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2014 年

新年あけましておめでとうございます

平成２５年 12 月定例議会報告と一般質問概要 （12月３日～２0日）

東御市議会議員

市政を身近に

収支 11 億 4450 万円を増額する一般会計
補正予算案を可決

車窓から望む 2014 元旦　初日の出

主な内訳

田中保育園建設工事 ４億８千万円

北御牧給食センター建替工事 ４億円

新規就農者確保育成事業費

小中学校非構造部材( 吊天井や外壁など )
耐震設計委託料

１６００万円
など

１９５０万円

・今回の補正後予算総額は199億 6760万円と過去大に
収支 1820 万円増額し総額 27 億 3910 万円の介護保険特別
会計も可決。

・条例の一部改正10議案
市施設の指定管理者の指定 18 議案
まちづくり計画変更１議案
など、35 議案が承認されました。

社会福祉常任委員・議会運営委員
議会広報調査特別委員
病院等運営協議委員・消防委員
北佐久郡老人福祉施設組合(佐久良荘 )議員
監査委員・健康づくり推進協議委員

現在の主な役職

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、新しい年を穏やかに迎えられたこととお慶び申
し上げます。皆様にとりまして『一陽来福』午のごとく、元気に走りまわ
り今年もウマく行きますよう、そして今年が良い年となりますようご祈念
申し上げます。　　　　　　　　
　私は東御市議会議員として皆様に支えられ１年が過ぎました。誰もが元
気で、安全・安心な環境の中で共に支え合える地域をめざして力を尽くし
ます。初心を忘れず、清新な気持ちで、スピード感を持って行動しますので、
今後ともご支援をよろしくお願いいたします。
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12月定例議会報告・一般質問（平成25年12月3日～12月20日）

一般質問の概要

問　国がスポーツ立国の実現をめざし、２年前にスポーツ基本法を施行。
　　市としての施策の方向についての考えは。

健康福祉部長　まずは、障がい者スポーツに対する市民の理解を
深める取り組みやスポーツ指導員の養成が重要と考える。

問　スポーツ施設のバリアフリー化については当事者・関係者の意見を
　　十分配慮した改修を要望したいがどうか。

教育次長　本年各施設の長寿命化計画を策定した。来年度から順
次大規模改修を予定しているので、今後、関係部署等内部の連携は
もちろん、当事者の声を十分お聞きしその中で、バリア改修を行っ
ていく。

問　現在身体教育医学研究所が主幹となってスポーツのバリアフリー化
　　を目指して勢力的な取り組みをしていただいているところ。
　　今後さらに姉妹交流している大田区で開催されているような、障害の
　　有無に関係なく誰もが違いを認め合い一緒に楽しめるユニバーサル
　　スポーツの実現に向け研究していただきたいがどうか。

教育長　十分研究をし、ニーズ把握をしつつ最大の努力をして行
きたい。また活動母体をどういうふうに育てるかも含めて研究をし
て行きたい。　

　ユニバーサルスポーツ（誰もが違いを認め合い支え合うことの楽しさを体験するためのスポーツ）の促進
について質問し、障がい者スポーツへの理解に一歩前進の回答をいただきました。

問　寄せられる意見、要望に対する解決策等、市民公表する考えはあるのか。
総務部長　公聴活動として実施している懇談会や各種計画等のパブコメ、
市政への提言、私の一言に寄せられた全市的な件については、市の対応や
考え方を市報・ホームページを通じて公表に努めている。

問　長期化する問題や重要案件などの苦情等について職員間での共有はされているのか。
総務部長　関係課との調整・協議を行う中で対応している。接遇については、市民サービスに対する
意識向上へと繋げるため職場全体で情報共有している。

問　市民から寄せられる要望や意見を、市政に反映
　　したものはどんな内容か

総務部長　いくつかある中で、市道等の交差
点のカラー舗装・通学路へのグリーンゾーンの
設置・ＡＤＥの設置マップの全戸配布・和地区
で行われた史跡等を紹介したウオーキングマッ
プを、地区の健康補導委員会を中心に作成する
など、市民に理解いただけるよう周知している
ところ。　

　東御市が合併１０年を迎え、さらなる今後１０年の東御市の躍進に向け、
市民との協働による長期策定計画の素案が示されました。職員の業務も複雑
かつ多様化している中で、『市民からの要望やパブリックコメント、苦情等へ
の対応について』質問をいたしました。

滋野地区まちづくり懇談会の様子

パラリンピック種目『ボッチャ』の体験

9/29 大田区スタジアムで行われた初の
『ユニバーサル駅伝』スタート風景
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◎田中保育園の移転新築場所 しなの鉄道田中駅南口に決定
      今年４月開園の和保育園に続き、今年着工し来年完成予定の田中保育園を最後に市内一地区一園の再編計画は完了へ

◎湯の丸高原に競泳プールを！
      高地トレーニングに東御市プール施設誘致へ　　東京五輪視野に日本水連も期待

◎資源循環型施設建設に伴い ごみ減量化の施策の方針が示される
ごみ減量化施策方針について　～資源循環型施設建設に伴う市関連施設の整備計画～

＜上田地域広域連合＞

＜佐久地域市町村の一部事務組合＞

＜東部クリーンセンター＞

＜川西保険衛生施設組合＞

【資源循環型施設（統合クリーンセンター、統合リサイクルプラザ）】

【佐久地域統合クリーンセンター】

【H30・清掃センター解体、廃止】

【衛生センター】

H27　　　H28　　　H29　　　H30　　　H31　　　H32

※調査・基本設計 ※各種申請手続き ※施設建設 ※施設稼働

H24　　　　H26　　　　H29

※環境影響調査 ※施設建設 ※施設稼働

↓

↓

＜H29 し尿および集落排水・浄化槽・コミプラ等　汚泥持ち込み開始＞

＜H29 清浄園廃止により汚泥持込み中止＞

H28　※準備対応事項

H32　※施設廃止
　　　　（解体、跡地検討）

①分別方法見直し
②ごみ袋見直しの検討
　②-1　料金について
　②-2　袋の種類について
③収集方法及び経路等の見直し
④施設の補修（必要な場合）
　※精密診断の結果で反映させる

※東部地区方式
で北御牧地区も
統一したものと
して作成

※H29　北御牧
地区のごみの搬
入開始（持込み
期間 4年間）

湯の丸高原ホテル

候補地

生ごみ堆肥化スケジュール
H25 年度　庁内調整・建築用地選定
H26 年度　基本構想・基本設計
H27 年度　業者選定（総合評価・PFI 事業）
　　　　　※業者決定
H28 年度　実施設計・建設工事
　　　　　ごみ分別区説明会
　　　　　ごみ収集方法の確立
　　　　　指定管理者の決定
H29 年度　稼働開始
（北御牧地区の東部クリーン センターへのごみ搬入に合わせて）



活動日誌　平成２５年 10 月～ 12 月
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１０月 １１月 １２月

　例年のことですが、公職選挙法の
規定により、年賀状の差出しを控え
させていただいております。
　今年も皆様にとりまして、良い年
となりますよう心からお祈り申し上
げます。これから、ますます寒さ厳
しい折、くれぐれもご自愛ください
ますようお願いいたします。

編集後記

11/9 滋野地区議会報告会 進行役

11/19 左から矢澤専門指導員･布施谷交通課長と

16日  ・東御市女団連まちづくり懇談会
・各種団体親睦球技大会

17日～ 18日・議会会派合同研修会
　高山市・富山市視察

22日  ・滋野地区区長会
23日  ・佐久市佐久良荘監査
24日  ・上小地区市町村消費者行政窓と

消費者団体との懇談会
25日  ・滋野小学校音楽会

・議会報告会 (北御牧地区 )
26日  ・東御市ふれあいフェスティバル

・議会報告会 (祢津地区 )
27日  ・滋野地区ふれあいのつどい
28日  ・浅間山麓スポーツ医学研究所設立

報告会・記念講演会
29日  ・青少年補導委員会議
30日  ・新張山土石採取地緑化及び防災

措置の状況確認

2日 ・議会報告会 (田中地区 )
3日 ・しげの里づくりの会通学合宿反省会
6日 ・東信５市議会議員研修会
8日 ・議会報告会（和地区）
9日 ・第３回くらしを見直そう展
・子育てフェスティバルオープニング 
・議会報告会（滋野地区 ）

10日 ・秋の消防団機械器具点検巡視
・滋野地区六分水関係古文書虫干し

13日 ・東御嬬恋線改良促進期成同盟会
要望活動

15日・滋野地区戦没者追悼式
・長野県知的障害福祉協会大会 

16日 ・ハートをつなぐ障害セミナー
17日 ・大石区文化祭  ・滋野地区区長会
19日 ・東御市青少年補導委員視察研修
　　　（上田警察署）
20日 ・しげの里づくりの会臨時役員会
21日 ・滋野地区区長会忘年会
25日 ・東御市障がい者福祉のつどい
27日 ・しげの里づくりの会第３部会会議 
29日 ・学警合同巡視活動 
30日 ・くるみ料理コンテスト表彰式

1日  ・大石第４支区臨時総会
3日  ・第 4回定例議会開会日
　　　　　　　　　　　～20日まで
6日  ・羽田孜先生桐花大綬章叙勲を
　　　祝う会　
7日  ・人権尊重のまちづくり市民の集い
9日  ・ケアポートみまき事業所報告会 
14日  ・上小ブロックボランティア
　　　  フォーラム

10/16『まちづくり懇談会』司会

 10/26 ダンスチームからふる

11/9『くらしを見直そう展』開会式

10/30 新張山

11/9 子育てフェスティバルオープニング 

11/15 長野県知的障害福祉協会大会 

11/17 大石区文化祭 挨拶  

11/29 学警合同巡視活動 

田中駅駐輪場からはみ出し
通路をふさいでいる自転車たち

11/27『しげの里づくりの会』第３部会

11/30 くるみ料理コンテスト表彰式

12/9 ケアポートみまき事業所報告会 


