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令和３年　3月定例議会報告（2月19日～3月29日）

２． WEB予約
　　　①市ホームページからのインターネット予約
　　　②ライン東御市公式アカウントからの予約

1． 東御市ワクチン接種予約コールセンター
電話： 0570－000－518
受付時間： 午前9時から午後5時まで（当面無休）

速  報 新型コロナウイルス感染症収束の切り札と期待される
ワクチン接種
65歳以上の市民を対象に5月10日の週から集団接種始まります

接種の予約窓口

3月定例議会2月19日開会し39日間の会期を終え3月29日閉会しました。

◎令和2年度一般会計補正予算の概要
・湯の丸高原宿泊機能強化事業費　3億9,580万円　　（トピックス1）

付帯意見：後期変更について十分な説明がなされなかった。重要な変更については速やかに議会に報告し

丁寧な説明を行い透明で信頼感のある事業推進に努められたい！

・御牧苑改修事業費　                       6,800万円　　（トピックス2）

賛成14人、反対2人で可決しました。

会場ごとの地区割振・実施日・時間

※詳細は4月1日付第4号のチラシをご覧ください。

◎令和3年度の施政方針に基づく重点事業費の概要
・台風19号災害復旧事業費　　　　　　　        5億8,279万円

（布下橋上部工・道路工・切久保橋上部工・

本下之城橋上部工・道路工）

・台風19号豪雨災害復旧事業費　　　　　     3億7,200万円

（河佐親堰頭首工及び堤外水路・川原田頭

首工の農業用施設災害復旧）

・新型コロナウイルスワクチン接種事業費　   1億7,719万円

・和児童館建設事業費　　　　　　　　　　　　　　　　 1億7,121万円

・県東深井線道路整備事業　　　　　　　　       4 ,989万円

（日向が丘区間L＝284mの用地購入・

補償・工事費）　

・交通システム運行補助事業費　　　　　　　    6,230万円

・不登校対策・特別支援教育事業費等　　　  4,527万円

・生活困難者自立支援事業費　　　　　　　      2,292万円

・モルドバ共和国とのホストタウン事業費　    1,988万円

・福祉医療費対象年齢を18歳に拡充　　　    1,350万円

◎令和3年度の重点施策の概要
・地域公共交通計画の策定を目指し必要な実証運行や市民懇談会・市民アンケートを実施し「新しい地域公共交通シ
ステムの構築」をめざす

・福祉医療制度の拡充を図り、18歳以下の医療費無料化
・学校での1人1台のタブレット導入に伴い、各校に1名のICT支援員の配置とプログラミング学習の推進
・市民病院を核とした医療・介護・福祉分野の連携を強化し、地域包括ケアのさらなる充実
・海野宿「うんのわ」の再開に向け新たな視点で、地域住民と共に推進
・小学校区単位の地域づくり協議会の活動支援を強化し、交付金や活動補助金の拡充と、地域リーダーの育成
・地域包括支援総合センターの総合相談窓口に医療と介護福祉の専門員を配置し高齢者の在宅での生活支援の仕
組みを構築

 会　場 地区割振 実施日 受付時間

第1， 第2会場　(総合福祉センター) 田中・ 祢津・ 和
月曜日～金曜 14:30～16:30

日曜日　 8:30～10:30

第3会場　(北御牧公民館 )　 滋野、 北御牧 月曜日～土曜 12:30～14:00



3月定例議会　代表質問 東翔の会の代表質問を行いました。東翔の会はメンバー4人ですので、
さわやかな風の会（9人）に続いて2番目に質問を行いました。

【問】災害復旧工事における護岸工の不具合事象が発生したことについて、市は

発注者である国土交通省からどのような報告や説明を受けたのか。

【市長】千曲川河川事務所長他職員が12月25日・1月13日・2月3日と3回にわたり

来庁され、不具合事象についての説明・改善措置方針と地元からの要望を

踏まえた工事工程等についての報告・再施工にあたり地元からの要望を反

映し施工管理体制、監督体制の強化策について説明を受けた。

東御市民の代表である市長から、今回の千曲川護岸工の全面やり直し工事について、

市民の皆さんへのメッセージを伝えていただきました。

１ 千曲川護岸工の全面やり直し工事について

2 財政について

【問】平成28年度以降の基金が減少傾向にあり、令和2年度末では平成28年度当初と比較して18億円

減少している。主な要因は何か。

【市長】地方交付税の合併算定替による段階的な縮減、下水道事業の起債償還に係る下水道会計への

繰出金、合併更新基金の早期活用などの影響による。

【問】現在の起債残高は、今後の財政運営においてどう影響があるのか。

【市長】起債は令和2年度末総額299億7,000万円で、合併当初より約130億円減少している。令和3年

度末の起債残高見込みは総額282億6,000万円で令和2年度と比べ約17億1,000万円減少する見

込みで後年度以降の交際費が減少することで基金からの繰入も縮減され今後の財政運営に影

響はない。

３ 湯の丸高原スポーツ交流施設事業について

【問】高地トレーニングプールの運営状況はどうか。

【市長】コロナ禍であったが利用の大きな落込みはなかった。　

【問】寄附金の実績はどうか。

【市長】個人版ふるさと寄附金・企業版ふるさと寄附金・一般寄附金併せて約1億9,400万円となる見
込みで予算を上回っている。

【問】起債償還の現状と今後の計画は。

【市長】湯の丸高原荘の起債残高は7,870万。屋内運動施設分は7億6,380万円で起債残高合計は8億4，
250万円である。本年度の元金償還額は1，820万円で3割に当たる2億5,806万円が普通交付税と
して還元されるため実際の起債残高は5億6,624万円となる。今後、それぞれの寄附金やネーミ
ングライツ料合わせて確保することにより、早期償還を任期中に目途をつけていく。

【問】昨年12月定例議会において東京オリパラ前に建設完了としていた湯の丸高原宿泊施設の建設
事業期間延長について議会への説明が不十分であった件で見解を求めた。

【市長】業者選定支援業務委託業者との打ち合わせで確認申請提出などの許認可に要する期間が短
すぎるとの指摘をいただきながら、重要な案件にも関わらず十分な説明が不足していた。大変
申し訳ないと陳謝。

質問項目 4，新型コロナウイルスワクチン接種についてはトピックス 3 にて説明



トピックス２

トピックス3
トピックス5

東御市温泉コミュニテイーセンター
「御牧苑」が改修へ

新型コロナワクチン接種の概要
家庭子育て支援準備室の立ち上げ

トピックス6

低所得の子育て世帯に対する「子育
て世帯生活支援特別給付金」の支給

総額3億9,580万円
<内訳>
建設工事費 3億7，762万円・実施設計委託料 220万円
建築確認申請等手数料・一般備品費 1，540万円

<財源>
地方創生拠点整備交付金：事業費の1/2の1億9,790万円
交付税活用し、措置される起債（50％）：一般備品費を
除く1億8,990万円の50％
3/4は国の補助、残りの1/4は自主財源

<建設工事業者>大和ハウス工業株式会社長野支店
<運営>
指定管理制度を活用し、2020年3月9日に設立した一
般社団法人とうみ湯の丸高原スポーツコミッショ
ンに業務委託

<施設概要>
宿泊棟3棟・宿泊可能人数65人他にミーテイング
ルーム・駐車場20台分

湯の丸高原宿泊施設機能強化事業

食堂部門の機能は残しつつ、新たに障がい者福祉施設
として令和4年4月より運用開始。8月から来年2月下旬
まで改修工事予定。

（設計管理業務委託料640万円・工事請負費6,160万円)

<指定管理者>社会福祉法人みまき福祉会

就労困難な障がい者の活動機会の提供と能力向上の
ために必要な訓練を行う施設

改修後は就労継続支援A型とB型を併用し、障がい者
の新しい雇用の受け皿とする。

<就労の主な内容>

給仕・調理補助・地域
産品の販売補助業
務・地域農家での作
業補助などご本人の
希望や要望に合わせ
マッチングしていく。

事業費は総額6,800万円

・当面は、ファイザー社製ワクチンを使用

・集団接種者は接種券送付後、新たに開設する予約
用コールセンター・市のホームページ・LINE公式
アカウントで予約

・市内入所施設利用者や入院中の患者の方への個
別接種の対応についてはそれぞれの機関で接種
できるよう施設事業者等と調整を図っている

・実施体制は、市民病院は第1・第2会場となる総合
福祉センターを担当、市内開業医が第3会場の北
御牧公民館を当番制で受け持つ

・独居や高齢者世帯への対応として、ご家族や支援
者が送迎しやすいよう土日も対応を検討

・副反応症状が出た際、福祉センター会場では市民
病院に搬送し対応する。北御牧公民館会場では、
医師2人体制で接種を行い1人の医師が応急処置
にあたる

・数日経過後の副反応については接種した医師の
診察を受ける

・利用形態は児童館、児童クラブの併設施設

・利用最大想定児童数は200人（北御牧児童館の利用
状況を参考）

・工事開始は令和3年7月から

・旧和児童館の後利用は未定

トピックス4 和児童館（旧和保育園跡地）
建設事業の概要

　市内中学生の不登校が全国平均の倍近い深刻な
状況となっていることを受けて、子育て支援・健康
保健・福祉・教育の4課連携のもと家庭子育て支援
準備室を立ち上げる。

　教育指導主事・保育士・保健師のチームで家庭と
保育園や学校と家庭等の課題を共有し伴走的な関
係を築き、適切な支援のアドバイスを行う。

<給付金>

児童1人当たり一律5万円を給付、支給総額は

3，900万円程度

<支給の時期>

児童扶養手当受給世帯は5月中旬頃

住民税が非課税の低所得のふたり親子育て世帯
へは、所得の確定する6月以降早期に支給する

トピックス１

外観イメージ
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活動日誌　令和3年1月～3月
１月 2月 3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

4日 正副議長市長訪問

東御市消防団3役

5日 大石区3役市役所新年あいさつまわり

8日 部落解放同盟東御市協議会旗開き

11日 令和2年度滋野地区区長会監査

令和2年度区長会

17日 令和3年度滋野地区区長会

18日 東御市議会広報調査特別委員会

19日 東御市議会運営委員会

第165回長野県市議会議長会

総会 (茅野市 )

25日 滋野地区里づくりの会役員会

26日 議員総会・湯の丸トレーニング

施設現地調査

4日 予算決算特別委員会（令和2年

度補正予算）

5,8,10日 代表質問・一般質問

11日 総括質疑

12～24日 常任委員会予備審査

17日 社会福祉協議会理事会

24日 地域おこし協力隊員活動報告会

25日 予算決算特別委員会

26日 正副委員長会議

29日 3月定例議会閉会

12日 議会運営協議会

議会活性化委員会

17日 東御市土地開発公社理事会

19日 3月定例議会開会

22日 上田地域広域連合議会

24日 滋野小学校学校応援団お礼の会

25日 上田地域広域連合議会

26日 全員協議会

やさしい風にのせて

新人大塚博文議員を迎えて令和3年度一般会計予算案
起立による表決

2/22 上田地域広域連合議会

一般質問で登壇

3/12～24 常任委員会予備審査

社会文教委員会 保育課の予備審査

3/29 3月定例議会閉会

3/26 正副委員長会議

正副委員長会にて最終審査

昨年11月の改選後2回目の定例議会が終了しました。新しく議会人となられ8人の議員も、徐々に

活動に慣れてきています。今回の定例議会では議長を除く16人全員がいろんな視点から一般質問

に立ちました。私の知る限り初めてのことだと思います。詳細は5月号の議会だよりをご覧下さ

い。市民に信頼される議会を目指してまいります。引き続き、応援をよろしくお願いいたします。

卒園卒業並びに入園入学シーズンを迎えましたが、昨年からの

新型コロナウイルス感染症の新たな拡大の影響で、まだまだ人

とのかかわりが十分に持てない状況が続いています。

ようやく、東御市でも65歳以上の高齢者へのワクチン接種の具

体的な計画が示されました。2回目の接種終了は8月10日頃との

ことです。その後、64歳以下の市民への接種となります。 　も

うしばらく、不要不急の外出制限や3密を避ける等の対策を心

掛け感染防止に努めましょう。 我が家のヒヤシンス


