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2018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、穏やかに新しい年を迎えられ
たこととお慶び申し上げます。昨年は、雹害や台風等によ
る自然災害により各地で農業被害や倒木、土砂崩れ、生活
日常に生活に支障をきたす停電等が発生しました。被害
に見舞われました皆様にお見舞い申し上げます。
 今年は平穏な1年になることを願います。健康長寿の長
野県。東御市もその担い手であり、体力や健康づくりのた
めにも、健(犬)康第一！元気な1年をお過ごしください。

湯の丸高原施設整備推進事業費（仮設プール含む屋内運動施設建設事業費）

予算案（賛成13人 反対2人）可決!!  来年4月着工予定、平成31年6月オープンを目指す

2 その他主な

一般会計補正予算事業

　これまで、湯の丸高原施設整備推進事業に関する市から説明に対し、
財源確保を巡り市民の不安はもちろん議会としても議会全員協議会や
一般質問、総括質疑等を通し大きな議論となってきました。
　湯の丸高原に高地トレーニング用プール整備等大規模な事業を進め
るため複数年にまたがる支出を事前に決定する「債務負担行為」につい
て説明があり質疑が集中。市長のトップセールスにより、ふるさと納税
や市内外の個人や一般寄付で集めるとし仮設プール含む屋内運動施設
建設事業費について財政の見通しが立ったとの説明がありました。しか
し、あくまでも見込み額のため、引き続き寄付の協力に力を注ぎ市民に
は負担をかけないという当初からの約束を堅持することの意見を添え
賛成討論をしました。

湯の丸高原ホテル建設予定の屋内運動施設

企業版ふるさと納税を湯の丸高原スポーツ施設
整備に活用へ

湯の丸高原施設整備推進事業費
（仮設プール含む屋内運動施設建設事業費）見込み額の
概要(3年間合計）

企業版ふるさと納税 企業分 35社計　 約10億5,600万円
個人版ふるさと納税 市長におまかせ　
　　　　　　　　   湯の丸高トレ関連  約 4億2,000万円
一般寄付金　　　　市内外　　　　　     1億3,800万円

　合　計　　　　　　　　　　　　  約16億円　

 ●債務負担行為とは
大規模な工事請負 契約など、工期が複 数年にわたる契
約に おいて、次年度以降 の支出を確約して契 約するた
めのもの。湯の丸高原施設整備推進事業費では、湯の丸高
原に建設する高地トレーニング用仮設プールとその建
屋、付随する各種設備に関する設計費などを除く整備費
用など平成29年度から31年度までの支出をあらかじめ
予算に示す債務負担行為として13億円を盛り込んだ。

 ●企業版ふるさと納税とは
内閣府は、人口減少を克服し社会全体の活力を維持する
ために、志のある企業が地方創生を応援する税制を創
設。地方公共団体による地方創生のプロジェクトに対し
て寄附をした企業に、企業の寄附に係る税負担の軽減効
果を2倍に税額控除の措置をする制度。期限は平成29年9
月～32年3月。

▽生ごみリサイクル施設に関して施設の竣工延期にあわせて運営委託料を減額
▽排水路整備などに関する、御堂地区関連事業の工事費1,072万円と設計業務委託料754万円余
▽第二体育館天井修繕工事費1,404万円など。
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社会文教委員会 審査概要

トピック1

平成２９年第4回定例議会報告（12月1日～22日）

・コンビニ交付開始　　　　　　　　平成 30 年 1 月 10 日

・取得できる証明書の種類　　　　　住民票の映し印鑑登録証明書

・東御市内コンビニエンスストア　　12 店舗

・利用に必要なもの　　　　　　　　個人番号カード・手数料

・自動交付機廃止　　　　　　　　　平成 31 年 3 月 31 日

※印鑑登録証明書の記載事項見直しを行い、住民登録と自認が一致しない

方への配慮により男女の別を削除します。施行日：30 年 1 月 4 日

トピック2

トピック4

住民票等の証明書 コンビニ交付開始
～自動交付機廃止へ～

高齢者共同住宅ふるさと
の業務終了に伴う条例の廃止

・業務終了日　平成 30 年 3 月 31 日
・廃止理由　　指定管理者は（社福）みまき

福祉会に委託し運営をしてきたが、介護保
険制度の様々なサービスが充実され、市が
運営を継続していく必要性が薄れたこと。

トピック3

生ごみリサイクル施設
（エコクリーンとうみ）受入開始

<12 月 1日～ 14 日現在 >
・収集対象　滋野地区・田中地区（一般家庭・事業所含む）
・日　　量　平均 1.394t　（上限 4.1ｔ）

読書施設(ＢＯＯＫ童夢みまき)
閉館に伴う条例の廃止

・施行期日　平成 30 年 4 月 1 日
・廃止理由　住民の交流及び生活文化学習活動

等の促進を目的としてきたが、周辺施設の整
備により同様の役割を担うようになり読書施
設として一定の役割を果たしたこと。

・東御市印鑑条例の一部を改正する条例

・東御市読書施設条例の一部を改正する条例

・東御市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例

審査経過：教育委員会の一部事務が市長部局に移管なることを
市民に丁寧に説明をすること。市長部局と教育委員
会で連携を密にし推進してほしい。市長部局に移管
後は市の柱となるスポーツ推進計画を作成されたい。

・東御市高齢者共同住宅条例を廃止する条例　

審査経過：「高齢者住宅ふるさと」の廃止により市民サービスの
低下とならないよう、今後必要とする人も予測され
るため小規模住居などのサービスを検討されたい。

◎東御市条例に関する審査 (4 件 ) 可決、陳情 2 件を採択
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東御市生ごみリサイクル施設
（エコクリーンとうみ） 

東御市海野保育園



10月24日：北御牧地区　10月25日：和地区　10月27日：祢津地区
10月28日：田中地区　　10月30日：滋野地区（手話通訳派遣）

前半は、議会からの報告を依田議長・阿部総務産業委員長・佐藤社会文
教委員長が行い、後半は、テーマ（農業・観光、子育て・教育、福祉・医療）
に分かれてワークショップを開催しました。

・来場者合計　98人（女性23人・男性75人）

・議会への意見・要望・感想　　20件

・『議会と語る会』の内容についての意見・要望・感想　　42件　

・テーマ別詳細意見内容

農業観光38項目・子育て教育42項目・福祉医療25項目　総計105項目

 

いただいたご意見ご提案等を今会期中に各委員会で1項目ごと精査し、
今後の委員会活動のテーマとして位置付けていくことを確認し合いま
した。

「議会と語る会」が 5 地区で開催されました

今会期中、整理された意見等スライドを見ながら
検討する社会文教委員会

信州パーキングパーミット（障がい者等用駐車場利用証制度）について
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1  地域に貢献する身近な病院を目指して

【問】 公立病院改革プランに基づいて、市民病院はどのような改革を目指すのか。

【病院事務長】 上小医療圏における立ち位置、役割などを明確にした上で、目指すべき将来像の実現に向け改革

に取り組む。市の厳しい財政状況などを踏まえた上で、病院事業が継続可能な経営内容となるよう、経営改
革を行うための実現に向けて取り組む。

【問】 市民病院が進めようとしている再編・ネットワーク化についての進捗状況は。

【病院事務長】 厚生連が運営する鹿教湯三才山リハビリテーションセンターとの調整が整ったことから、連携

協議会を開催し再編・ネットワーク化に向けた具体的な検討に入った。

【問】 検討内容と今後の課題はなにか。

【病院事務長】 取り組みの経過や現状と課題など意見交換を行った。今後は課題解決のための目標や具体的な

施策、実施すべき手段等を検討、協議していく。

2 
【問】 市民の利用証の交付状況はどうか。また市が管理する施設の駐車スペースの整備状況についてはどうか。

【健康福祉部長】 市内では障がい者、高齢者、妊産婦、けが人合わせ112名が利用証の交付を受けている（29年11

月現在）。また市が管理する施設においては、市役所本庁舎、中央公民館、人権啓発センター、総合福祉セン
ターの4施設において10台分の駐車スペースが登録されている。

【問】 この制度に対する協力施設、事業所への働きかけをどのように推進しているのか。

【健康福祉部長】 協力施設は市が管理している4施設を含む市内10施設、31台分の

駐車スペースであり、大型商業施設や観光施設などを中心に、制度のご案内と
ご協力のお願いをしているところ。

【問】 市民への周知はどう進められているのか。

【健康福祉部長】 パーキング・パーミット制度は、対象の方が社会へ出やすくなる

大切な制度であり、お互いに譲り合いや思いやりの心を持っていただくことが
重要であると考えており、広報、ホームページ等を通じてさらなる推進を図る。

平成29年第4回定例議会一般質問



活動日誌　平成2９年10月～12月
10月 11月 12月
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やさしい風にのせて
　11月11日は「いい日いい日あった介護ありがとう」介護の日。東御市中央公民館では雷

電為右衛門生誕250周年記念事業どんどこ巨大紙相撲大会開催の日でもありました。子

供・大人チーム合わせて27組。たかが紙相撲との思いで臨んだ当日。300人ほどの観衆の

中、熱気に満ち、大きな声援が飛び交い、手のひらが痛くなるほど土俵を叩いて戦いまし

た。紙力士は相手を押し出したり前のめりに倒れたりと様々。会場は大変な盛り上がりで

来年も期待する声が多く聞かれ東御市の名物にしたいものですね。

　湯の丸高原トレーニング施設整備事業について、7月臨時議会、9月定例議会そして今回12月議会において、上程され

た補正予算に関し財源を巡って大きな議論が交わされてきました。湯の丸高原が高所トレーニングの最適地として専

門家や関係者間で熱い期待が寄せられています。厳しい財政の中で、どう実現可能か、市民負担にならないか、市の活性

化につながるのか、といった問い合わせが、私のところへも届いています。今後も注視していかなければなりません。ご

意見、ご質問をお寄せ下さい。

1日・第14回東御市総合体育大会開会式　　
2日・第1回東御市温泉施設運営懇話会
3日・東御の日記念式典
8日・しげの里づくりの会　雷電勉強会

11日・庁舎内部環境監査・各種団体親睦球技大会
12日・子育てフェステイバル
16日・女性団体協議会　市長と語る車座
17日・土石採収地視察
19日・社会文教委員会勉強会『平成30年度からの

国民健康保険制度について』
21日・佐藤千枝後援会視察研修会湯の丸高原

（出前講座）　
23日・上小広域連合議会
26日・上小広域連合議会

・北御牧地区男女共同参画まちづくり懇談会
28日・福祉の森ふれあいフェスティバル

1日・部落解放、人権政策確立行政懇談会
2日・滋野小学校音楽会 
3日・第6回くらしを見直そう展
4日・みんなちがってみんないい　コンサート　
6日・市道県東深井線開通記念式典 

・滋野地区戦没者追悼式
8日・小諸市、立科町、東御市議会議員交流研修会
9日・東御清翔高校を育てる会・公開授業

10日・東御嬬恋線改良促進期成同盟会県要望活動
11日・どんどこ巨大紙相撲大会 
12日・六分水古文書虫干し
16日・東御市、モルドバ共和国との食の交流会

　（東京）　　　　　
18・19日・高所トレーニング国際シンポジウム
18日・東翔の会定例会
20日・議会運営委員会・臨時議会
22日・議会運営委員会、東御市温泉施設運営懇話会

・湯の丸高原高所トレーニング施設整備推進
会議説明会

25日・東御市障がい者福祉のつどい
28日・滋野地区区長会忘年会

1日・第4回12月議会開会日　～22日
4日・ケアポートみまき事業所報告会
7日・全員協議会・議員総会
9日・東御市人権尊重のまちづくり市民の
集い

10日・元内閣総理大臣羽田孜氏 お別れの会
21日・市議会正副委員長会
22日・第4回定例議会閉会

10/3東御の日記念式典

10/12子育てフェスティバル

10/26 上小広域連合議会

広域連合行政について一般質問しました

11/2滋野小学校音楽会 

11/6市道県東深井線開通記念式典 

11/11どんどこ巨大紙相撲大会 

11/18・19 高所トレーニング国際シンポジウム

野口みずきさん、高野修さんと走り初め

佐藤千枝後援会役員研修in湯の丸高原


