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市民プールの改修工事費約6,000万円や生ごみリサイクル施設建設工事費3億
9,000 万円等を含む約 8 億 8,900 万円を追加する本年度一般会計補正予算案や
市長や市議会議員等の期末手当と市職員の勤勉手当などを引き上げる条例改
正案等を可決しました。

平成 28 年度一般会計補正予算 8 億 9,000 万円 

可決　予算総額は 162 億 2,000 万円

　　 委員会　　　　  委員長     副委員長　                                               委    員

総務産業委員会　　阿部貴代枝　山崎康一　田中信寿 , 山浦利通 , 窪田俊介 , 依田政雄 , 栁沢旨賢 , 横山好範

社会文教委員会　　佐藤千枝　　若林幹雄　高木真由美 , 中村真一 , 高森公武 , 平林千秋 , 長越修一 , 青木周次

議会運営委員会　　依田政雄　   平林千秋　山浦利通 , 佐藤千枝 , 若林幹雄 , 長越修一 , 栁沢旨賢

広報調査特別委員会　窪田俊介　  山浦利通　田中信寿 , 高木真由美 , 中村真一 , 高森公武 , 平林千秋 , 横山好範 , 依田俊良

上小広域連合会議会議員　　正副議長（依田・横山）・各常任委員会委員長（佐藤・阿部）

条例改正5件、規約・協定の変更3件　可決

・東御市特別職の職員の給与に関する条例、及び 東御市
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

・東御市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を
改正する条例

・東御市税条例の一部を改正する条例
・東御市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
・東御市国民健康保険条例の一部を改正する条例
・川西保健衛生施設組合の規約の変更について
・上田地域定住自立圏形成に関する協定の変更について
・佐久地域定住自立圏の形成に関する協定の変更について

陳情について議員提出議案3件を可決

・給付型奨学金制度の創設等を求める意見書（決議）
・義務教育国庫負担金制度の堅持を求める意見書
・国の責任による 35 人学級推進と教育予算の増額を求め

る意見書

定数 2 減の 17 名（前 12 名、新 5 名）　で、議会人事、委員会所属など次のとおり決定しました

〇議長　 依田俊良  　  〇副議長 　横山好範      〇監査委員　長越修一

2017年 あけましておめでとうございます
　皆様におかれましては、穏やかな新春をお迎えになられたことと

推察いたします。今年も健やかに、そして益々のご多幸を願ってお

ります。 昨年11月の市議選では、60.21％と低い投票率にもかかわらず、

1302 票という大変重みのある得票をいただきトップ当選を果たすこ

とができました。ご支援いただきました皆様に感謝申し上げます。 

　次世代を担う子供や若者たちが、お年寄りや障がい者が、安心し

ていきいきと暮らせる豊かな街を目指し、その願いや思いが叶えら

れる東御市づくりのために一生懸命に働きます。 皆様、よろしくお

願いいたします。 

・議員報酬・期末手当　　　　　　　　  485 万円

・ふるさと納税謝礼　　　　　　　　　1,000 万円

・海野保育園保育所運営委託料　　　 　2,100 万円

・生ごみリサイクル施設建設工事費　3 億 9,000 万円

・小学校トイレ改修工事費　　　　1 億 9,000 万円

・市民プール改修工事費　　　　　　　6,000 万円

平成28年度の補正予算の主な事業

( 左 ) 委員会審査  ( 右 ) 壇上にて社会文教委員会での審査を報告
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トピック 1

1. 平成 29 年 12 月生ごみリサイクル施設の稼働に向け、整備工事
が進められています。　

　[ 施工業者：協和加工・宮下組特定建設工事共同企業体 ]

2. 市民説明会の実施状況（8 月 30 日～ 10 月 26 日）
　[ 田中地区 ] 出席率 23.9％  [ 滋野地区 ] 出席率 39.7％
　合計 約 3 割の世帯の出席

〇区民から寄せられた意見・要望
・生ごみ専用指定袋の値段について
・高齢者などで分別ができにくい、またはできない方への対応について
・水切りバケツ購入に対する市の補助金制度について
・ごみステーションに設置するバケツや回収袋の洗浄等の管理について

〇市側の対応
・いただいた要望や意見について、今後リーフレットを作成し、
　市民への周知を図る
・説明してほしい要望があれば、地域に出向いて出前講座も可能。

生ごみリサイクル施設整備工事に関する状況

大石区生ごみリサイクル施設説明会 (2 回開催 )

区の体制も代わった時期ですが、各区から寄せら
れた要望・質問・意見等に対し、指摘された内容
や方針について速やかにお伝え願いたいこと、区
民の皆さんが不安に思っていることを担当課に伝
えました。春頃までに回答ありそうです。

全国的にも課題のある小学校トイレの 4Ｋ（臭い・汚い・暗
い・怖い）解消に向けて、東御市でも、トイレ改修工事費
1 億 9,000 万円の補正を行いました。滋野小学校の体育館
のトイレも避難所機能を持たせるため、併せて改修を行い
ます。祢津小学校・和小学校については今後順次改修をし
ていく予定との回答です。

田中小学校・滋野小学校のトイレ
改修 3 月工事着手へ

スライダープールは安全な運営のため、着水
プール基準不適合、滑り台塔老朽化により撤
去されます。長年子供たちが楽しんでいたス
ライダープール撤去は残念ですが、人気の流
水プールの補修に予算がつけられ、市民の希
望が叶えられました。

29年オープンに向け東御市民プール改修工事の準備

トピック 2

トピック 3

パブリックコメントの実施により、『核兵器廃絶

の文言を盛り込む』等 20 件（10 名）の意見が

提出され、庁内での検討により最終案を決定し

市長に提言されました。　　　

自然石に刻まれた記念碑を 29 年 3 月までに市

庁舎前の市民広場の一角に建立される予定です。

この都市宣言をスタートとして、行政も市民も

ともに平和と人権を守る役割を果たしていきま

しょう。

一人ひとりの人権が尊重される、争いのない世界の実現は、
人類共通の願いです。
わたしたちは、平和を愛する世界の人々とともにその願いを
実現するため、次のことを提唱し、ここに東御市を「平和と
人権を守る都市」とすることを宣言します。

１、戦争の歴史を学び、核兵器の廃絶を訴え、平和を推進す
るために行動します。

１、人種、民族、宗教、いかなる違いも越え、互いに尊重し、
思いやりの心と勇気をもって、だれもがその人らしく生
きられる社会をめざします。

１、自然と共存し、平和で安全安心な地域づくりを進めます。

平和と人権を守る都市宣言
が制定されます

トピック 4 平和と人権を守る都市宣言
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1.田中小学校と滋野小学校トイレ

【問】29 年度より要支援者への介護サービスが介護保険から外れ、
　　市独自の総合事業へ移行する。どのような事業内容か。

【健康福祉部長】対象者は要支援 1・2 や今後要支援になる可能性の
　　高い方。区単位で開催できる介護予防教室や医療・介護等多
　　職種連携を図り地域に根付いた取り組みを目指す。

【問】総合事業へ移行にあたっては地域住民・ＮＰＯボランテイ・
　　ボランテイア・事業者等様々な団体による多様なサービスの
　　充実が必要。現在どのような検討をしているのか。

【健康福祉部長】住民主体で身近な区の公民館等で介護予防教室が
　　開催されることが、地域づくりの面からも必要と考え、専門
　　家の助言をいただきながら区長や区民を対象に説明会を始め
　　ている。

【問】地域包拓ケアの中心となる在宅支援に関して、どのように推
　　進していくのか。

【健康福祉部長】昨年から多職種連携会議を 2 か月に 1 回のペース
　　で開催。当初より約 50 人から 60 人の医療・介護の方々に出
　　席いただき事例検討やグループワークを行い、様々な立場で
　　支え合う仕組みを目指す。

12 月 12 日、13 日の 2日間に 10 人が質問に立ち、
私は初日 3番目に行いました。

1  議会議員選挙の投票率向上にむけて

【問】市議選の投票率低下の主な要因は。
【選挙管理委員長】若年層の政治離れが進んでいること。

【問】若者の投票率アップに向けた対策はなにか。
【選挙管理委員長】若者にも市政や地域の場に参画できる
　　機会を増やし、有権者の声を直接聞く機会を設ける。
【問】高齢化が進行し交通手段のない有権者のために区
　　ごとの投票所を設けてはどうか。

【選挙管理委員長】高齢化が進行する状況を考慮すれば
　　今後の検討と認識している。

【問】国保の運営状況は。
【市民生活部長】　単年度の財源不足は一般会計からの繰
　　入金 1 億円のほか基金を取り崩し運営している。

【問】市民への医療費を抑えるための取り組みは。
【市民生活部長】医療費通知の発行。ジェネリック薬品の
　　推奨。1 つの症状で 2 か所以上の医療機関から投薬
　　を受けている方へ適正指導を行う。

年代別投票状況比較

3  地域包括ケアシステムについて2  健康を維持し安心して暮らすために

委員会による現地調査
３. 川西保健衛生施設組合２. 生ごみリサイクル施設工事現場

12月16日委員会審査の後、両委員会ごとに現地調査を行いました。
【社会文教常任委員会現地調査】

滋野小学校女子和式トイレ

田中小学校男子トイレ

クリーンセンター仮設事務所にて整備
工事についての説明を受ける
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10月 11月 12月
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10/8滋野小学校運動会

10/8～ 9火のアートフェスティバル

10/22福祉の森ふれあいフェスティバル

10/23滋野地区ふれあいのつどい

11/13くらしを見直そう展

11/24臨時議会

やさしい風にのせて

3日・東御の日記念式典
8日・滋野小学校運動会
8～ 9日・火のアートフェスティバル
14 日・滋野地区男女共同参画まちづくり

懇談会
22日・福祉の森ふれあいフェスティバル
23日・滋野地区ふれあいの集い
24日・高地トレーニング施設誘致推進市民

会議によるスポーツ講演会　
30日・東御市議会議員一般選挙告示

6日・東御市議会議員一般選挙開票
8日・滋野小学校音楽会
9日・雷電生誕250周年記念事業大石区

準備委員会
11日・議員懇談会
13日・くらしを見直そう展　
15日・議員全員協議会
17日・忠魂殿滋野地区戦没者慰霊祭
18日・湯の丸高原山開き　　
19日・くるみ祭りくるみ料理お菓子コン

テスト
・六分水古文書虫干し

21日・議員総会
24日・臨時議会
26日・東御市障がい者福祉のつどい
28日・議会運営委員会

・東御嬬恋線改良促進期成同盟会要
望活動

29日・みまき福祉会評議員会　新旧役員
歓送迎会
・部落解放・人権政策確立懇談会

5日・第4回12月議会開会日 (～ 22日 )
・ケアポートみまき事業所報告会

7日・東翔の会定例会
10日・東御市人権尊重のまちづくり市

民の集い　
14日・東御市社会福祉協議会理事会
20日・ケアポートみまき評議員会
21日・東御市議会正副委員長会
22日・第4回定例議会閉会
24日・しげの里づくりの会　おらちの

えんがわ役員会

11/26東御市障がい者福祉のつどい

11/19くるみ祭り料理お菓子コンテスト

トップ当選！　市民の信託を受けて　再び議場へ！トップ当選！　市民の信託を受けて　再び議場へ！

　2016年の世相を表す漢字一字が全国 153,562 票の応募の結果、第1位は 「金」に決まりました。
　リオ五輪に沸き、東京五輪に希望を託した「金」と、政治と「金」問題に揺れた年 、スポーツ界に新たな金字塔、
マイナス金利初導入、シンガーソングライターの金色衣装などにも注目が集まりました。私にとって昨年を1字で
表すとすれば、『輪』です。春から練習を重ね秋に行われたバリアフリー合唱団『コールレインボー』のコンサート、
音楽を楽しむ会『スキップ』のコンサート、市議選と、どれをとっても、仲間の輪・支援者との輪・地域の輪、そ
して東御市議会の輪の大切さを実感した年でした。
　新しい年は、皆様にとりましても、すこやかで良い1年となりますよう願っております。


