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令和元年　12月定例議会報告　12月3日～20日

　新年あけましておめでとうございます
　昨年5月1日、皇太子さまが新天皇に即位され元号は平成から令和に変わりました。
　10月12日には台風の影響により記録的な豪雨となり、東御市をはじめ東信地域では千曲川などが氾濫、
土砂災害も発生し各地で甚大な被害となりました。被害に遭われました皆様にお見舞いを申し上げます。

また、避難されておられる方々が1日も早く自宅に戻られ安全に安心して暮らせることを心から
願っております。　令和は、すべて物事を行うのによい月を意味する「令月」と、激しさや厳しさ、
対立や乱が治まる「和らぐ」の2語にちなむといわれていますが、今年こそ、平和で災害にも負け
ず、人々の暮らしが安心して営まれる年となることを心から願います。

佐藤：市議会として2回にわたり『公約通り、寄付金をしっかり集めること』の付帯
意見を付けたにもかかわらず、なぜ寄付を集められなかったのか。

市長：新たなところも含め以前からお願いをしている多くの企業が関心を寄せていただいているが、企業
版ふるさと寄附金の3割だった特例的な控除を6割まで引き上げて9割控除にして、企業の実質的負担
を1割とするということが国会で可決の見通しの中で大口寄附に関して基本的には来年度以降で検
討したいという企業が何社かある。

佐藤：今年度3月までまだ時間があるなかで、具体的な寄付計画と来年度からの起償還のための財源の具体
的な計画についてはどうか。

市長：県内大手企業の1社や保険関係・食品関係の企業など検討していただいている。私の任期中に少し時
間をいただければ、来年度以降の寄附をなるべく確定できるように努力したい。

佐藤：平成30年度の3月の補正で、1億6,800万円の地方活性債を可決している。今回の補正予算の7億円の起債
借り入れについても、前回同様に3月まで寄付金を集めていただき、それからでも間に合わないのか。

総務課長：12月に起債協議とする理由は、市全体の起債状況や起債額を県及び国に示すため、県と協議を行う
ものである。12月18日が申請期限となっているが、あくまで現段階での起債額、上限額を申請するもので
今後も年度末まで寄附をお願いしていく中で来年5月の借り入れの時に不足する額を借り入れるもの。
今回、起債が認められない場合は、不足する財源の確保ができなくなり、市の財源に穴があく事態となる。

◎台風19号による災害復旧費で農地災害復旧工事費や農業施設災害復旧工事費な
ど14億3800万円と専決処分した災害復旧費合わせて19億3,800万円可決！　

◎湯の丸高原特設プール建設費、地域活性化事業債の起債7億円の補正予算案を可決！

湯の丸特設プールについて総括質疑
私は12月13日の総括質疑で湯の丸高原での高地トレーニング用
プールの建設費に対し、3点について質問しました。

定例会最終日の補正予算案採決の審査経過
12月20日議会最終日には、傍聴席とテレビ中継・ラジオ放送を通し関心を寄せる市民が議会の審議を見守る
中、反対の立場で4議員が、賛成の立場で2議員が討論を行いました。

反対意見：一旦、踏みとどまって議論すべきではないか。10年間という償還期間の維持管理は負担が大きい。
不安定な寄付金財源に対する見通しが甘い。企業の都合に市が振り回されること等市長責任を指摘。

賛成意見：現在行われている3割交付税措置のある地方活性化事業債を評価。さらに来年度から5年間時限措
置として企業版ふるさと納税のしくみが変わることで大口寄付が見込まれる。

次のページへ→

採決では賛成8人反対7人の僅差で可決しました。その後、私の属する東翔の会より市長に対し市長責任と
今後の対応に関する決議を2項目の意見を付し動議として提出し、賛成多数で可決しました。

１、多額な運営経費をすべて寄付金等により、市の責任で長期間負担し続けることは非常に困難であ
り、当初計画した3か年を目途に市が主体でない運営形態を確立し、市負担の軽減を図ること。

２、起債の早期返還にむけて、寄付金確保の見通しをつけること。

この決議を受け市長は、『今後の事業推進にのぞむ覚悟』とした。

付帯
意見
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定例会最終日の補正予算案採決の審査経過

私の意見
　東御市議会は特設プール建設に関し、平成29年12月議会補正で13億円の債務負担行為を可決しまし
た。かかる費用は一般財源を使わず企業版ふるさと納税など寄付金で全て賄うというものです。
　13億円の財源は企業版ふるさと納税12億円、一般寄付・個人版1億円で3年後に撤去し、建物は体育館
とするものでした。しかし、建設費の支払いの期日に寄付金が集らず、平成31年3月補正で1億6,380万
円、そして今年度の支払いにも不足が生じたため7億円の地域活性化事業債の起債発行をするというも
のです。返済期間は10年間です。
　市長は寄付金の進捗状況について、その都度『集めきる！』と明言されており確実に集まることを議
会に説明してきました。今年3月議会及び9月議会において公約通り寄付金を集めきることを決議した
にもかかわらず、最終年度の12月議会では予定した額にはほど遠い状況であり、寄付金をいただくこと
について市長の見通しの甘さは否定できませんし、責任の重さを明確にしていただくことと考えます。
私は1つの策として今回継続審議を行い3月議会で改めて議案審査をすれば、国の動向や寄付の見通し、
市民理解にも良いのではないかと訴えましたが、国が3月では手続き上認められない、間に合わないと
のことでした。
　4月以降、国が企業版ふるさと納税制度のしくみを変え来年度から5年間の時限措置で、企業がさらに
寄付しやすくなるよう税額控除割合の引き上げや認定手続きの簡素化を図り地方創生の推進を図ると
しています。今後さらに有利な企業寄付に対し期待が持てるということも考えられます。すでに湯の丸
高原特設プールでは事業が始まっており湯の丸高原での合宿も来年度予約が陸上とプール合わせて
15,000泊という中で、地方創生に向けた湯の丸のピンチをどうやってチャンスに転換するのか問われ
ています。市民の不安や疑問を払拭するために市民との約束をしっかりと守っていただき、市のトップ
である市長以下職員が一丸となって、取り組むべきと考え賛成しました。

◎東御市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正条例について賛成多数で可決。
特設プールに係る企業版ふるさと寄付金が目標額に届かず、不足分を市債で手当てする状況になったこ
とを重く受け止め、市長の給与を減額する措置を講じたもの。
市長の給与月額83万8,000円を来年1月から任期の4月24日まで半額に減らす内容。

◎陳情・請願
1、免税軽油制度の継続を求める請願は多数の賛成を得て可決し、意見書を国へ提出します。
2、自衛隊への適齢者名簿を提供しないことを求める陳情は、当市における外部提供についてはこれまで

閲覧にとどめており、今後も法令に基づいて対応するので、国や県への要望ではないため、不採択とし
ました。

台風19号による被害状況（一部）

ビフォー
奈良原地籍にある六分水の枡場が
土砂により壊滅

アフター
迅速な復旧作業を終えた六分水枡場

（雪の日撮影）

ビフォー　
倒壊した海野宿橋

アフター
海野宿橋の護岸に積まれた土嚢

護岸が削られた桜井堰

一部崩落した県道田中橋
3月中には復旧後通行止め解除の予定

遠方の護岸に見える緑色のものは
流された本下之城橋
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1  台風19号の災害対応と今後の防災対策

東御市病院事業について2 

ＳＤＧｓの取り組みについて3

令和元年12月定例議会 一般質問 

【問】 インフラ被害と復旧見通しはどうか。

【都市整備部長】 被災状況については、橋梁7カ所、市道・水路54カ所、河川は市管理河川7カ所を含む河川31カ所。
復旧状況として、11月末現在で市道・水路は39カ所、市管理河川3カ所が復旧済みで、道路4カ所、橋梁7カ所、
県管理河川24カ所を除き年度内に復旧する見込みである。布下橋、潜り橋、切久保橋、本下之城橋の4橋につ
いては、1月に実施される国の災害査定を受けるための災害査定設計を行っており、災害査定後実施設計を
行い、令和2年度から工事着手する計画であるが、工事は渇水期にしか行えないため、完成時期については令
和3年度末を目指している。赤岩本郷4号橋については、被災した滋野60号線の端にあるため、千曲川護岸工
事の完了後に工事着手となるため、県に護岸の早期復旧をお願いし令和2年度の完成を目指す。

【問】 橋の崩落を受け千曲川に水位観測所やライブカメラの設置は必要ではないか。

【都市整備部長】 県に必要と考えるので要望をあげていく。

【問】 農業施設等の被害状況と復旧の見通しはどうか。

【産業経済部長】 水田や畑ののり面の崩落、河川からの土砂流入など、農地災害が284カ所、水路や農道、河川からの
取水施設である頭首工が破損するといった農業用施設災害が87カ所で発生しており、農地・農業用施設の被
害額は約15億3,000万円となっている。また、水田への土砂流入やブドウ棚の流失などの農作物被害が7件、強
風によるパイプハウスのゆがみやビニールの破損が17件、農業用機械の水没3件などが発生しており、農作
物と農業生産施設等を合わせた被害額は約2,300万円となっている。今後の見通しについては、農道上に堆積
している土砂の除去など緊急に工事を行う必要のある農業用施設65カ所について、これまで順次工事に着
手し、11月末までに24カ所の復旧が完了しているところであり、今後は比較的規模の小さい農地災害92カ所
についても、12月補正予算成立後に工事の発注準備等を進め、本年度中の復旧工事完了を目指す。

【問】 赤岩頭首工や桜井加沢新堰などの被災に伴う今後の農業振興策はどうか。

【産業経済部長】 大豆や麦といった転作作物により、優良農地を維持していけるよう、土地所有者との調整を行っ
ていく。

【問】 鹿教湯三才山病院との再編ネットワーク化の計画断念に伴い、運営形態も含め東御市病院事業の今後の方向
についてどのように進めるのか。

【病院事務長】 市民病院の回復期ベッドを60床増床し、リハビリ機能を強化するという計画を23名の委員で構成
する上小医療圏地域医療構想調整会議に提案したが、6名の医療従事者が異議を唱えたことから、断念せざ
るを得ない結果となった。地域の願いが医療を提供する委員の皆様に届かなかったことに対しては、極めて
残念で遺憾にたえない思いである。今後は市民病院をはじめ、みまき診療所、助産所とうみ等施設の更なる
充実と、安定運営のため民間活力導入を検討していく。

【問】 市民病院の回復期リハビリ機能と地域包括ケアシステムの推進について

【病院事務長】 現状の医療資源の中で1人でも多くの患者さんが住み慣れた地域で暮らすことができるよう、市民
病院では自宅等に退院できる指標として、在宅復帰率の向上を目指すとともに、温泉診療所では復帰後の在
宅生活の医療的ケアを担当することで、地域包括ケアシステムを推進するための医療分野における役割を
しっかりと果たしていく。

【問】 具体的な取り組みはどのように進められるのか。

【企画振興部長】 今後市民や市内の事業所を対象にしたＳＤＧｓセミナーの開催を計画し、その理念や意義、必要性
を理解していただく場を設ける。

【問】 ＳＤＧｓの視点に立った教育を小・中学校においてどのように進めていくのか。

【教育長】 インクルーシブ教育の推進、人権同和教育の充実、小中一貫、一貫型教育の推進、ＡＬＴの配置や道徳教育
の充実などを通して基礎学力の定着や他者を思いやる心の教育を進めているところである。今後も総合計画や
教育基本計画に沿い、市校長会を初め関係機関と連携し、学校教育のさらなる充実を図りながら、児童・生徒の
健全育成に努めていく。

 ＳＤＧｓバッジ

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、2030年までに誰1人取り残さない社会の実現を目指し、貧困問
題を初め気候変動や生物多様性、エネルギーなど、持続可能な世界の達成を目指すもので、これは後
進国や先進国を問わず全世界が取り組んでいくべき目標ということで、世界中で注目されている。

ハザードマップについて、住民が主体的に危険か所を確認したり、支援
の必要な人への配慮した地図を作成しマップを生かすよう提案。
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活動日誌　令和元年10月～12月

10月 11月 12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

3日 東御の日記念式典・上野千鶴子
講演会　　

5日 滋野保育園運動会
8日 東御市各種団体親睦球技大会

マレットゴルフ
11日 子育てフェスティバル
19日 身体教育医学研究所第2回理事会
20日 湯の丸高原スポーツ交流施設特

設プール竣工式
22日 東御市地域福祉計画策定懇話会
24日 モルドバ共和国大統領歓迎セレモニー
25日 佐藤千枝後援会視察研修

信州東御市振興公社運営懇話会
27日 滋野地区ふれあいのつどい
28日 例月監査・議会運営委員会・

全員協議会
31日 定例会派会

1日 議会運営委員会・滋野小学校音
楽会・古文書虫干し

10日 議会と語る会　テーマ『命の水
を守りたい』

12・13日 社会福祉協議会理事役員研
修（静岡県）

15日 社会福祉協議会中間決算監査
17日 議会と語る会 テーマ『市民病院』
21日 東北信9市正副委員長研修会
22日 東御嬬恋線改良促進期成同盟会

県要望活動　
23日 第16回東御市障がい者福祉の

つどい 
24日 議会報告会
25日 議会運営委員会・議員総会
26日 会派定例会
27日 例月監査・滋野地区区長会忘年会
30日 ケアポートみまき事業所報告会

市民説明会（湯の丸特設プール
に関する）

3日 12月定例議会開会日
4日 社会福祉協議会理事会
5日 東御市国際友好協会理事会
6日 議会全員協議会・議員総会
7日 東御市人権尊重のまちづくり

市民の集い　　　　　　
16日 台風19号災害現場現地調査・社

会文教常任委員会
17日 会派定例会
19日 人権について議員研修
20日 12月定例議会閉会
26日 例月監査

みんなでつくる地域応援サイト「生活ガイド .com」は、みんなのランキング「難読市ランキング」のトッ
プ10を発表しました。我が東御市は日本一読みづらい漢字の市として1位になりました。しかし台風
19号の災害地として、また湯の丸プール等新聞やテレビ等で連日報道されることとなりました。
<2位 >千葉県匝瑳市（そうさし）<3位 >兵庫県宍粟市（しそうし）<4位 >石川県羽咋市（はくいし）
<5位 >山口県下松市（くだまつし）<6位 >熊本県合志市（ごうしし）<7位 >秋田県鹿角市（かづのし）
<8位 >島根県江津市（ごうつし）<9位 >大分県杵築市（きつきし）<10位 >奈良県御所市（ごせし）

今会期中の審議となった起債発行に対し反対のご意見を持たれる市民の方々と直
に意見を交わす機会をいただき、議会として行政のチェックやツメが甘いとのご
指摘もたくさんいただきました。声を大きく強く訴える市民の考えは容易に把握
できても市民の小さな声・声なき声は聞き取りにくく、そうした声も把握し市民
の心情をつかみ物事に対応していくことの大切さを強く感じました。

12月27日付の日本経済新聞のスポーツページに『高地のプール、選手歓迎』とい
う記事が掲載されていました。全国に向けた発信です。記事概要は、瀬戸大也選
手や大橋悠依選手らが湯の丸の特設プールで合宿を行い、評価は上々で結果にも
効果が表れ始めている。とコメントしています。東京五輪を控えた多くのトップ
選手が利用を検討中とのです。よりよい宣伝効果を期待したいです。

やさしい風にのせて

10/24モルドバ共和国大統領
　　イーゴル・ドドン閣下

11/17市民病院についてワークショップ

11/23ダンスチーム「カラフル」

11/24 市民と語る会 テーマ：湯の丸特設プール

12/7 拉致被害者 蓮池薫氏講演会


