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平成30年第2回定例議会報告（6月4日～6月22日）

　市側提出の平成30年度一般会計補正予算、東御市スポーツ
推進審議会設置における新設条例、ほか条例の一部改正等が
可決しました。

1 平成30年度一般会計補正予算
4,030万5,000円の増額補正により、歳入歳出それぞれ
149億1,612万4,000円。

湯の丸高原施設整備推進事業におけるテニス
コート移転補償料

3,500万円

天空の芸術祭事業補助金　 100万円

生活保護事務処理システム改修委託料 270万円

2 社会文教常任委員会予備審査と現地調査

・条例の一部を改正する条例3件を全員賛成で可決

・日本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求める陳情書について

全員賛成で意見書を提出することに決定

  

審
　
査

社会文教委員会の審査を議場にて報告

②北御牧学校給食センター内に

設置されたアレルギー食調理

室やオール電化の厨房の視察

1日目

滋賀県東近江市（人口114,517人）
市立能登川病院の経営について

2日目

愛知県東浦町（人口50,283人）

地域包括ケアシステムの取り組みについて

3日目

愛知県みよし市（人口61,070人）

放課後児童対策について

１  中間教室（田中）で不登校対策
について懇談

３ 社会文教委員会行政視察 　(5月8日～10日)

　 所管の部長にご同行いただきました

２ ①北御牧小学校で行っているランチ
ルームでの給食を試食を兼ねて児童と交流

現地調査

給食メニュー
シュガートースト、わか
めスープ、野菜炒め、
さくらんぼ、牛乳
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市職員が生き生きと働ける職場づくりについて2 

平成30年第２回定例議会 一般質問

【問】5地区別の健康状況について、市民への周知
等取り組みはどうか。

【健康福祉部長】保健補導委員会や地域づくり協
議会などと共催で実施している。

【問】共催の取り組み内容は。

【健康福祉部長】国民健康保険加入者の特定健診
結果と医療費データ分析結果を基に意見交
換を行っている。

【問】介護保険が始まって18年になるが、介護認
定者の重度化率の推移はどうか。

【健康福祉部長】重度化率は現在、把握していな
いが介護保険制度の改正により、自立支援、
重度化防止に向けた保険者機能強化の取り
組みの推進が挙げられており、データの収
集に協力しながら積極的に介護予防の取り
組みを行う。

【問】国や県では、新たな計画に、高齢者のフレイ
ル（虚弱）予防対策が介護予防と位置付けて
いる。市の取り組みはどうか。

【健康福祉部長】基本チェックリストを活用する
ことで、フレイルの状態が判断でき、予防に
取り組めると考える。

自治体において困難な行政課題の解決や職員1人当たりの業務量の増加等、取り巻く状況は厳し
さを増している中で、前向きにはつらつと仕事に取り組み、市民サービスの向上や地域活性化に
向けた職員の人材育成は、重要な課題と考えます。

【問】市職員の採用に際し、採用状況、男女別、市内外、専門職・技術職等の採用方針はどのように行っているのか。

【総務部長】過去5年間の採用は60人。このうち男女別では、男27人、女33人。市内在住または市内出身者が35人、市

外在住が25人、職種別では保育士、保健師などの専門職が16人、土木等の技術職が2人、その他42人は事務職員
である。

【問】公務員としての使命を持って採用された職員が、仕事に誇りを持ち、地域のためのやりがいや働きを持つため

に、職員の育成や研修はどのように進められているのか。

【総務部長】年度当初に年間の研修計画を定め体系的に研修内容を整理した上で、職場内における全体研修や階層

別研修に加え、職場変え研修や派遣研修等を通じ職員の能力開発を支援するとともに、個々の成長を促し、そ
の育成に努めている。

【問】地域づくりサポーター制度を生かし、地域と市職員との懇談を通して顔の見える活動が必要と考えるがどうか。

【総務部長】今年度は部長職及び専門職を除く150名の職員をサポーターに委嘱し、区の求めに応じた会議への出

席、書類の作成支援、情報提供のほか、地区の活動に関する支援など、行政マンとしての経験や知識を生かした
人的支援を行っている。サポーターを活用されていない区もあり、改めて制度の周知が必要である。地域との
共同作業や住民との協調関係を築くことが求められており、地区の取り組みにも積極的に関与し懇談会を通
して関係を築いていきたい。

【問】職員に対しメンタルヘルスチェックが行われているが、職場内でのストレスケアはどのように行われている

のか。対面相談に当たっては、外部相談員を配置するよう配慮が必要と考えるがどうか。

【総務部長】メンタルヘルスチェックは職員自身のストレスへの気づきや不調の未然防止を主な目的として実施し

ている。その結果によりストレスが高いと判定された職員に対しては、保健師によるフォローを行うととも
に、必要に応じて精神科医やカウンセラーによる面接指導を行っている。平成29年度に実施したストレス
チェックにおいて、受検者688人中52人がストレスが高いと判定され全体の7.6％という結果であった。今後外
部相談員の配置の必要性等を検討していく。

1  介護予防と健康増進について

議長を除く16人中12人が質問を行いました。私は12日に登壇し3項目について質問しました。

日本全体が急速に高齢化が進み、やがて、「1人の若者が1人の高
齢者を支える」という厳しい社会が訪れます。地域において健康
の維持・増進につながる活動の場を増やし、適切な生活習慣を継
続し、健康 的な社会生活を送ることが介護予防・健康づくりに
重要と考えます。
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小中学校の水泳学習について3 

たばこ税率の値上がりについて

【問】1学期で小学校の水泳授業が終了する理由は。

【教育次長】水泳授業については、6月から7月の期間
で十分な必要授業数を確保できること、英語などの必修化により他の授業の受
授業数の確保が難しくなっていること、学校職員の労力の課題等を総合的に判
断し、本年度より全小学校で1学期中に水泳授業を終了することにした。 

【問】洋服を着たまま水に入る着衣泳の体験や救急救命講習についての状況はどうか。

【教育次長】全小学校で着衣泳体験を実施している。救命救急講習については、消防署
にご協力をいただき、学校職員や保護者を対象とした水難救助のための救命救
急講習を学校ごと、毎年実施している。

【問】各小・中学校のプール施設の老朽化の状況はどうか。

【教育次長】平成元年に建設され、老朽化が進んでいるプールもあるが、各プールとも大きな修繕は発生しておらず
引き続き施設の点検、メンテナンスに万全を期していく。

平成29年度 東御市個人版ふるさと納税状況

トピック２ 平成30年3月31日現在

・納税総額　　1億9,839万円（昨年比約7,600万円増）
・返礼品総額　8,470万2,500円
・返礼品人気ランキング　

1位 シャインマスカット　　
2位 種なし巨峰　　　　　　　4,000万円
3位 種あり巨峰
4位 地ビール・ワイン　　　　 1,600万円
5位 チーズ・ピザ　　　　　　　730万円
6位 その他　　　　　　　　　 220万円
　（くるみ・宿泊券・リフト券・ろくもん乗車券）

トピック１ 通学路のブロック塀調査

　大坂府北部地震を受け、各自
治体では小学校通学路のブロッ
ク塀の点検が始まっています。
東御市教育委員会では市内全区
の調査を行い学区ごとのマップ
に示し、PTAと連携をはかり子
供たちの安全・安心を守ってい
くとのことです。
　市では自宅が道路に接するブロック塀の維持管理につ
いて、新設や除去の補助金交付を行っています。詳細は
市役所建設課にお問い合わせ願います。

小学校の通学路に面した
ブロック塀

ブロック塀　基準（建築基準法施行令62条の8）

＜主な規定＞
・塀の高さは地盤面より2.2ｍ以下。
・高さが1.2ｍを超える場合、強度を高める控え壁が必要。
・控え壁は塀の長さ3.4ｍ以下ごとに一箇所設ける。
・控え壁の出は高さの1/5以上が必要。
・控え壁は塀本体と同時に作り、一体の構造とする。
・塀の厚さは15cm以上。（2m以下は10cm以上）
・壁内には径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間

隔で配置しなければならない。

＜補助金額等＞
①延長３ｍ以上の生垣を設置する場合

→ 生垣の総延長に１ｍあたり３千円を乗じた額。
（限度額６万円）

②ブロック塀等を撤去し、かつ延長３ｍ以上の生垣
を設置する場合

→塀等の撤去について１㎡あたり３千円を乗じた
額（限度額５万円）と、生垣設置にかかる補助
金（①に準ずる）の合計。

③ブロック塀等を撤去する場合
→１㎡あたり３千円を乗じた額または工事費の

50％のいずれか低い額。（限度額５万円）
※交付対象となるブロック塀等とは、次の①～③を

全て満たすものです。
①道路に面するもの
②補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀そ

の他これらに類する塀及び門柱
③道路面からの高さが1メートル以上のもの

東御市の生垣設置及びブロック塀等除去事業補助金交付の内容

　たばこ税率が加熱式たばこは5年間、紙巻たばこ
は3年かけて段階的に値上がります。現在、普通の
紙巻たばこに比べ加熱式たばこ（電子たばこ）には、
ほとんど税金がかかっていません。　
　最近では加熱式たばこ喫煙者が増加傾向にあり税
収が落ち込むことから加熱式たばこの課税区分を紙
巻たばこと同様に税率を見直し、課税標準が段階的
に引き上げられます。
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小学校では今年度から1学期末で水泳授業が終了すると聞いて
います。夏休み中のプールは従来どおりのようですが、開放日
が小学校によって違いがあります。自身の命を守る教育の一環
として、水に触れる機会が減ることは非常に残念に思います。

トピック3
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活動日誌　平成30年4月～6月
4月 ５月 6月

やさしい風にのせて

滋野乙2467 　TEL：0268-62-0451   FAX：62-0281　携帯：090-4361-0219
E-mail chisato@ued.janis.or.jp   URL http://www.sato-chie.jp 

連絡先

2日・滋野小学校運動会
4日・30年第2回定例議会開会～22日まで
6日・東御市青少年育成市民会議総会、

研修会
8日・全員協議会

10日・東御市消防団消防ポンプ操法、
ラッパ吹奏大会 

13日・会派定例会
16日・長野車いすマラソンアスリート講演、

体験会 
17日・歴代横綱出版記念祝賀会
22日・第2回定例議会閉会
24日・市民交流サロンＯＰＥＮまつり 
24日～27日・しげの里づくりの会通学合宿

・豊かな環境づくり上小地域会議総会
28日・滋野地区まちづくり懇談会
30日・映画を中心とした男女共同参画のつどい

3日・滋野保育園入園式 
4日・北御牧庁舎市民交流サロン等文書館

竣工式 
5日・滋野小学校入学式 

・北御牧中学校入学式
7日・佐藤千枝後援会総会

12日・東御市温泉施設運営懇話会
18日・東御市くらしの会総会 
19日・東御市文化協会総会（議長代理）
20日・社会文教委員会視察事前学習会
22日・雷電看板お披露目会 
26日・東御市高齢者クラブ連合会総会

（議長代理）
28日・生誕100周年記念 小林邦二展ギャ

ラリートーク
29日・祢津東町歌舞伎

・しげの里づくりの会総会

3日・平和を希う市民のつどい
6日・湯の丸高原荘改修工事竣工式 
7日・議会運営委員会・臨時議会
8日～10日・社会文教委員会視察

11日・東御市身体障碍者福祉協会総会
14日・社会文教委員会　デマンド学習会
16日・滋野小学校応援団紹介式・懇談会
21日・東御市女団連総会

・景観を考える会総会
・ふれあいトロンセンター定期総会

22日・桜井区企業活性化懇談会
23日・上小広域連合議会　　　
24日・土地開発公社理事会　　　　
27日・第2分団（滋野）消防ポンプ操法予選大会

・滋野地区分館交流スポーツ大会 
・滋野地区議員団代表あいさつ

28日・議会運営委員会・議会報告会実行委員会
30日・チャレンジデー

今年滋野保育園では、地域の方に園に足を運んでいただき、朝9時から15分間園児と

一緒に体操をする『いちごタイム』が行われています。私は、毎日は行かれませんが時間

に余裕があるときは、子供たちと一緒に体操やダンスを楽しんでいます。もう少し回数を

ふやせるといいのですが。がんばります！  

また滋野保育園では地元大石区の高齢者やボランティア会員と定期的な交流を行っ

ており 6月1日には、園の花壇のお花植えを園児と一緒に行いました。

昨年東御市では、雷電為右エ門生誕250年祭が盛大に開催されました。私の住む大石区に雷電生家があります。生家を訪れ

る方のために室内外の清掃や入口周辺にお花を植えたり、管理して下さっている皆さんがいらっしゃいます。生家内土俵の周り

には絵画や書が増え、賑やかになりました。生家にお越しください。

4/3滋野保育園入園式 

6/24 市民交流サロンOPENまつり

6/10東御市消防団消防ポンプ操法、ラッパ吹奏大会 

6/16 長野車いすマラソンアスリート講演・体験会

5/30  チャレンジデー

4/22  雷電看板お披露目会

4/18 東御市くらしの会総会

4/5滋野小学校入学式

4/4 北御牧庁舎市民交流サロン等文書館竣工式


