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　6 月議会では、市側提出の収支 8,080 万円を増額し、
また追加提案の収支 3億 590 万円を増額、総額 144 億
1,880 万円の一般会計補正予算などが可決されました。

　詳細は以下の通りです。
①平成 27 年度東御市地域改善地区住宅改修資金等貸付
　事業特別会計補正予算の専決処分の承認について
②人権擁護委員候補者の推薦　
　27 年 9月末で任期満了となる荻原さん（大日向）を引
　き続き委員としての推薦するものです。
③東御市生ごみリサイクル施設整備運営事業者選定審査
　委員会条例
　「生ごみを堆肥化する施設の整備及び管理運営を行う民間事業者の選定審査」を行うための委員会を
　設置するものです。
④東御市介護保険条例の一部を改正する条例
　介護保険法の改正により、所得第一段階の低所得者の保険料を年額 30,000 円から 26,700 円に減額
　するものです。
⑤平成 27 年度東御市介護保険特別皆生補正予算
　介護保険料の一部改正により減額となる保険料を、一般財源で補うものです。
⑥東御市収納トレーニングセンター条例の一部を改正する条例
　新規就農希望者が農業研修・農業体験等をする場合に、短期間滞在可能とするものです。
⑦平成 27 年度東御市一般会計補正予算

　・芸術むら公園に農林業体験交流施設を建築するための費用　41,386 千円
　・畜産競争力強化対策整備事業として　　　　　　　　　　　20,000 千円
　・小学校の図書購入などの小学校管理諸経費として　　　　　  2,600 千円
　　など 8,080 万円を増額
〈追加提案〉
①八重原にある明神館改修増築工事費3億円と明神館改修増築監理委託料590万円併せて3億590万円を増額

平成２７年第２回定例議会報告（6月 4日～6月 25日）

東御市議会議員
市政を身近に

　人口減少の克服と地域の活性化
対策を検討するにあたり、『東御市
総合戦略』策定を 8 月目途に、ま
ちづくり審議委員会の中に有識者
委員会を組織し策定作業を開始。
すでに 2 回の会合が開催される。
東御市のホームページから検索で
きます。

東御市総合戦略策定のための

有識者委員会組織化
　今年で 2 回目になる『チャレンジデー 2015』は、対戦相手の奈良県広
陵町に大勝。区民、小学生や企業なども参加し様々な運動を行いました。
    東御市参加者1万6,682人（53.9％）
    広陵町参加者　　  9,526人（27.4％）
日本国内では2,771,720人が参加。
　朝 7 時 50 分市役所前広場に集合。
15 分間ラジオ体操や『TO mi to me』
に合わせた簡単体操・ストレッチを行
いました。

トピック1
トピック1

今年のチャレンジデーは大勝！ トピック2
トピック2
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産業建設委員会現地視察から

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）

　国が国民全員に12ケタの個人番号（マ
イナンバー）をつけ、個人情報を一元化
する共通番号制度が来年 1月から運用開
始します。システム改修を行い制度導入
に向けた準備作業が関連課で行われま
す。詳細は、市報とうみ 6月号をご覧下
さい。（問い合わせは、市民課　市民係
　℡75－2007まで）

トピック4
トピック4 マイナンバー制度

来年 1 月開始

　東御市八重原芸術むら公園にある温泉
施設『明神館』を改修し、ワインと郷土
料理を楽しむことをテーマとした「交流・
滞在・保養」型のワインツーリズム拠点
に位置付け、新しい観光交流スタイルを
確立し、交流人口の拡大をめざす。平成
28年4月日開業予定。
改修増築事業費 3 億円のうち、主な財源
は、国の地域再生戦略交付金2億3,000万
円による。

トピック5
トピック5

トピック3
トピック3 温泉施設『明神館』を改修

・「いわゆる安全保障関連法案について今国会で請求に成立させ
　るのではなく、審議を十分に尽くすことを求める請願」は不採
　択とし、議員提出議案として「慎重な審議を十分に尽くすこと
　を求める意見書」を可決。
・「認知症への取り組みの充実強化に関する陳情」は採択。
・「地方単独事業（乳幼児医療窓口無料化等）に係る国保の減額
　調整措置の見直しを求める陳情」は採択。
・「年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な
　運用に関する意見書の採択を求める要請書」は採択。

請　願 ・ 陳　情

6月22日（月）

　田沢に今年4月オープンし、日本で初め
ての実践的な栽培醸造経営講座である民間
での『千曲川ワインアカデミー』（定員20人）
が開催中です。今年度の募集はすでに終了
し、20代から60代、遠方では京都・金沢・
名古屋・東京からの受講者もあり、5月～
翌年の3月までの期間で60日間1日4時間半
の座学や実習を行っています。遠方からの受講生では、来年からすぐ
にでもワインづくりを始めたいという、熱心な方もおられるそうです。
　階下の醸造スペースに並ぶタンクは年間30,000～50,000本の生産能
力を持つということです。製品はクロアチアからの輸入品。

1、日本ワイン農業研究所株式会社アルカンヴィーニュ 2、祢津地区の御堂ブドウ団地予定地

事業費概要 ◆改修・改築事業費　300,000,000円
　（うち地域再生戦略交付金対象事業　230,000,000円）
◆工事監理事業費　5,900,000円

【市単独事業】
◆宿泊棟増築工事
　仕様：ツインルーム4室

【地域再生戦略交付金
（申請中）対象事業】
◆飲食棟・休憩棟・浴室棟・宿泊棟改修工事
　仕様：内装改修、内部解体、電灯コンセント設備、換気設備、　弱電設備
　　　　自動火災報知設備、給排水設備、給湯設備、衛生器具設備、冷暖房設備

階下の醸造工場にて

説明員は取締役・栽培醸造家の
小西超（コニシトオル）さん

説明員は農林課耕地林務係の神津主査

これから整備される祢津御堂団地手前は4000ℓ,奥は2000ℓの貯蔵タンク
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定例議会報告・一般質問      6月15日～16日

一般質問の概要        6月16日（火）
　一般質問は6月15,16日に行われ、両日で10人の議員が質問に立ちました。私は、2日目のトップ
バッターで行い、今回久しぶりに休憩をはさまず終えることができました。今回は、歯の健康・心の
健康の促進を通して東御市が命と健康を守る施策に一層取り組まれることを願い質問をしました。

1 子どもの虫歯対策について
　6月は虫歯予防月間であり 6月 4日は『虫歯予防デー』。2012 年度長野県保険医協会（長野市）が行っ
た調査によりますと、県内における小中学校の検診で、虫歯が見つかった児童生徒の半数が治療未実施で
あることが判明し、東御市の状況を伺いました。

【問】　乳幼児期や小中学校における虫歯の状況と予防への取り組みについて
【答弁】　平成 26 年度の 3 歳児歯科健診では、253 人対象に対し受診者 248 人で受診率 98％。虫歯保有者は 37 人、
保有率は15％。10年前の保有率32.6％に比べご家庭での虫歯予防への意識が高まっている。
小中学校では、2,444 人受診者に対し約 40％が虫歯や歯肉炎などによる要治療者がおり、家庭への受診通知を出して
いる。学校では、染め出し等による歯の磨き方実習や食生活と虫歯に関する学習により虫歯予防の啓発を進めている。

【問】　子どもの虫歯予防は、お母さんのお腹の中にいるときから始まると言われており、妊婦健診や初めて
歯科健診がある2才児健診時に、希望する保護者や妊産婦に市負担で歯科健康診査を行うことについて。

【答弁】　現在、保健師による虫歯の感染対策についても指導をしている。親子一緒に行うとなれば、医師の確保や受
診時間の延長等の課題もあり、上小歯科医師会の意見を伺いながら近隣の状況や財政状況等も勘案し、研究をしたい。

【問】　長野県においては、長野県歯科保健推進条例が平成 22 年 10 月に公布され、虫歯予防対策として効果の
                あるフッ化物洗口（うがい）やフッ化物歯面塗布を奨励し推進計画に盛り込み、学校挙げて取り組んでい
               る数市があります。このような虫歯予防に対する考えについて。
【答弁】　フッ化物を用いた虫歯予防については、その安全性や効果について賛否の意見が分かれる中、近隣の状況を
見極めながら研究していく。

【問】　現在、自立支援医療受給者430人、生活保護97世帯ですが、非常に社会的課題である、『医療につながっ
　　　ていない人が多くいること』や、『生活保護申請予備世帯も多いこと』について、市としてその対応と対
　　　策について。
【答弁】　保健師を中心に関連機関と連携する中で、できる限りの支援に取り組む。早期に診察・治療を受けていただ
き早期回復を目指していただくよう、制度の周知を図っていきたい。

【問】　ご本人やご家族から寄せられる相談の内容や、相談件数はどのようになっているのか。また、どこの機
　　　関とどのような連携・共有をしているのか。
【答弁】　相談件数は述べ件数で平成 25 年度には 1,129 件、26 年度には 1,580 件。内容は、『手帳を取得したい』『病
院に受診したいがどんな支援があるのか』『家族は病院につれて行きたいが、本人が納得しない』。連携については、
市の保健師や病院のケースワーカー、児童相談所・教育委員会・子育て支援課・福祉関連事業所・社協・ハローワー
ク等があげられる。

【問】　障害の有無にかかわらずお互いに人格と個性を尊重し、共に支え合う共生社会を実現するためには、様々
　　　な心身の障害を正しく理解し必要な配慮を考えていくことが大切である。平成25年9月から長野県で始
　　　まっている『あいサポート運動』の輪を広げることについて
【答弁】　手助けに意欲のある方は講習会に参加すれば「あいサポーター」になれます。市民や民生児童委員を対象と
した研修会を今年も実施します。

２ こころのケアと福祉支援について
　厚生労働省は平成23年 7月、医療対策としてがん・脳卒中・心臓病・糖尿病に、精神疾患を追加し5大疾病との
方針を決定。また障害者総合支援法では、身体・知的（発達障害を含む）・精神の3障害を同一にとらえていますが、
今増え続けている「こころのケア」を必要とする人に対する医療・保健・福祉施策について伺いました。



活動日誌　平成 27 年 4 月～ 6 月
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4 月 5 月 6 月

　6月22日は夏至。一年で一番日が長くなる日です。「長野市の日の出が4時29分、
日の入りが 19 時 9 分で、14 時間40 分間お日様が出ています。一方、冬至は 12 月
22 日で夏至より 5 時間ほど昼の時間が短くなります。」と、気象予報士の小菅さん。
市民のみなさんの多くは 1 年でこの時期が一番長く、日が暮れるまでお仕事に励ま
れていることと推察いたします。
　これから、梅雨が明け本格的な夏を迎える『さわやかな信州とうみ』が、自然災
害もなく、実りの秋を迎えられることを願いつつ、ご健康に過ごされますようご祈
念申し上げます。

♪♪ やさしい風にのせて ♪♪

2日・滋野保育園入園式
6日・滋野小学校入学式・北御牧中学校
 入学式

9日 ・男女共同参画のつどい実行委員会
14日 ・東御市くらしの会総会

・東御市青少年補導委員会
22～ 24日・産業建設常任委員会視察
25日・しげの里づくりの会総会
26日・東御市手をつなぐ育成会総会
27日・東翔の会定例会
29日 ・東町歌舞伎公演 

1日・湯の丸高原開山式
3日・大石区長と産業建設課へ訪問
4日・第 2回定例議会
7日・第 2分団消防ポンプ操法大会
9日・全員協議会
10日・広報特別調査委員会正副でインター

ネット中継についての打ち合併せ
11日・土屋桜井区長、秋山土木委員長と

産業建設課へ訪問
13日・滋野小学校見守り隊交流のつどい
14日・東御市消防ポンプ操法大会
15・16日・一般質問
21日・映画を中心とした男女共同参画のつどい
21～ 24日・しげの里づくりの会通学合宿
22日・産業建設委員会、ワインアカデミー

と祢津御堂団地視察
24日・大石区長,桜井区長農政課耕地林務係訪問
25日・第 2回定例議会閉会

・青少年補導委員会

7日・海野バイパス・海野宿第2駐車場竣工式
10日・赤岩つけばの会
12日・臨時議会・千曲川流域レジ袋削減

推進協議会
・まちづくり懇談会（滋野地区）

14日・東御市女団連総会
15日・景観を考える会総会
17日・ふれあいウオーク
19日・豊かな環境づくり上小地域会議通常総会
20日・学校応援団紹介式
22日・第 1回消防委員会

・桜井区企業行政懇談会
23日・第 27回上小地区森林祭
27日・チャレンジデー
28日・産業建設委員会『市有林調査』

4/26東御市手をつなぐ育成会総会

4/22~24産業建設常任委員会視察

全国伝統的建造物群保存地区の千葉県
香取市佐原町『柳暖簾』の街並みにて

70 人近い区民の皆さんが出席

5/12まちづくり懇談会

5/10赤岩つけばの会

滋野地区赤岩の役員の皆さんによる手作りのお料理

5/17ふれあいウォーク

ポールウォーキングで雷電コースに参加

5/22桜井区企業行政懇談会

6/7滋野分団のポンプ操法予選会

小学生全員でカレー作り
(中央公民館調理室 )

6/21～ 24しげの里づくりの会通学合宿

6/11桜井区長等と建設課訪問
5/28市有林調査・祢津 奈良原

6/1湯の丸高原開山式

5/23第 27回上小地区森林祭

 さとう千枝　プロフィール 
千葉商科大学商経済学部経営学科卒業

＜活動歴＞
長野県立上田養護学校PTA会長
東御市まちづくり審議会委員
東御市手をつなぐ育成会会長
長野県手をつなぐ育成会副会長

＜現　在＞
バリアフリー合唱団コールレインボー団長
音楽を楽しむ会スキップ顧問
東御市ごみ減量アドバイザー
長野県ごみ減量アドバイザー
東御市くらしの会（消費者の会）会長
東御市青少年補導委員


