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令和元年　6月定例議会報告　6月4日～24日

1

17日の本会議総括質疑で、平成31年度湯の丸高原屋内運動施
設事業特別会計補正予算案などを審議し、賛成多数で可決。
最終日24日には消費税率10％の引き上げに伴う条例の一部改
正案など21議案と、湯の丸高原スポーツ交流施設指定管理者
の指定についての議案、すべて賛成多数で可決しました。
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指定管理料を本年度については4,500万円（うち500万円は準備
金として）来年度と再来年度各7,000万円を上限とし債務負担
行為1億4,000万円を盛り込んだ。但し上限額に関しては、燃料
費高騰などがあれば変更する可能性あり。

平成31年度湯の丸高原屋内運動施設事業特別会計
補正予算

＊ネーミングライツとは、施設の通称に企業
や団体名を入れる代わりに、命名権料を得
て施設の維持管理などに充てるもの。　
市は、7月31日まで命名権者（ネーミングラ
イツ・パートナー）の募集を行った。

＊株式会社・オーエンスの概要
・ビル管理やスポーツ施設管理事業などを行っている。
・設立は1959年（昭和34年6月）
・従業員は約4,900人
・支店は東京、千葉、さいたま、横浜、秋田、仙台、名古屋、

大阪、福岡など全国27拠点
・指定管理者実績は全国80件215施設

特設プールの指定管理者　決定！！

本年度 : 4,500万円に対しネーミングライツ料3,000万円、
一般寄付金1,500万円を見込んでいる。

来年度、再来年度 : 
7,000万円に対しネーミングライツ料3,000万円、
一般寄付金4,000万円を見込んでいる。

施設の名称　屋内運動施設（特設プール）　

指定管理者　株式会社 オーエンス（本社は東京）

指定の期間　令和元年10月20日から令和4年3月31日まで

幼児教育・保育の無償化始まるトピック１ トピック2

実施時期 : 令和元年10月1日
対 象 者・対象範囲
・認可保育所（市立保育園・海野保育園）認定こども園等

3歳児（年少児）クラスから5歳児（年長児）クラスの子
ども及び0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用
料を市民税非課税世帯対象に。

・くるみ幼稚園他
幼稚園は満3歳児から無償化（月額25,700円を上限）

・幼稚園の預かり保育・障がい児通園施設等
・認可外保育施設

3歳児クラス以上で法区の必要性があると認定された
場合は月額37,000円までの範囲

改善策
1. 10月から、回数券を11枚つづり3,000円から

12枚つづり3,000円に変更…日常的に使う人
の負担軽減を図る。

2. 利用者の掘り起こしや高齢者の集まる機会に
PRし試乗する機会を設ける。

3. タクシー券の利用を高齢者にも拡大する。

1日当たりの利用者数 110.6人 39.1人

一人当たりの経費 1,597円 4,018円

平日 土曜日

全体の経費を押
し上げている

デマンド交通
「とうみレッツ号」9月末で土曜運行廃止

湯の丸高原スポーツ交流施設指定管理者の指定
について18日の総務産業委員会において審議
が行われました。

財
源
内
訳
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国庫交付金 
元利償還金交付税

算入（60％） 
実質地方負担額 

18,106 千円 
21,720 千円 14,480 千円 26,400 千円 56.4 

36,200 千円 26,400 千円 
56.4
千円 

基準単価の 1/3 起債借入(100％)補正予算債 起債借入(100％)継足単独分 一般
財源 

国庫交付金 
元利償還金交付税

算入（60％） 
実質地方負担額 

117,754 千円 
141,120 千円 94,080 千円 216,600 千円 596 

235,200 千円 216,600 千円 
596
千円 

基準単価の 1/3 起債借入(100％)補正予算債 起債借入(100％)継足単独分 一般
財源 

トピック4

トピック3 小中学校、児童館に冷暖兼用エアコンが設置されました

1. 小中学校空調設備設置事業概要

2. 田中小学校における工事の状況

3. 市立保育園

設置教室 計194教室
普通教室 ,特別教室（理科室 ,家庭科
室 ,視聴覚室 等）

機器台数：256台 (室内機）
工事費：570,150千円
（財源内訳）
国庫補助・交付税算入 258,874千円
実質地方負担額         311,276千円

設置教室 33教室
機器台数：41台
工事費：80,762,400円
（財源内訳）
国庫補助・交付税算入  39,826千円
実質地方負担額         40,936.4千円

田中小学校図書館
設置のエアコン

今年6月末までに、5園の73室
（園児室及び事務室等 )全室にエア
コンの設置完了
(財源内訳 )
合併特例交付金 　15,300,000円
一般財源　　　   　5,565,600円 保育園設置のエアコン

＜児童館の設置状況＞
田中児童館：図書館・学習室1・静養室
滋野児童館：事務室・図書館・学習室と

一体の静養室
祢津児童館：図書館・学習室1・静養室
和児童館：事務室・図書館・静養室
北御牧児童館はすでに設置済み

上田バイパス第二期工区「東御市区間」の事業進捗状況（平成31年3月末現在）

東御市区間（1.8km）の進捗状況は次のとおりです。

1  深井地籍（市境～県道大屋（停）田沢線付近）0.9km

設計協議：完了　用地測量、物件調査：完了

用地買収：実施中（取得率：約25％）

2  西海野地籍（県道大屋（停）田沢線付近～国道18号

和交差点）0.9km

設計協議：完了　幅杭設置：完了

用地測量、物件調査：未着手

3  東御市内全体の用地取得率：約12%

※西海野地籍は用地測量未着手のため概算数値。

4  上田市区間（2.3km）の用地取得率：約73％

※用地買収の取得率は、面積比での数値。

※神川橋梁（橋脚）工事実施中。

常任委員会は今年度、東御市民病院・子供の居場所・障がい者支援
についてのテーマに力を入れています。
・8日 静岡県森町　森町市民病院の取り組み
・9日 神奈川県大磯町　子供たちの放課後の居場所について
・10日 埼玉県寄居町手話言語条例制定の経緯とその後の取り組み
　詳細は紙面の都合上、議会だより8月号をご覧ください。

社会文教常任委員会の行政視察
（5月8日～10日）
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1  湯の丸高原特設プールについて

通学路の交通安全対策について2 

手話の普及啓発と推進について3 

令和元年６月定例議会 一般質問 

【問】 特設プールに関する平成30年度の寄付金状況はどうか。
【市長】 寄附金の合計額は2億3,234万円である。
【問】 平成31年4月から令和元年5月末までの寄付金の状況はどうか。
【企画振興部長】 企業版ふるさと寄付金1社20万円、一般寄付4件105万円、個人版ふるさと寄付金1,700万円程度。
【問】 この4月からPR大使となった金藤理恵さんの役割と実績、今後の予定は。
【市長】 高地トレーニングに適した湯の丸高原の魅力をＰＲいただくことが一つの大きな役割である。活動実績と今後

の予定は、月に5日程度の会議への出席、企業へのＰＲ活動への同行、小中学校の水泳教室の活動をいただいている。
実際に、金藤さん同席による訪問先企業から寄附のお申し出をいただくなどの成果が出ている。

【問】 特設プールの維持管理における光熱水費はどの程度見込んでいるか。
【市長】 日本で唯一の高地トレーニング用プールのため、立地条件等が類似している施設の指定管理者や設計・施工業

者からの聞き取りで参考額を算出。今年度については、光熱水費は約6割にあたる3,500万円と考えている。
【問】 特設プール完成後の湯の丸高原スポーツ施設全体での雇用は。
【市長】 特設プールは、指定管理者の提案で施設運営に係る雇用は6人程度。この他に民間投資によるアスリート食堂

や、既存ホテルの増築などの施設整備が進められており、10名程度の雇用を見込んでいると聞いている。
【問】 ネーミングライツの公募期間中だが、企業の申し出がない場合どうするのか。
【企画振興部長】 希望条件など仕様書を見直し、再度公募をかけていく。
【問】 ネーミングライツ料3000万円の根拠はなにか。
【企画振興部長】 湯の丸高原スポーツ交流施設全体の維持管理・運営費の半額程度を財源とするもの。

【問】 通学路の危険個所の点検と今後の対策はどのように進めているのか。
【教育次長】 通学路交通安全プログラムに基づいて関係機関による情報共有と危

険個所においては立て看板やのぼり旗によるドライバーへの注意喚起やカー
ブミラーやグリーンベルトの設置、歩道の整備等行っている。警察との協議を
行い情報共有に努めている。

【問】 通学路危険個所点検が実施されているが、歩道がなく交通量の多い通学路市
内には、城ノ前区内で「ゾーン30」を実施し、通過車両に対し、効果があったと聞
いている。例えば、国道牧家西交差点南の市道交差点から滋野コミュニティセンター交差点の間も朝夕の交通量
が多く、制区間としたらどうか。また比較的効果があるという、城の前区実施の「ゾーン30」を導入できないか。

【市民生活部長】 城ノ前区では、以前から、常田南交差点の渋滞の抜け道として区内をスピードを出して通り抜ける車
が多く、まちづくり懇談会等で、区から交通安全対策の要望が出ていたため、平成26年3月にゾーン30を実施。要望の
場所については、現状を把握し「ゾーン30」の実施も含め、関係団体等と協議を進め検討する。

城の前区設置のゾーン30　

【問】 H28年の長野県手話言語条例制定後の当市の具体的な取り組みはどうか。
【健康福祉部長】 「東御市手話奉仕員養成講座」を平成18年度から毎年開催してい

る。平成30年度末で111名の方が養成講座を修了しており、そのうち医療機関
窓口、介護施設、スーパー等様々な職場で、手話を活かしながら聴覚障がい者
を支援されている方は、73名いる。

【問】 学校教育の中で、教職員や児童生徒の手話に対する理解はどのように進めているか。
【健康福祉部長】 小学4年生では、国語の点字を扱う単元で、だれもがコミュニケーションをとれる手段の一つとして

手話を扱う。小中学校の総合的な学習では、福祉体験の一貫として、手話を使って生活されている方や手話通訳
者の方から手話を教えていただき、耳が聞こえないとはどのようなことなのか、耳が聞こえない人はどのように
生活しているのかを学び、手話を通して交流を行っている。

【問】 市職員の手話学習に関する取り組み状況はどうか。
【健康福祉部長】 手話養成講座へ参加し、実際の業務に活かしている職員は現在7名。市総合福祉センターでは、定期

的に手話通訳者を講師とし、手話学習会を行っている。
【問】 研修会や講演会、イベント等を通じて信州あいサポート運動の取り組みを積極的に行うことについて。
【健康福祉部長】 「信州あいサポート運動」は、様々な障がいを知っていただき、必要とされる配慮を理解し、日常生活

で実践していただくことを目的としている。障がいのある方とない方が「共に生きる」という観点から、大変有効
な運動と捉えている。各種研修会、講演会、イベント時などに県と連携し積極的に開催していく。また市民向けの
セミナー「ハートをつなぐ障がいセミナー」で、本年度も「信州あいサポート運動」の開催を計画していく。

12日・13日の二日間10人登壇し、私は
トップバッターで質問を行いました。
湯の丸高原特設プールについて・手話
の普及啓発と推進について・通学路の
交通安全対策について質問しました。

♥
♥
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活動日誌　平成31年４月～令和元年６月

4月 5月 6月

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 滋野保育園入園式

4日 滋野小学校入学式・北御牧中学
校入学式

5日 川西清掃センター閉炉式 

6日 滋野駅を愛する会総会

25日 例月検査

26日 しげの里づくりの会総会

29日 祢津東町歌舞伎・雷電顕彰会総会 

30日 東翔の会定例会 

3日 平和を希う市民のつどい

7日 議会運営委員会

8日～10日 社会文教委員会視察 

15日 滋野小学校応援団紹介式・懇談会

東御市青少年育成市民会議総
会・研修会

21日 身体教育医学研究所会計監査

22日 東御市女団連総会・東御市社会
福祉協議会会計監査

23日 土地開発公社理事会

24・25日 東海地区都市監査委員会総会

26日 助産所とうみ10周年祝う会 

27日 川西保健衛生施設組合臨時議会

28日 例月検査

29日 チャレンジデー・議会運営委員会

1日 滋野小学校運動会 

佐藤千枝後援会総会 

2日 身体教育医学研究所理事会

4日 令和元年年6月定例議会開会～
24日まで

7日 東御市社会福祉協議会理事会

9日 東御市消防団消防ポンプ操法・
ラッパ吹奏大会 

10日 全員協議会

24日 第2回定例議会閉会

25日 青少年補導委員会

26日 例月検査

27日 定期監査　　

29日 映画を中心とした男女共同参画
のつどい

4月4日 滋野小学校入学式

4月29日 祢津東町歌舞伎

4月5日 川西清掃センター閉炉式
5月26日 助産所とうみ10周年

6月1日 滋野小学校運動会

6月1日 佐藤千枝後援会総会

6月9日 東御市消防団大会

やさしい風にのせて

・2019年5月1日、令和の時代が始まりました。心新たに、良き時代を切り開くと
いう決意のもと、皆様とともに邁進していきましょう。

  写真の書は、東御市在住の書家 高橋麦宇先生に書いていただきました。
・6月に軽井沢町で開かれた２０カ国・地域エネルギー環境相会合（G20）。海に流れ

出すプラスチックごみ（廃プラ）の削減に向けた国際枠組みの創設などを盛り込
んだ共同声明が採択されました。セブンイレブンや、ファアミリーマート・ロー
ソンなど各企業は化石燃料由来のプラスチックから、二酸化炭素排出量削減効果
も期待できるバイオプラスチックへの切り替えを進めています。私たちにできる
こと。買い物にはマイバック持参、飲み物はペットボトルでなく水筒を！できる
ことから意識をもって暮らしていきましょう♬

・今年は春から季節先取りの暑さの日が多くなっていますが、気象予報によります
と真夏も気温は平年より高く猛暑となる予想です。幸いにも、小中学校や保育園、児童館にエアコ
ンが設置されましたので、効率よい学習環境や遊び・生活の場が提供できることになり、良かった
ですね。皆様！自分の健康は自分で守り、この夏を元気に乗り切りましょう。！！！

暑中お見舞い申し上げます。


