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 ４年前、皆様の温かいご支援により東御市議会に送り

出していただき、ありがとうございました。皆様から寄

せられましたご意見やご提案を一般質問を通じて市政を

正し、議員活動を全力で取り組んでまいりました。

 今後も、これまでの経験を活かし環境に配慮した豊か

な暮らしづくりと地域福祉のさらなる向上を進めるため

に全力を尽くします。そして、皆様と共に安心して暮ら

せる住みやすい東御市を作っていきましょう。

平成 27 年度決算認定1 2 補正予算

〇農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
農業委員会の業務として、「農地等の利用の最適化の推進」を明確にすること。

新たに市町村長が市町村議会の同意を得て農業委員（18人）を任命する制度に変更し、農地最適化推進委員（5人）

を新設。農業委員との連携を密に担い手への農地利用の集積・集約、耕作放棄地の再発防止や解消等の活動を

行う。

審議経過：新農業委員を任命するにあたり、担当地区等に不均衡が生じな

いよう十分に考慮されたい。農業最適化推進委員が担当する業務内容は

不透明の部分も、そのあり方について検討されたいとの付帯意見を付け

て可決しました。

〇財産の取得について
大川北工業団地用地（旧北信セメント所有地・個人所有地・大川区所有地）

・総面積 :13,745.95 ㎡　　・取得する土地価格 : 総額約 2,400 万円

・土壌対策・汚染調査は異常なし

・立地の形状により、2 段に分けて造成し、工場誘致を進める

・今後のスケジュール

平成 28 年 9 月土地売買仮契約、10 月から測量・設計・関係機関との協議、

平成 29 年 4 月から造成工事開始

新制度移行後の任期は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日

（全員賛成で可決すべきとしました）

一般会計決算額は、歳入総額 156 億 5,783 万円、

歳出総額 151 億 1,575 万円となり繰越財源を差し

引いた実質収支は 5 億 1,260 万円の黒字決算とな

る。財政調整基金へ 2 億 5,631 万円を積み立て、

残り 2 億 5,629 万円を平成 28 年度に繰越す。

8,350 万円を増額し、予算総額は 153 億 2,769 万円。地域

密着型サービス等整備事業補助金 1,130 万円、結婚支援活

動事業委託料 100 万円を計上し実行委員会を組織しセミ

ナーやイベントを実施する。

トイレ改修工事実施設計委託料 400 万円を計上し、市内全

小学校について建物の長寿命化計画に基づいて進める。

3 産業建設常任委員会審査

大川北工業団地用地
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平成２８年第１回定例議会報告　一般質問

1. 雷電生誕 250 年記念事業について

２日間に９人が質問に立ち、私は初日トップバッターで質問しました。

問：記念事業を実施するにあたり、実行委員会を組織して運営されるとのことが、
現段階においてどのようなことをどのように取り組まれる計画なのか。

教育次長

　　基本的には今月中に開催予定の実行委員会に諮り、事業内容を決定する。その

事業案としては、パンフレットの作成、生誕 250 年記念式典や記念講演会など。

また雷電関連の史跡めぐり、文化会館での雷電の企画展などを実行委員会にお

いて十分にご検討、ご論議をいただき、市内外の関係者の皆様方のご支援のも

と、実行体制を整えていく。　

問：雷電の顕彰と伝承を通じて郷土への誇りや愛着を醸成する絶好
の機会であるため、地元の大石区やしげの里づくりの会などの関

係団体とはどのような連携を図っていくのか。 

教育次長　

　　改めて郷土の誇りとして顕彰したいと考えており、地元大石区

をはじめしげの里づくりの会、また道の駅雷電くるみの里など、

関係団体の皆様方にも実行委員会にご参画をいただき、緊密に連

携して進めていく。

問：東御市と関係の深い、松江や、佐倉とはどのように連携を図っていくのか。
教育次長

３市は雷電についてゆかりの地ということで、この３市の連携というのはとても大切と感じている。

改めて連絡をとり記念事業等の有無について調整をしたいと考えている。

250 年生誕を機に東御市が誇るスーパーヒーロー雷電の人柄と業績を佐倉市と松江市に留まらず
全国にアピールするチャンスです。市民の盛り上がりをサポートしつつ、精力的に実行委員会で
十分討議し、今後の顕彰に向けた積極的な取り組みをお願いします。

問：実行委員を組織しての結婚活動支援事業の取組みとは。
健康福祉部長

市民の皆様や企業の協力のもと、結婚に対する意識を醸成する目的で講演会の開催と　未婚の幅広い年

代の方を対象にして、女性向け・男性向けの学習会を開催する。結婚成立の目標を 13 組とする。

問：東御市の合計特殊出生率が 26 年 1.55 に対し 27 年は 0.13 増加している。その要因は何か。更に出生率
を伸ばすための今後の施策についてはどうか。

健康福祉部長

出生数は平成 26 年が 218 人、27 年は 233 人と 15 人増加しており、25 歳以上の出産は各年代とも増加

している。第 3 子以降の出産が増えたことも出生率上昇の要因。今後さらに結婚を希望している方に対

し、結婚活動を支援することが、さらなる出生率の増加も期待できるのではないかと考える。

問：子育て世代の切れ目のない支援を確保する機能は整っているのか。
健康福祉部

地域ごとに関係機関と情報を共有、連携して妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を確保する仕

組みを地域の実情に応じて行っている。

少子化対策の一環としてこれから行われる、結婚活動支援事業の取り組みに期待します。そして
結婚成立目標 13 組をかなえられるよう、できるお手伝いをしたいと考えます。大切に子の育ちを
支援しながら、併せて安心して子を産み育てることができる子育て支援の取り組みをさらに充実
させていただきたいと考えます。

9 月に行われた小諸八幡宮神社の八朔相撲

2.少子化対策と子育て支援について
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平成 24 年 12 月定例議会からこれまでの１６回のうち１３回一般質問、１回代表質問を行いました。

さとう千枝後援会決起集会 討議資料より

誰もが生き生きと 心かよいあう 東御市をめざして

　東洋経済新報社調査によると、東御市の今年の住み

よさランキングは全国 51 位。昨年より 1 位アップし

ました。県内での順位は、昨年の 1 位から駒ケ根市（全

国 47 位）に抜かれ 2 位という結果でした。

　少子高齢化が、待ったなしで進む中、東御市が子育

て支援に力を入れている成果として、合計特殊出生率

が国の目標とする 1.8 ポイントに対し 1.68 と昨年比で

0.13 ポイント上昇。第 2 子、第 3 子の出産が増加傾

向にあります。

－愛する子供たち世代のために！！－

　将来、日本中で地方が消滅するといわれている中で、

現実と向かい合い、さらに活力あるふるさとを守るた

め 5 つの誓いをいたします。

１、ライフステージにおいて、持てる能力を発揮し

元気で働き長寿を全うできるまちをめざします

１、『みんなちがってみんないい』を基本に、お互

いを思いやり、いじめのない教育をめざします

１、女性・若者・子育て世代を応援し、活力あるまち

をめざします

１、『もったいない』の精神で、エコで豊かな暮らし

をめざします

１、移住人口を増やすため、自然豊かな『とうみの

風景』を守り育て、さらに住みやすい地域を

めざします

5 つ の 誓 い

15. 地域防災の充実について

16. 誰もがともにスポーツを楽しめる機会の充実について

17. 小中一貫教育による教育活動の推進について

18. 地域の特性を生かしたまちづくりについて　　　

19. 女性の活躍を推進する施策について

20. 子どもの虫歯対策について

21. こころのケアと福祉支援について

22.18 歳選挙権行使に伴う市の取り組みについて 　　

23. 障害者差別解消法施行にむけた市の取り組みについて

24. 人口定着への取り組みについて

25. 水道管の老朽化について

26. 集客増と地域の活性化に向けた観光施策の取り組みについて

27. 特別支援教育の推進について

28. 雷電生誕 250 年記念事業について

29. 少子化対策と子育て支援について

1. 認知症の人の支援について

2. みんなちがってみんないいを認め合う学校教育の実現に向けて

3. 安心して暮らすための消費者教育について

4. マイバック持参運動の推進について

5. 安心して生み育てるための支援について

6. 健康で自立できる長寿をめざして

7. 小学校区単位の地域づくりについて

8.『歩く』観光振興の推進について

9. 東御市民病院に言語聴覚士の配置を

10.市民からの要望やパブリックコメント・苦情等への対応について

11. ユニバーサルスポーツの促進について

12. 学校図書館環境の整備と充実について

13. 森林里山の保全と活用について　

14. 子育て支援の充実について

＜一般質問で取り上げた項目＞

3. 地農業振興施策について

4. 共に支え合い、みんなが元気に暮らせるまちづくりについて

1. 災害に強い安全安心なまちづくりについて

2. 市民と共に歩む参画と協働のまちづくりについて

＜代表質問で取り上げた項目＞

地域で暮らす皆さんのご意見や困っていること、ご要望をお聴かせ下さい。
行政に伝え、東御市民誰もが東御市で暮らしてよかったと言えるように、安全で安心して暮らし、
幸福度を高めていくため、使命感を持って活動をしていきたいと考えています。引き続き暖かなご
声援をよろしくお願いいたします。



活動日誌　平成 28 年 7 月～ 9 月
7 月 8 月 9 月

4

東御市議会議員一般選挙が行われます
選挙告示：平成 28 年 10 月 30 日（日）

投開票日：平成 28 年 11 月  6 日 （日）　

有権者数：男 12,431 人　女 12,934 人　計 25,365 人

1日・女団連による女性議員との懇談会
3日・上小消防ポンプ奏法大会

並びにラッパ吹奏大会・懇親会
4日・滋野地区まちづくり懇談会　
5日・東部中学校地区懇談会
8日・東信地区消費者の会連絡会研修会
11日・群馬県嬬恋村東御市議員交流親睦会
12日・上田バイパス総会
14日・女団連理事会・代議員会
16日・しげの里づくりの会  支えあい部会
20日・東御市環境市民会議企画運営会議
23,24日・農村医学夏季大学講座
25日・生ごみリサイクルシステム構築に

関わるごみ減量アドバアイザー研修会
27日・滋野小学校見守り隊 朝のあいさつ

運動参加
28日・広報調査特別委員会

岐阜県各務原市議会視察対応
・東翔の会定例会

3日・東御嬬恋線期成同盟会総会
4日・女団連理事・代議員会
5日・28回長野県大相撲東関会通常総会
6日・雷電まつり
9～ 10日・東翔の会視察 金沢
10日・雷電生誕250年記念事業
　　　　　　　大石準備委員会会議
11日・しげの里づくりの会 ふれあいカフェ

「おらちのえんがわ」開所式
15日・東御市成人式 
18～ 19日・議会会派合同視察 
　　　　　　　　　大田区・守谷市
20日・ペアレントトレーニング学習会
30日・地球温暖化対策地域推進協議会

1日・第3回定例議会開会（27日まで）
4日・東御市防災訓練 
11日・大石敬老ふれあいのつどい 
12日・東翔の会定例会
17日・巨峰の王国祭り開会式 ,しげの

里づくり「支え合い部会」　
20日・タイムカプセル開扉式
22日・滋野保育園運動会
26日・常任委員会視察研修報告会
27日・第 3回定例議会閉会
29日・小諸 ,立科 ,東御議会議員研修会

　昭和 61 年 9 月 20 日、旧東部町発足 30 周年を記念して、タイムカプセルが埋設されました。父 佐藤良男が東部町町長
在職中に挙行した事業です。30 年後にあたる今年 9 月 20 日、その開扉式が、東御市庁舎中庭で行われました。

　開扉式では、花岡市長が『21 世紀の東部町民への皆様へ』と題した当時の町長佐藤良男のメッセージを読みあげ、続いて、
当時の議長中沢満寿則さんのメッセージも読まれました。収納されていたポストカプセルは 300 通。我が家にも、私が 30
年後の二人の娘宛に書いた手紙が 1 週間後に届きました。娘は、その手紙をお仏壇に供え手を合わせ、遠方にいる姉にも
電話で報告していました。

　当時の町長佐藤良男のメッセージには、未来のまちに対する大きな期待や希望の思いが込められていました。その当時
を思い出しながら、大変感慨深い気持ちになりました。そして、この思いを受け止め、「さらに住みよいまちづくりをして
いきたい」と決意を新にしました。 

投票に行きましょう！

期日前投票も出来ます

平成 24 年11 月11 日の
投票率は 68.0％でした

7/1女団連懇談会

7/4しげのまちづくり懇談会

7/11嬬恋村交流親睦会 熊川村長

7/28岐阜県各務原市議の皆さんと

8/5大相撲東関会通常総会 振分親方

8/15東御市成人式

9/4東御市防災訓練

9/11大石敬老ふれあいのつどい

9/22滋野保育園運動会

8/9～10東翔の会視察 金沢市役所議会棟

やさしい風にのせて


