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平成２９年第１回定例議会報告（2 月 22 日～ 27 日）
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大川北工業団地用地

市側提出の平成 28 年度一般会計補正予算、平成 29 年度当初予算 145 億円、条例改正 10 議案等など

が可決しました。

1、湯の丸高原施設整備推進事業費　    　  123,429,000 円

400ｍ全天候トラック整備費　　　          　8,500 万円

森林セラピー（1 周 800ｍ）　　　           　2,800 万円

トレイルランロード整備　　　　　　     　1,000 万円

2、湯の丸自然学習センター改修工事費　      　4,750 万円

3、川西衛生センター施設負担金　　　 　 622 万 6,000 円

平成 28 年度一般会計補正予算1
6 億 2,042 万 8,000 円を追加し、総額を歳入歳出
それぞれ 168 億 3,783 万 8,000 円とする。

平成 29 年度一般会計当初予算2
歳入歳出総額　145 億円

主な事業

主な事業

　湯の丸高原施設整備に係る事業費では、国の地方

創成拠点整備交付金を活用して、湯の丸学習セン

ターの改修や野山を走るトレイルランロードの整備

を進める計画について質疑が集中した。

 採決では、議長を除く 10 人が賛成、6 人が反対した。

反対討論では施設活用の展望が示されていない。拙

速な事業で構想の再検討が必要ではないか。市民へ

の説明が不十分等の意見が出された。

審議経過

　すべての議案に対し総務産業委員会・社会文教委員
会ともに付帯意見を付け、賛成多数で可決されました。
< 付帯意見の要旨 >
新年度の事業推進にあたり、健全な財政運営の確立
と健康寿命を延ばし自立した生活を送るための取り
組みを強化することが市民のためであり、今後の東
御市の発展しつながるものであることを意見として
添えました。
< 議員提出議案の意見書３件 >
・安心・安全の医療・介護の実現と夜勤交替制労働

の改善を求める意見書
・無料公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi）環境の整備促進を求め

る意見書
・オスプレイの飛行訓練に関する意見書

審議経過

・生ごみリサイクル施設建設工事費            1 億 4,024 万円

・市民プール施設等改修工事費                          100,000 円

・湯の丸高原観光対策事業費                      4,288 万 2,000 円

・デマンド交通システム運行費補助金　                5,833 万円

・川西保険衛生施設組合負担金　　　 1 億 2,436 万 7,000 円

・ふるさと納税謝礼（返礼品・送料 )　　　　     7,500 万円

・日向が丘団地整備工事　　                 2 億 1,598 万円  など

　４月を迎え春色の和やかな季節となりました。

 市議会議員２期目を迎え、これからも子供も大人も、障がい者も

高齢者も誰もが安心して暮らせる東御市づくりを目指して働きま

す。今後ともよろしくお願いいたします。

　平成２９年２月２２日から３月２７日にかけて平成２９年第１回

定例市議会が開催されましたのでご報告いたします。なお昨年の改

選後、議員定数を１９議席から１７議席に削減したことにより、３

常任委員会が２常任委員会になり、予算の予備審査や条例の改正，

請願陳情等の審議に要する日程も増えましたが、慎重に審議を行い

ました。



平成29 年第 1 回定例議会報告

平成29年第 1回定例議会一般質問
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会派代表質問と一般質問が行われ、議長を除く 16 人中 15 人が質問を行いました。
私は 8 日 3 番目に行い『スポーツ振興について』『農福連携について』を取り上げました。

1  スポーツ振興について

【問】市民のスポーツ活動への参加状況は。
【教育次長】目的は様々であるが参加人数は年々増加

傾向にある。

【問】スポーツに対する市民の関心が一層高まってき
ている現在、スポーツ施策の体系化が必要と考え
る。スポーツ振興計画の策定についてのお考えは
どうか。

【教育次長】東御市教育基本法に基づいて進めている
ので、策定する予定はない。

【問】スポーツ活動を通して子育て・教育・福祉・健康・
観光・地域振興を図るためには、市長部局にて事
業を進めるべきではないか。またそうした総合的
な位値付けのなかで、指針となるスポーツ振興計
画の策定をおこなっていただきたい。市長のお考
えは。

【市長】スポーツに関する事務の所管替えについては、
スポーツの振興の視点だけでなく、市民協働、地
方創生の観点から、その方向性を今後検討してい
きたい。スポーツ振興計画については、スポーツ
を取り巻く環境が大きく変化しており、目指すべ
き方向性をきちんと見定め様々な団体と調整を図
りながら検討していきたい。

2  農福連携について

【問】障がい者や高齢者が農業の担い手となる農福連

携の取り組みが各地で始まっている。当市でも

今年1月に初めて農福連携講演会が開催された。

農業を活用した支援状況とこれからの方向性に

ついてのお考えは。

【産業経済部長】『障害者優先調達推進法』に伴い施設

事業所での栽培野菜を地元小学校の給食に利用した

り、特定農地貸付事業により農地の貸借を市が仲介。

国や県の支援サービスを踏まえ支援の方向性を考え

ていく。農福連携は雇用の場として改めて注目され

ている。地域の産業・経済活動と保健・福祉事業を

連携させた市民総活躍によるまちづくりにつなげて

いく。

― 障害者も能力を発揮し、希望を持って社会に参加

する。その選択肢の一つに農福連携が位置付けら

れている。双方を橋渡しする仕組みづくりに、行

政の果たす役割は大きい。国も農福連携による障

害者の就労拡大、収入拡大に動き始めた今こそ東

御市においても積極的に取り組んでいただきたい

と要望 ―

(3 月 7日 , 8日 ,10日 )

3月15日・16日・17日・21日

委員会に付託された 29 年度一般予算の予備審査・
条例改正案・特別会計（国民健康保険・介護保険・後
期高齢者医療）等の審議

3月22日

生活環境課消費生活相談室・雷電生家・小規模多機能
型居宅介護事務所『和光』（田中）・御牧原台地の駅『岩
井屋』の現地調査

・平成 29 年度東御市国民健康保険特別会計予算

今回の税率改定により市民の生活が危惧される。市

民の生活実態は暮らしが大変厳しいという声を聞

く。国の負担割合や市からの繰入金の増額を求める

という意見がありました。一方国民健康保険会計に

ついては法定外繰入や基金の取り崩しによって賄っ

てきたが、基金も枯渇し、このままでは制度自体の

存続も危ぶまれることから今回の税率引き上げはや

むなしという意見がありました。

・平成 29 年度東御市介護保険特別会計予算

・平成 29 年度東御市地域改善地区住宅改修資金等貸

付事業特別会計予算

・平成 29 年度東御市後期高齢者医療特別会計予算

社会文教委員会予備審査

・平成 29 年度東御市病院事業会計予算
平成 27 年度決算において累積欠損金と資本金の精算処
理をおこなったことにより市民病院として再スタートを
きったともいえる。新公立病院改革プランにもとづき効
率よい健全な運営に努めてほしいとの意見がありました。

・東御市国民健康保険税条例の一部改正
国民健康保険税は平成20年度から9年間据え置きであっ
たが、医療費の増加等により財政状況が徐々に悪化して
おり、制度を存続させるために今回の改定についてはや
むを得ないという意見と、30 年度から県に一元化される
が先の方向が見えない中でさらに市民への負担を強いる
ことになるので今回の改定を見合わせてはどうかという
意見がありました。

審査内容の概略は次の通りです。

他条例 6 件、私有財産譲渡 2 件、請願 1 件

現地調査　滋野大石の雷電生家にて
第 8 代目関家の関賢治さんと
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トピック 1

中央公民館講堂に約 400 人出席。雷電の業績や生涯、

伝説などをまとめたパンフレット制作。雷電の生家で

ある地元大石区でも、雷電生誕 250 年記念事業大石区

実行委員会を立ち上げ、29 年度事業が開催されます。

 

『雷電生誕 250 年記念式典

  並びに講演会』開催
世界の恒久平和と人権尊重の実現を国内外に向けて力強
く発信していくことを掲げ、市民広場に記念碑を建立、
除幕式が行われました。 
昨年 7 月に発足した市人権平和都市を考える懇話会から
の提言（市民からのパブリックコメント 20 件の意見も
考慮）を受けて 12 月定例市議会に説明し決定しました。

『平和と人権を守る都市宣言』

 を制定

湯の丸高原施設整備

トピック 2

トピック 4

総事業費　990,000 千円

負担割合　国 55％  県 27.5％  市 7.5％  地元 10％

御堂地区荒廃農用地復旧事業安全

祈願祭・起工式行われる

トピック 3

2 月 26

2 月 17 日

3月 1日

上田市の画家 米津福一さんからご寄付いただいた
『雷電為右衛門』2 点

トピック 5

　東御市市民病院では、４月

から中学生以下を対象に発

達障害の診断や相談に応じ

る『発達外来』が開設され

ます。

　新たに小児神経科医と臨

床心理士を雇用し、月2回の

診察日を設け、中学生以下

を対象とし、学校や行政が

連携しながらサポートを行

います。

（毎月第 1・第 3 木曜日の

　午前 9 時から午後 3 時）

発達障害の外来受診

4月から開設へ



活動日誌　平成 2９年１月～３月
１月 ２月 ３月
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5日・大石区3役市役所新年あいさつまわり
6日・部落解放同盟東御市協議会団結

旗びらき
8日・東御市消防出初式
 9日・東翔の会定例会
13日・新春経済講演会
14日・滋野地区区長会新旧引き継ぎ
17日・みまき福祉会評議員会

・景観を考える会委員会
20日・上田地域市町村議会議員研修会
23日・議会運営委員会・全員協議会
　　　・東信5市研修会（当番　東御市）
24日・農福連携講演会 
25日・第1回自治推進委員会
26日・長野県部落解放研究集会 

・東御市女性農業者懇話会
・がん哲学外来シンポジウム

28日・保健福祉推進大会 サンテラスホール
29日・大石区総会
31日・東北信9市議会正副委員長研修会

（当番　佐久市）

1日・平和と人権を守る都市宣言記念除幕式
2日・地球温暖化対策地域推進協議会
12日・ごみ減量化・3Ｒ推進講演会
13日・東御市病院事業会計に関する勉強会

（議員有志）
15日・東部中学校卒業式 
16日・滋野小学校卒業式 
18日・東翔の会視察研修
22日・東御市社会福祉協議会理事会
24日・滋野保育園卒園式
26日・モルドバ共和国大使歓迎セレモニー
 ・滋野駅を愛する会総会

27日・東御市3月議会閉会
28日・みまき福祉会評議員会

1日～ 2日・東翔の会視察研修　春日井市・
可児市

5日・東御市男女共同参画のつどい
6日・土地開発公社理事会

・景観を考える会委員会
・雷電生誕250年記念事業大石区実行
委員会

8日～ 9日・議運・広報合同視察研修 
9日・高地トレーニングの理解を深めるた

めの講演会
11日・佐倉市雷電祭
16日・東御市社会福祉協議会理事会
17日・滋野地区地域福祉懇談会
21日・上田地域広域議会
23日・平成29年第1回定例議会～ 3月27日
24日・上田地域広域議会
26日・消防団音楽隊第10回定期演奏会

・雷電生誕250年記念式典・講演会

　先月、人権男女共同参画課主催の『人生を輝かせる音楽と絵画と講演会』が上田文化会館で開催され、「障がい者か
ら見た人権と福祉」と題して足で描く画家、木村浩子さんの講演会がありました。木村さんは、今年 80 歳。幼少期に
脳性マヒにかかり不自由な体にもかかわらず、青春期に短歌や絵画と出会いその後沖縄に移住し障がい者も気軽に利
用できる『土の宿』を立ち上げられました。絵画の個展を国内外で開催しながら、障がい者支援、平和活動に力を注
いでおられる方です。

　『人は生きるために生まれてきた。戦争で命を落とすことがあってはならない。』と自らの生きてきた道のり・人生
を振り返り、声を振り絞って心の奥からの叫びともとれるお話をお聴きし感動しました。

　オープニングで私どもコールレインボーも歌わせていただきました。すべての人が分け隔てなく明るく生きていけ
る社会のために前向きに生きていきたいものです。

やさしい風にのせて

1/8東御市消防出初式

1/24農福連携講演会

1/26がん哲学外来シンポジウム

1/29 大石区総会

1/31東北信９市議会正副委員長研修会

3/18雷電為右衛門が眠る東京赤坂
　　報土寺朝倉住職・奥様と

3/26 駐日モルドバ共和国特命全権大使
ブマコフヴァシレ閣下、ルドミラ夫人を囲んで

3/24滋野保育園卒園式


