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平成２５年６月定例議会報告と一般質問概要 （６月６日～２６日）

東御市議会議員

市政を身近に

６月の湯の丸高原６月の湯の丸高原

　本定例会では、初日に報告事案 3件のほか、議案として専決処分の承認事案 6件、補正予算事案 1件、条例の一
部改正事案 1件、条例の廃止事案 2件、指定管理者の指定事案 1件、市道の認定事案 1件、市有財産の譲渡事案 2件の、
合わせて 17 件について承認をしました。
　17・18 日の二日間、11 名の議員が 28 項目に亘り一般質問を行いました。
　市民ニーズが複雑かつ多岐に及ぶ中、特に、「総合計画」をはじめ、「農業」・「教育」・
「福祉」・「医療」・「健康」・「行政情報」といった分野について、複数の質問、意見、
提言を行いました。
　20 日には、「東御市特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例」及び「東御
市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例」の 2件を常任委員会・本会議等を
通じて、それぞれ慎重に審議を行い、すべてを承認・決定いたしました。

　主な事業と財源

１、北御牧地区への伝送路光ケーブル化工事費　　　　　　　３億３５００万円
　　財源　市債の地域活性化事業債と基金繰入金　　（目的：地域格差解消）
２、北御牧総合支所への薪ストーブ設置費用　　　　　　　　　　　８６０万円
　　財源　県支出金の公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業補助金
３、地域密着型サービス施設への自動火災報知設備設置事業補助金　２５５万円
　　財源　県支出金の介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金
４、小中学校図書購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１０万円
　　財源　一般財源
５、生活保護事務処理システム改修業務委託料　　　　　　　　　　１２６万円　
　　財源　国庫支出金の生活保護費補助金

活力ある東御市を未来へつなげよう

＊福祉を向上させるために、ライフステージにおいて
　持てる能力を発揮し、誰もが元気で 働き、長寿を全う
　できる東御市をめざします

＊『みんなちがってみんないい』を基本に、　子どもた
　ちの豊かな心とお互いを尊重し、　認め合い、いじめ
　をなくす教育をめざします

＊『もったいない』の精神で、ごみの減量や、　マイバック
　の推進、自然エネルギーなどを活用し、エコで豊かな
　暮らしを守ります

＊あらゆる活動に男女が等しく参画する男女共同参画
　社会の形成をめざし、女性の社会進出ができる
　環境整備を推進します

暑中お見舞い申し上げます
今年の春から、異常気象により発生しました凍霜害、降雹害、
また、干ばつ被害等に見舞われました、多くの農業関係者の皆様
にお見舞いを申し上げます。
自然災害とはいえ、農作業の遅れや、農作物の収穫に大きな影
響が出る等、心配おりましたが幸いにまとまった降雨量により水
不足も一息ついたようで安心しました。
予想されるゲリラ豪雨対策や昨年より一層酷暑になるといわれ
ている中で省エネ・熱中症対策など万全の準備が大切になってま
いります。今後も市と議会の両輪で市民の安全・安心な暮らしを
守るために、精一杯に力を尽くしたいと考えております。
今後とも、よろしくお願いいたします。
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平成 25年東御市議会　6月定例議会報告
（会期：平成 25年 6月 6日～ 6月 26 日）

　一般質問の概要

１、マイバック持参運動の推進について　

問　平成２４年１月、東御市内の消費者の会・事業所・行政の３者により
　　レジ袋削減協定書を締結したが、その後の取り組み状況は。

市民部長　協定締結後、消費者団体やスーパー事業者と協力し、駅や
スーパー前等でのマイバッグ持参を呼びかけるチラシ配りや、持参
率調査を通し、取り組みの拡大を図っている。

問　レジ袋削減に向けた宣言・アピールを実施し、県民スクラム運動の東
　　御版運動を広めていく考えはあるのか。

市民部長　普及啓発や広報という意味で有意義と考えるが、もっと広域
的な地域での取り組みを支援する形で、レジ袋削減を図っていきたい。

２、安心して、生み育てるための支援について

問　助産所とうみ開所以来３年になるが、歓びの声と共に心配な声は届いているのか。
病院事務長　助産師が寄り添うお産に対する感謝の言葉や、家族との立会い出産に関すること。授乳の仕方・
あやし方の相談。母乳の飲ませる時期についての相談もあり、電話や育児相談を通じて対応している。　　

問　母乳やミルクを終わりにする時期について、健康保健課の保健師と助産所との間に見解の相違があり、判断に
　　迷うというお母さんたちの声が聞かれる。母子保健向上のためにも双方での情報交換や合同研修を実施して
　　ほしいがいかがか。

病院事務長　４月より健康保健課の保健師が病院勤務になった関係で、今後さらなる人事交流や合同研修につ
いて検討し連携強化を図っていく。

３、　健康で、自立できる長寿をめざして　

問　超高齢社会を迎え、医療と介護の連携が重要視される中で、介護を受けながら在宅で暮らすためには、今後
　　市民病院を中心とした地域連携の役割が大変重要と考えるがいかがか。

市長　地域全体の医療機関も含め、福祉の様々なシステムや企業の方々の協力を得ながら、在宅で過ごせる
地域になるために、中軸に市民病院を中心とした地域連携室がしっかり機能し、その役割を果たしていくこ
とが重要と考える。　
＜紙面の都合上、抜粋しての掲載です＞

スーパーでのマイバッグ持参率目標６０％

■東御市の高齢者人口推計について（介護認定者割合）

平成 24 年 12 月末現在
前期高齢者（65 ～ 74 歳） 後期高齢者（75 歳以上）

3,764 人 4,258 人
要介護認定者数

要介護認定者数

138 人 1,373 人

32.2％

32.2％構成割合

構成割合

平成 37 年将来推計人口 3,937 人
142 人（4人増） 1,827 人（454 人増）

5,675 人

3.6％

3.6％

※平成 37 年 将来推計人口：国立社会保障・人口問題研究所出典
※認定者数は、前期・後期高齢者推計人口に対し現在と同じ割合と仮定した場合の人数です。

ごみの減量
2,774世帯分
の年間ごみ排
出量が減量

皆さんがお買い物にマイバッグを持参 するようになると・・・
長野県で1年間に使用されるレジ袋の枚数を約2億８００万枚 も減らすことができます

長野県環境部チラシより

原油の削減
200ℓドラム缶
19,032個分

おちょこ一杯分おちょこ一杯分

CO2 の減量
2,307世帯分
の年間排出量

が減量

マイバッグ持参率が

現在の 50％から

90％になった場合 レジ袋1枚あたり原油

18.9ｍℓ

助産所とうみ で同月に生まれた
赤ちゃんたち
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6 月定例議会報告
（会期：平成 25年 6月 6日～ 6月 26 日）

　社会福祉常任委員会の先進地視察（５月２１日～２３日）の報告

５月２１日 千葉県我孫子市「高齢者支援の取り組み一介護予防・健康づくり・地域ケア」
・介護保険ボランティアポイント制度の導入
２３年１０月より高齢者が積極的に社会参加し地域貢献することで、
いきいきはつらつと元気に暮らし、介護予防を推進することを目的。
社会福祉協議会に委託。登録者 272 名（２３年度）　

・地域高齢者安心ネットワークの取り組み

高齢化が進み、孤立死・認知症高齢者の徘徊・高齢者虐待等に対応するために、
２２年５月より地域で見守りの目を作ることの大切さを認識し、地域住民か
らの協力員を募集し、関係各位の連携により始まる。

他に健康つくり『健康寿命延伸プロジェクト』の立ち上げ（２４年５月より）

５月２２日 埼玉県草加市「子ども未来部子育て支援センター」
　平成２２年にさかえ保育園との複合施設として開設され、総合相談センター・
発達支援センター・児童デイサービスセンターの３つの機能が備わった、まさ
に支援が行き届いたセンターである。在宅重症心身障がい児向けに、流動食や
薬剤・吸引チューブなどの診療材料等保管するための『流動食等保管ロッカー』
が設置されていた。

５月２３日 神奈川県座間市(社)座間市シルバー人材センター「リサイクルプラザ」
　粗大ごみ減量やリサイクルについての
市民意識の向上、高齢者の就業の機会と
社会参加を目的に事業展開。家具の修理・
販売を中心に、網戸張りや布草履講習、
傘を使ったマイバッグや端切れを活用した
小物つくりの教室開催等エコハウスとして
市民に定着。
  

　　　　　　　　　

 

我孫子市役所にて

草加市子育て支援センター設置の
流動食等保管ロッカー

活動日誌　

5/27再生紙共同購入5/25聖区学友林・財産区視察 5/27まちづくり懇談会

5 月

我孫子市介護保険
ボランティア手帳

座間市リサイクルプラザにて
リサイクルの家具

     8日  ・議会運営委員会
12 日  ・赤岩区つけば
14 日  ・女性議員による学校訪問

北御牧小学校・田中小学校
　　    ・女団連総会
15 日  ・第１回青少年補導委員会
16 日  ・女性議員による学校訪問
           　祢津小学校

16 日・議会広報調査特別員会
21～23日  ・社会福祉常任委員会視察

（我孫子市・草加市・座間市）
25 日  ・滋野ふるさと作りの会

「環境保護」部会
聖区学友林・財産区視察

27 日  ・滋野地区まちづくり懇談会 

27 日 ・東御清翔高校生徒会との
再生紙共同購入 

28 日  ・悪質商法追放キャンペーン
田中駅

30 日  ・議会運営委員会・女団連理
事代議員会

・議員日誌（５月）



活動日誌　平成２５年 5 月～ 7 月

編集後記
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５月 ６月 ７月

31 日  ・女性議員による学校訪問
和小学校

　  　・東御市地域におけるレジ袋
削減地域懇談会

 ３日  ・社会福祉常任委員会
レジ袋削減のためのキャラバン隊
ベイシアにて 

 6～26日  ・東御市議会第２回定例会
  7 日  ・子育て支援センター開所式 
  9 日  ・滋野地区消防ポンプ操法大会
12 日  ・滋野小学校おもちゃ作り

ボランティア 
13 日  ・東御市環境市民会議
20 日  ・豊かな環境つくり上小地域

会議　通常総会
16 日  ・東御市消防団ポンプ操法・

ラッパ奏法大会 
23 日  ・男女共同参画月間　映画を

中心としたつどい 
27 日  ・和地区保育園建設工事起工

式 , 安全祈願祭 
29 日  ・有害帰化植物アレチウリ駆

除研修と駆除実習 
・環境講演会「東御版エコライフ
のすすめ」

  2 日  ・東信地区消費者の会連絡会視察
キユーピー株式会社

  3 日  ・北佐久老人施設組合（佐久良荘）
第 2回定例議会全員協議会

  7 日  ・上小消防ポンプ操法大会・
消防ラッパ吹奏大会

  8 日  ・長野県手をつなぐ育成会大会
（設立50周年記念大会）飯田市 

11 日  ・北佐久老人施設組合（佐久良荘）
一般会計決算審査

13 日  ・青少年補導委員会祢津祇園
パトロール

14 日  ・青少年補導委員会スーパー・
コンビニパトロール

16 日  ・東部中学校地区生徒会・保
護者懇談会

19 日  ・北佐久老人施設組合（佐久良荘）
第２回定例議会

21 日  ・みんなの健康・スポーツシ
ンポジウム 

23 日  ・群馬県嬬恋村・東御市議会
親睦会

24 日  ・くらしを見直そう展第１回
実行委員会

27 日  ・道の駅雷電くるみの里清掃活動
30 日  ・東御市議会第１回臨時議会

5/28悪質商法追放キャンペーン

5/31レジ袋削減地域懇談会

6/7子育て支援センター開所式

6/12滋野小学校おもちゃづくりボランティア

6/16東御市消防団大会

6/23男女共同参画映画のつどい

7/8長野県手をつなぐ育成会大会

7/21スポーツシンポジウム

6/29有害帰化植物駆除研修

6/3レジ袋削減キャラバン隊

　この１年の間に我が家では、父の死という別れの悲しみがあり、また二人目の新たな命の誕生という喜びの中、孫たちに癒
されて生活しています。
　そして、間もなく、新庁舎になって１年がたとうとしています。市民の皆様は、新庁舎に慣れましたか。いつも玄関入口の
カウンターにおられる素敵なさわやかなコンシェルジェの方が、丁寧に案内を務めていただいているお蔭で、一段と庁舎内の
明るさが増しています。庁舎にお越しの際は、お気軽にお声がけ下されば、かならず、丁寧に対応してくださいます。
　さて、今夏の天候が心配されるところですが、農作物が豊作でありますよう願うところです。
　公職につき、暑中お見舞い状は控えさせていただいております。暑さ厳しい折、皆様のご健康をお祈りいたします。


