保と医療を支える人材育成につい
ては、医学生への奨学金貸付事業を実施している。

2 女性の活躍推進について
答 弁

問
市役所で働く女性職員
の現状と課題について
女性 23％

市職員係長以上の職員の割合

民間企業で働く女性の
現状と課題について
女性 41.3％
（平成21年調査）

市内の女性管理者を有する企業の割合

これから起業を希望す
る女性への支援につい
て

総務部長

市の正規職員は、今年度当初では職員 370 人のうち女性職員の占める割合は
52％。保育士・保健師・看護師等専門職員は 65％、
その他事務等従事職員は 35％。
係長以上の職員のうち女性の割合は 23％。
課題は、性別にとらわれず、個人の力量を適正に考慮した登用が必要。男女と
もに職員の能力開発と資質の向上を視野に入れ、引き続き意欲を持って働ける
職場環境を整えて行きたい。
産業経済部長

平成 22 年の国勢調査によると、市内の就業状況は、男女合わせた就業率は
58.2% で女性に限ると 48.4%。平成 21 年に市が企業に対し行った調査では、女
性の管理者を有する事業所の割合が 41.3% で女性が社長の起業は 8.7%。この結
果から見ても女性の経営方針等の決定過程への参画は不十分であり、積極的に
女性の働く環境整備に取り組む企業が少ない。
産業経済部長

これまで市商工会・工業振興会及び市などで組織する起業経営セミナー等運営
委員会による講演会を開催し、女性の経営への参画について意識の醸成を図っ
ている。今後は女性に特化した事業はないが商工会新事業所において、起業・
創業支援のためのスペースを設け、市も運営補助を行い後押しをしていく。
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活動日誌

平成 2 7 年 1 月 ～ 3 月

1月
6 日・大石区３役市役所新年あいさつまわり
9 日・部落解放同盟東御市協議会団結
旗びらき
11 日・東御市消防出初式
12 日・滋野地区区長会新旧引き継ぎ
15~16 日・全国市町村議員特別セミナー
19 日・つるや営業本部にてつるや滋野店閉店
に関する説明 滋野地区正副区長同席
21 日・上田地域市町村議会議員研修会
24 日・東御市景観を考える会 講演会
25 日・大石区総会
・みまき福祉会 20 周年記念式典・講演会
27 日・産業建設常任委員会視察
「須坂湯っ蔵んど」
29 日・しんたい学会
31 日・JA 信州上田合併２０周年

2月
2 〜 3 日・議会運営委員会・議会広報調査
特別委員会合同視察
三重県伊賀市・亀山市
12 〜13日・会派視察 味の素トレーニング
センター・銀座 NAGANO
14 日・東御市男女共同参画のつどい
16 日・JA 助け合い協力会員会議
20 日・滋野地区地域福祉懇談会
22 日・消防団音楽隊第９回定期演奏会
24 日・平成 27 年第１回定例議会開会
・しげの里づくりの会役員会
1/27 視察「須坂湯っ蔵んど」

3月
1 日・味のセミナー
5 日・地球温暖化対策地域推進協議会
11 日・しげの里づくりの会役員会
14 日・災害ボランテイア養成講座
15 日・田中保育園内覧会
・しげの里づくりの会講演会
18 日・東部中学校卒業式
19 日・野小学校卒業式
20 日・滋野保育園卒園式
24 日・２７年第１回定例議会閉会
26 日・大石福祉運営委員会施設訪問
佐久良荘( 望月 )とケアポートみまき
28 日・滋野駅を愛する会総会
3/14 災害ボランティア養成講座

1/9 部落解放同盟団結旗びらき

2/2~3 亀山市議会インターネット配信視察
3/15 新園舎の田中保育園 内覧会
1/11 出初式 消防団員の行進

2/14 男女共同参画のつどい 落合恵子さん講演
3/18 東部中学校卒業式

1/15~16 全国より 138 人の市・町議が参加

3/1 味のセミナー
1/21 上田地域市町村議会議員研修会

3/20 滋野保育園卒園式

♪♪ やさしい風にのせて ♪♪
1/25 みまき福祉会 20 周年記念講演会

身体教育医学研究所名誉所長
武藤芳照先生の講演
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・今年４月で議員活動の任期も半期が過ぎます。今後ともよろしくお願いいたします。
・少子超高齢時代を迎え、いよいよ27年度は、深刻な人口減少を食い止め、これか
らも持続可能な東御市として生き残っていくための新たな事業が始まります。私
たちの直面する課題として、行政と共に私たち議会もそして市民の皆様にも参加
していただき、より豊かな住みよいまちを築いていきましょう。
・ホームページを開設しました。地域の行事や活動についても発信しています。
ご覧ください。http://www.sato-chie.jp

