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東御市議会議員
市政を身近に

平成２８年第１回定例議会報告（2月 23日～ 3月 24日）

3 月議会では、市側提出の 27 年度一般会計補正予算、
28 年度当初予算 146 億 4,200 万円、条例改正 12 議案
などが可決しました。

28年度当初予算の主な事業
・舞台が丘整備計画の最終年度となる市道延長工事
・市の産業経済部内に6次産業化推進室を設け農商工横断
で6次産業化を進める

・新たな雇用創出による市外からの移住定住の促進

提出された請願陳情2件を議員提出議案として可決

・軽減税率の円滑な導入に向け事業者支援の強化などを求める意見書
・TPPの影響に関する不安を払拭し、対策の確実な実行を求める意見書

市道 県（あがた）東深井線の日向が丘区間の改良に向けた測量           　1,000万円

北御牧保育園の園庭芝生化と遊具更新　　　　　　　　　　　　　     1,760万円

農産物特産物の販路拡大やワインのブランド化推進　　　　　　　　8,663万円

企業ニーズ調査やテレワークなど多様な働き方の普及　　　　　　　    427万円

都市部での移住市ウ段階と定住支援サポート　　　　　　　　　　　　  25万円

市道「県（あがた）東深井線」市役所西側交差点から東御消防署までの延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  4 億 4,533万円

湯の丸高原への高地トレーニング用プール誘致　　　　　　　　　       1,171万円

地域おこし協力隊など協働のまちづくりに2名増員　　　　　　　　      990万円

NEW!

充実！

継続！

委員長審査報告　　市側から提出された12議案を全員一致で原案通り可決しました。
付帯意見要旨
◎総務文教委員会
人口減少を克服し、将来に亘って活力ある地域社会を実現するため、第 2 次東御市総合計画を基本に、「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」に掲げられた施策実行にあたっては、迅速かつ効率的に取組み、効果的な行財政運営を図られたい。
◎産業建設委員会
産業経済部に 6 次産業化推進室が設置されるが、遊休荒廃農地対策などの農業分野に留まらず、工業・商業など様々な分
野への経済的効果が期待され、また移住希望者の定住促進にも寄与するものと考えられる。マンパワーなど課題も多いと
思われるが、関係団体とも協力し地域活性化のため大いに活躍することを期待するとともに、東御市のブランドの確立を
推進されたい。
◎社会福祉委員会
少子高齢化が進む中で、切れ目のない子育て･教育支援や健康づくりの重要性が増している。昨年立ち上げたポータルサ
イト「すくすくぽけっと」等を活用し、子育て中の保護者が子育てしやすい効果的な情報発信に努められたい。
また、「健康とうみ21」の基本理念を目指し、健康づくり意識の高揚や生涯を通じた健康増進を市民とともに推進されたい。

予算特別委員会
委員長　依田正雄　　副委員長　横山好範
委員　　長越修一、蓮見喜昭、阿部貴代枝、

平林千秋、井出進一、山崎康一、堀高明

東御市中央公園内のサクラ
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生ごみリサイクル施設
トピック1

市商工会事務所に「コワーキングスペースえべや」が
設置され、インターネットを使って職場と離れた場所
で仕事をするテレワークの支援や、特に女性の創業や
雇用拡大につなげ地域産業の活性化が期待されます。

コワーキングスペースえべやトピック2

市民病院に待望の常勤医師2名が4月より赴任しました。
徳平 厚さん　大阪府豊中病院地域周産期母子医療セン
　　　　　　 ター長（産婦人科医）
桜井 俊孝さん　宮崎県都農町国民健康保険病院
　　　　　　　（外科医）
また、市民病院では予約制による物忘れ外来が 4 月よ
り始まりました。診療は、毎週水曜日の午後です。

東御市民病院に待望の常勤医師2名

今後は、施設建設の推進活動を日本水泳連盟が主体
となり「高地トレーニング拠点・プール施設整備推
進委員会」に移行し、市も委員会に参画し、建設誘
致の取り組みに東御市議会有志議員連盟も引き続き
応援していきます。

トピック5

29 年度完成を目指し、クリーンセンター敷地内建設
予定の「生ごみリサイクル施設」建設にむけて実施計
画並びに建設工事が始まります。

農産物の生産から販売に取り組む6次産業化推進やワ
インのブランド化に重点を置き、農商工を横断する立
場で4月より産業経済部に6次産業化推進室が設置さ
れました。

トピック3

トピック4

6 次産業化推進室が設置

湯の丸高原高地トレーニング施設の誘致活動

平成２８年第１回定例議会報告　一般質問
3 月 7～ 8 日に行われ、9 人の議員が質問に立ちました。通告順が 1 番でしたので初日トッ
プバッターで質問をしました。今回、地方創生が急がれる中で、2項目について質問しました。

1.人口定着への取り組みについて
日本は人口減少社会に突入し、多くの地方では高齢者すら減り始め、一方大都市で
は高齢者が急増しつつあります。わが東御市の人口においては平成17年まで増加し
続けていたものの、平成22年から減少に転じています。人口減少を克服し将来にむ
けて持続可能な東御市であり続けるために、昨年東御市版「まち・ひと・しごと創
生総合戦略」が策定され、今後の人口定着へ向けた取り組みについてお聴きしました。

解体・施工期間　車両軌跡図
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2.水道管の老朽化について
全国的に水道管の老朽化が非常に問題視されております。全国各地で特に老朽化した水道管からの水漏れに悩む
自治体などが、管の更新が有効な水漏れ対策とわかっていても、予算不足で調査先送り、あるいは更新できない
などメデイアに取り上げられています。わが東御市の水道管の状況についてお聴きしました。

■わが東御市が住みよさランキングで長野県1位（全国52位）
に選ばれ、そして、若者の住みやすさランキングにおいて、
長野県内自治体で第 3 位になったといううれしいニュースが
続いている。この時期においてピンチをチャンスととらえ市
内外に大いに情報発信するべきと考えるがどうか。

■わが東御市の 27 年度の
ふるさと納税の状況につ
いてはどうか。

 ■昨年度実績の669件、790万円程のご寄附に対し、今年度は、2月末現在で、約4,700件、
約 4,900 万円のご寄附をいただいている。現在、寄附をしていただいた方へのお礼とし
て贈呈している特産品のラインナップは巨峰、八重原米、くるみをはじめとした農産物
のほか、地ビール、ワインに加え、湯の丸スキー場リフト券等、東御市に実際に来てい
ただくためのお礼の品も用意している。

■クルミやブドウのブランド化と農産物の新たな 6 次産業
化の取り組みについてはどうか。

 ■東御市のワインが全国的に注目され、ワイン造り希
望者やワインアカデミー開設の環境整備に伴い、引き
続きワイン振興を6次産業化の重点として取り組む。

■市が実施のアンケート結果に、子どもの理想数は3人の回答が、
最も多かった中で、経済的負担により断念する方が大勢いると思
われる。今後、国が示した方針により多くの自治体が子育て支援・
少子化対策として特に同時入園でない第 2 子・第 3 子以降の保育
料の見直しを検討して行くと思われる。そこで東御市の多子世帯
の保育料の無料化については今後どの様に取り組むのか。

 ■国が示した年収 360 万円未満相当の世帯につい
て多子による年齢制限を撤廃し、第 2 子の保育料
を半額、第 3 子以降は無償化すること、またひと
り親世帯への優遇措置を拡充し制度が確定次第、
第 1 子の保育料を半額、第 2 子以降を無償化にす
る方針が示された。

■2 月に起業・創業・コミュニティ等の場所として商工会内
にコワーキングスペース『えべや』（一緒に行こうの意味）が
オープンした。今後の活用とその他安定した雇用創出や働く
場の拡大に向けてどのような取り組みが進められているのか。

 ■サテライトオフィスとしての利用や在宅勤務の支援
システムの整備を行い、特に女性の起業・創業・雇用拡
大につなげ地域産業の活性化への支援を引き続き行う。

■公共部分の水道管の老朽化による漏水は発生
しているか。また漏水量はどのくらいになるの
か。そして点検はどのように行われているのか。

 ■修繕箇所の漏水量は年間約 97,000 ㎥と推測。1 日平均 265ｔ。
今年度は調査地区外併せて 16 か所の修繕を行った。今後も給水地
域を 5 つの地区に分け、ローテーションにより漏水調査を行い漏
水箇所の早期発見と修繕に努める。

■東御市の地盤条件も踏まえて、現在
の水道管の耐震性は安心、安全なのか。

■地盤は公益財団法人水道技術研究センターが発表している地盤判定マップ
において安定した地盤であると示されている。下水道の本管工事に伴い老朽
管の布設替えを実施しているが耐震適合性有りとされている水道管と “継手”
と言われる接続部材を採用しており、安全性は高いと考える。

■結果として「安心度」や「快適度」等の指標が向上す
るよう努力するとともに、移住したい県、第 1 位である
長野県の中から「東御市」を移住希望者に選んでいただ
けるよう、移住相談会、ポータルサイト等を通した PR
活動を展開して参りたい。

質　問 回　答人口定着への取り組みについて

■水道管の法定耐用年数は 40 年とされているが、
この年数を超える、あるいは近いものは市内にど
のくらいあるのか。また対策についてはどうか。

■40年、またはそれに近い水道管は約7,500ｍあり総延長の2.4％。
40 年を超える水道管 3,890m の中には水圧や衝撃に弱い石綿管が
2,817ｍ残っており、この石綿管の更新を重点事業と位置付け、今
後も優先的に取り組む。

質　問 回　答水道管の老朽化について



活動日誌　平成 28 年 1 月～ 3 月
1 月 2 月 3 月

5日・大石区3役市役所新年あいさつまわり
6日・広報調査特別委員会編集会議
8日・部落解放同盟東御市協議会団結旗びらき
10日・東御市消防出初式
11日・滋野地区区長会新旧引き継ぎ
13日・上田地域市町村議会議員研修会
15日・商工会主催「新春講演会」
26日・景観を考える会

・信州新風みらい県政報告会
31日・大石区総会

・滋野小学校140周年記念謝恩祝賀会

1日・東北信9市議会正副委員長研修会
　　　　　　　　　　（当番　千曲市）
2日・東御市商工会コワーキングスペース
　　 『えべや』リニュアルオープン
 4日・上田市高校生議会

・青少年補導委員会
・東御市ネットリテラシー教育講演会

6日・保健福祉推進大会
7日・大石区第4支区定期総会
10日・滋野小学校おもちゃ作りボランティア
11日～ 12日・千葉県佐倉市雷電祭
17日・東御市ままぱぱ学級 　粉石けんの

啓発活動
21日・東御市男女共同参画のつどい

・消防団音楽隊第10回定期演奏会
・しげの里づくりの会役員会

23日・東御市議会3月議会開会日
25日・交通安全・消費生活関係者合同

 街頭啓発活動   滋野駅・スーパーつるや
26日・全員協議会
28日・東御市味のセミナー

 ・滋野地区の地域ビジョン ・市の総合
戦略説明会

3日・地球温暖化対策地域推進協議会
12日・花岡利夫選挙事務所開き
13日・東御市手をつなぐ育成会理事会
16日・北御牧中学校卒業式
17日・滋野小学校卒業式
18日・認知症ケア研修会
24日・東御市議会3月議会閉会日
25日・滋野保育園卒園式

・滋野小学校140周年事業会計監査
27日・滋野駅を愛する会総会

　東日本大震災発生後、5年が過ぎました。未だに行方の分からない方は約2万人と言われています。政府は、
今後 5 年間を集中復興期間と位置付け、10 兆円増税による復興予算として 26 兆円計上し更に取り組みを
強化すると言われています。一方、原発処理の先が見えない福島や岩手・宮城でも多くの住民が仮設住宅
で暮らし、生活面での再建も模索状態にあります。復興の現地も地方消滅と地方創生の最前線で奮闘され
ているのです。これからも、できることを惜しみなく支援し応援していきます。

　月刊情報誌“KURA“が東御市を紹介した『信州東御』1冊1,000円が3月10日から書店で販売されています。
128 ページにわたり東御市を丸ごと知っていただける情報満載の情報誌です。私も早速買い求めました。
遠方の知人から問い合わせがありました。市民はもちろん、移住希望の方にお勧めしたい1冊です。

1/6広報調査特別委員会編集会議

3/16北御牧中学校卒業式

2/28東御市味のセミナー

3/17滋野小学校卒業式

2/2『えべや』リニュアルオープン

2/11～ 12千葉県佐倉市雷電祭

2/17東御市ままぱぱ学級

20年目になる東御くらしの会定番活動

佐倉市妙覚寺恒例の供養祭249回目

” えべや” への思いを語り合う参加者

2/4上田市高校生議会
一般質問に立った東御
清翔高校生と黒沢先生

やさしい風にのせて

2/25合同街頭啓発活動
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